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【メンバー】    

｛学生｝内村くるみ、齋藤沙季、桜田遼、田中若菜、中山和樹、南舘郷、村山馨音、 

山田蓮樹、若林伶奈 

｛担当教員｝淺木洋祐 

 

1【背景・目的・概要】 

当初は「函館市のゴミ問題」というテーマから、ゴミに関する啓発活動を行う予定だった

が、「函館の環境を考える会」へのヒアリングや話し合いを通じて、函館市における河川へ

のポイ捨ての実態を把握することが必要であると考え当企画を考案した。 

概要については、年に一度「亀田川をきれいにする会」主催、函館市後援で行われるゴ

ミ拾いに参加し、そこで地域プロジェクトメンバーが 3 町会に分かれて川の周辺のゴミ拾

いを行った。本来は可燃ごみ、不燃ごみの２種類の区分であったが、清掃終了後許可をいた

だき、更にプラスチック、缶瓶ペットボトル、粗大ごみに分けそれぞれの重さを測定した。 

 

2【年間スケジュール表】 

 

・2 年後期 

10 月 プロジェクト始動、文献輪読①            

11 月 文献輪読②、函館の環境を考える会にヒアリング   

12 月 文献輪読③、函館市土木部にヒアリング 

1 月  総括、中間発表、反省 

 

・3 年前期 

4 月 参加申し込み、調査の計画・予想 

5 月 清掃活動参加 

6 月 ヒアリング 

7 月 最終発表 

 

3【プロセス】 

〇プロジェクト前半 

文献輪読や、函館の環境を考える会へのヒアリングを通して函館市の抱える環境問題に

ついて学んだ。その中から、函館市の河川におけるポイ捨ての実態に焦点を当て、これまで

の取り組みや、当日の具体的な動きについて函館市役所土木部の方々にヒアリングを行い、

毎年 5 月に行われる「亀田川をきれいにする会」主催の清掃活動への参加を決定した。 

中間発表では、先述した函館市のゴミに関する現状を中心に説明し、来期の活動への意見

をいただいた。中間発表の反省として、なぜ亀田川を選択したのかうまく伝わらなかったこ
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とが挙げられる。 

 

〇プロジェクト後半 

 事前に地域ごとにゴミの種類等の予想を立て、3 町会（大森町、梁川町、東富岡町）を比

較するために調査票を作成し、5 月に 3 町会に分かれて清掃活動を行った。その後、ゴミの

重さを測定し 3 町会ごとにデータをまとめた。また、函館の環境を考える会や函館市議会

の方に報告し、ご意見をいただいたうえで、プロジェクトメンバーで話し合った結果を市に

提案した。 

 

4【成果】 

私たちは市に子どもと大人を巻き込んだ環境教育が必要ではないかという提案をするこ

とができた。具体的には、小中高生を対象とした環境教育を行政と協力して行い、そのうえ

で清掃活動に参加してもらうという取り組みである。そして最終的には、子どもたちの親や

地域の人々との多世代交流をして対策を共有することでごみを捨てないという共通認識を

持ってもらうことを目的とした。 

 

5【総括と反省】 

 一部の地域ではあるが、ポイ捨ての現在の状況について把握し、その対策について市に提

案する段階には至ったものの、亀田川清掃の日程がプロジェクトの後半だったため提案に

とどまってしまい、実際には企画を実施することができなかった。地域とのつながりをより

重要視したプロジェクトであれば、さらに具体的な企画を市に提案することができたと考

える。 

また、清掃当日はメンバー同士の意志疎通が不十分だったばかりに、町会によってゴミの

分別方法に食い違いが生まれ、これにより、3 町会のデータを比較することができなくなっ

てしまった。 

さらに、最終発表で使用したゴミの量の推移のデータについては、「ゴミの量はその年の

清掃時間や清掃範囲に比例するため、ゴミの量のグラフだけで増減を語ることはできない

のではないか」といった意見もあり、プロジェクト全体を通して、データの考察や正確性に

ついて不十分な箇所が多くみられた。来年度以降に同様の活動を行う場合、このような点に

留意していきたい。 

 

6【地域からの評価】 

 この欄では、本プロジェクトの連携先であった「亀田川をきれいにする会」と「函館市役

所土木部環境河川整備課」の方々からのご意見・ご感想を記述することとする。 

前者の「亀田川をきれいにする会」からは、参加者の高齢化が進んでいるため若者の参加者

を増やす必要があるという意見を頂いた。また、函館市役所土木部環境河川整備課の方から
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は「（市として返答させていただくと）このような清掃活動を積極的に学生が主体となって

行い、継続して地域の課題と向き合ってもらえることはとてもありがたく感じている」とい

った内容の回答を頂いた。 

 

7【謝辞】 

本プロジェクトにご協力いただいた方々にこの場を借りて感謝申し上げます。 

・函館市役所土木部 公園河川整備課 様 

・函館の環境を考える会 様 

 

 可燃ごみ 不燃ごみ プラスチックごみ ペットボトル、缶、ビン 粗大ごみ 合計 

大森町会 19㎏ 8.5㎏ 10㎏ 1㎏ 15㎏ 53.5kg 

梁川町会 6.9㎏ 5.2㎏ 6.4㎏ 1.1㎏ 15㎏ 34.0kg 

東富岡町会 7.0㎏ 6.0㎏ - 4㎏ - 17kg 

 

（図２）亀田川清掃の参加者とゴミの量の推移 

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０

参加者 467 522 552 442 390 395

燃やせるゴミ（kg) 350 410 250 320 340 200

燃やせないゴミ(kg) 180 180 70 130 120 150
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地域活性化を考える 
 
(１)「背景・目的・概要」 
【背景】地域の過疎化、相続問題が近年社会的に問題になっているが、それに対し発展し

ている地域も存在する。その地域の活動・生産についてほかの地域との違いなどを考えて

いく。 
【目的】 
地域活性化には何が必要でどのような政策が望ましいか実際に現地へ訪問し、現在社会が

抱える問題と正面から向き合う。地域の産業がどのように地域活性化と結びついているか

を調べる。もし結びついていないのならば具体的な結びつきを考え、解決策を模索する。(今
後ほかの地域でも応用が利くような解決策であると望ましい) 
【概要】 
地域活性化を考えるにあたり、北海道の地域の昆布漁業について考える。事前に昆布につ

いての知識を自身らでつけ、その後北海道函館市南茅部町に足を運び、現在の南茅部の昆

布漁業についてのお話を聞き、事前に調べた知識と照らし合わせ差異などを確認する。昆

布漁業のアルバイトの体験もいただき、実際に昆布漁業の体験も行った。前半では、南茅

部の昆布漁業の中でも「昆布の種類・昆布の養殖」についてのお話をいただいた。特に「昆

布の養殖」については日本でも有数の昆布漁業である南茅部町の要であり、「昆布の養殖」

についての長所・短所・現在問題になっているクロマグロの漁獲量などについて詳しく説

明いただいた。後も実際に南茅部に訪問し、昆布漁業の体験をさせていただいた。体験し

たのは昆布漁業のほんの一部で、引き上げた昆布を干す作業だけであったが、昆布漁業の

過酷さを体験した。 
(２)「年間スケジュール表」 
【二年後期】 
10 月「テーマ決め」11 月「南茅部訪問」12 月「情報整理」1 月「まとめ・発表」 
【三年後期】 
4 月「後期方針決定」5 月「事前調査」6 月「南茅部訪問・体験」7 月「まとめ・発表」 
(３)「プロセスと評価」 
【プロセス】 
「地域活性化を考える」というテーマのもとどこの地域活性化を考えるのが一番身近かを

考え、自身らが住んでいる北海道の地域活性化を考えるのが一番良いという結論に至った。

その中でも北海道が漁獲量 1 位の昆布漁業について、地域との結びつきをみた。昆布漁業

によって地域の活性化は図られているのか、また地域に南茅部の昆布漁業のような中心的

な産業がない場合との違いを、直接お伺いするにあたり質問を用意し、適切な質問をさせ

ていただいた。また、作業の過酷さはその産業の継続や発展に大きく関わっているものと

し、実際に作業の体験をアルバイトという形で体験させていただきその過酷さを体験させ



ていただいた。 
【成果】 
結論から入るが、「地域活性化を考える」というテーマの中で南茅部の昆布漁業は十分に地

域の活性化の役割を担えているが、あと一押しが足りないというのが現状である。確かに

昆布漁業によってかなりの生産活動がなされているが、お話を伺ったところクロマグロの

捕りすぎや、相続問題などの暗い話も多かったのは事実であり、良い面もあれば、悪い面

もあるというのが現状である。日本で食されている昆布の多くは中国産であり、品質はと

もかくとして値段は中国産のほうが安い。これは中国で強大な昆布漁業が成り立っている

からであり、日本の昆布は現在窮地に立たされている。このままでは今後地域活性化には

つながらなくなってしまう恐れがある。 
(４)「統括と反省・今後の課題」 
【統括と反省】 
「地域活性化を考える」上でその地域特有の生産はその地域の活性化に大きく貢献する。

その一方でその生産がほかの地域の生産活動に負けてしまうとその地域の地域活性化が後

退してしまう恐れがある。南茅部の昆布漁業では様々なお話をいただき、南茅部での昆布

漁業の利点や特徴、または問題などのお話を伺うことができた。反省としては南茅部の昆

布漁業についての事前知識が足りなかったために現地での質問の内容が単純なものとなっ

てしまい、その場で話を聞いたものに対しての質問が中心になってしまったことである。

今後は事前に現地のデータを集め、質問内容をより精密に練ってからお伺いするべきであ

る。それに加え、南茅部の昆布漁業以外にも中国の昆布漁業についても事前準備があれば

具体的にどこの昆布漁業を注目しているかなどの質問もできたので、全体的に準備不足で

あった。 
【今後の課題】 
今後の課題として事前の調査は現地周辺だけではなくテーマ関連のものをグローバル的に

調べる、質問内容をより練っておくことなどがあげられる。テーマである「地域政策を考

える」について今回の改善点はこの昆布漁業に対して具体的な活性化につながる案を出せ

なかったことである。確かに昆布漁業が活発になれば地域活性化につながるかも知れない

が、その具体案を提示できないのが今回の反省点である。 
(５)「地域からの評価」 
平成 30 年７月１日(日)コンブ漁解禁日漁を終えて浜に戻っての作業体験についての感想 
長靴持参かつ作業しやすい服装で、礼儀も正しく大変良かった。 
良くも悪くも、浜の子と町の子の違いを感じた。 
漁業斉藤泉様 
(６)「メンバー一覧」 
メンバー 上田舟那 宮石知樹 白坂征弘 佐藤励 担当教員 加藤晃 
協力機関等：「南かやべ漁業協同組合」、漁業斉藤泉様 
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担当教員：古地順一郎・池ノ上真一・池田祥英 

所属学生：末永智裕・坂本莞・新国誠・阿部史佳・宇田共佑・武田春香・佐藤果菜子 

活動期間：平成 29 年 10 月～平成 30 年 7 月 

 

はじめに 

 外国とつながる函館プロジェクトでは大きく 2 つの活動を軸としている。1 つは函館市の姉妹都市ハ

リファックスとの交流促進である。また函館市西部地区における外国人観光客とのコミュニケーション

ツールの作成を行った。以下の文章においては前者をハリファックス班、後者を地域班と呼称する。 

 

 

1 背景・目的・概要 

〇地域班 

 近年、外国人観光客のニーズが変化している。つまりモノ消費から、その土地での経験を重視するコト

消費へと変化したということである。そうした背景を踏まえ、私たちのプロジェクトでは外国人と函館

市民が交流する場を設けることを目的にコミュニケーションのツール作成を行った。具体的には後期で

外国人向けパンフレットを作成し、前期でその検証を行った。 

 

〇ハリファックス班 

 函館とカナダ・ハリファックスとの姉妹都市交流の発展を目的としている。一昨年に函館ハリファッ

クス協会が行ったイベントで、参加者を対象としたアンケートで人と人の交流を求める声が多数だった。

加えて、姉妹都市交流活動の軸となる国際交流団体では高齢化が進んでいる。以上の 2 点から、主に中

学高校生といった若い世代の直接的な交流で関心を高め、次世代での交流促進を目的とした活動を行っ

た。 

2 年間スケジュール 

 〇地域班 〇ハリファックス班 

10月 パンフレット改訂作業 プロジェクトの方針決め 

11 月 パンフレットの印刷・配布 七飯町役場訪問・聞き取り調査 

12月 ホームページの作成 HIF・函館市教育委員会訪問・聞き取り調査 

函館ハリファックス協会主催パーティー参加 

オーナメントの飾り付け 

1 月 地域プロジェクト中間発表 

アンケートフォームとのリンク 

地域プロジェクト中間発表 

4 月 リーフレットの作成 中学生派遣事業中止による目標の見直し 

5 月 クルーズ船来港時に配布・調査 アンケートの作成・準備 

6 月 クルーズ船来港時に配布・調査 函館市内高校 2 校へのアンケート実施 

7 月 リーフレットの一部改訂 アンケートのデータ集計 



 

3 プロセスと成果 

〇地域班 

 活動過程においてはメンバーの佐藤が外部の協力先と連絡を行い、末永と武田でデータの処理などを

行った。最も時間を要したのはパンフレットの印刷であって、その点が悔やまれる。パンフレットの配布

は前期におよそ 400 部、後期におよそ 300 部を配布し、順調に進んだ。また現地調査においては、駅周

辺の観光客を西部地区に移動させるということは難しかったものの、まるたま小屋周辺での配布は外国

人観光客との交流を一定程度生み出しており、その意味で当初の目的を達成できていると考えている。 

〇ハリファックス班 

 2 年後期には函館市が行っていた（今年度は中止）姉妹都市への中学生派遣事業に着目し、ハリファッ

クスへの派遣提案を重点的に行った。2020 年東京オリンピックに向けたカナダ選手団合宿誘致による次

世代交流促進といった内容を中心とした提案だ。結果的に、距離や派遣期間の金銭的な負担の大きさや、

カリキュラムの関係から派遣は厳しいとのことだった。3 年前期は今年度の派遣事業中止という現状か

ら、今の中高生が姉妹都市交流にどれくらいの関心・意欲があるか調べる調査を行った。今後の活動展

開、姉妹都市の必要性を確認する機会になった。事実として成果といえる成果を出すことはできなかっ

た。 

 

4 総括と反省・今後の課題 

〇地域班 

 総括として 3 年前の目的との乖離が挙げられる。一定程度の成果は生み出したものの、それが目的と

一部ずれているということは否めない。またメンバーに関しては大変積極的に活動に取り組めた。パン

フレットは配布と検証というひとつの成果に達したという考えから、今後どういった活動を展開するか

が課題である 

 

〇ハリファックス班 

 現代における姉妹都市交流の難しさ、どう向き合っていくべき問題なのかを実感したプロジェクトで

あった。しかし、高校生を対象としたアンケートではハリファックスとの交流への関心が高いことが分

かった。今後の課題としては、どのような直接的な交流活動を行うか、そもそものプロジェクトの存続性

を考える必要性がある。 

 

5 地域からの評価 

〇地域班 

 提携先まるたま小屋の店主の方とは、私たちの作成したパンフレットがコミュニケーションを生み出

しうるものであり、その目的が一定程度達成されていると共通に考えている。そのほか、多くの配布先の

みなさまからパンフレットの完成度については良い評価をいただきながらも、言語に関しては英語への

統一が本当に良いのか、という問題提起をいただいた。 

 

〇ハリファックス班 



 大学生はもちろん、若い子たちで姉妹都市交流を盛り上げてほしいという意見を数多くいただいた。

12 月に函館ハリファックスの姉妹都市関係者や函館市工藤市長が集まったクリスマス会での発表は評価

が高かった。 
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2018年度道南地域企業就職応援プロジェクト 

成果報告書 

作成者 地域政策グループ 畠山比呂 高橋麻彩 佐藤美咲 江種尋登 桜庭宥汰 

 

 

１.背景・目的・概要 

 

<背景> 

本学で民間企業への就職を目指す 2 年生から 3 年生の学生 56 名に、函館での就職を希望

するかを聞いたところ、「は い」と答えた人は 5 人のみだった。理由は「地元であるか ら」 

「若者が少ないから」であり、 函館の企業の魅力そのものは理由ではなかった。 

 

 

<目的> 

函館の若者、学生に函館での就職を考えて視野に入れてもらう。 

 

 

<概要> 

企業のＰＲ動画を制作し 、 You Tube に動画を投稿して学生へ企業情報を発信。撮影の方

法や編集作業などメディア関係者の方から助言を頂きながら制作した。 

 

 

  

２.年間スケジュール表 

  

10月 プロジェクトメンバー編成 

企業選択 

メディア関係者の方による動画撮影勉強会 

11月 メディア関係者の方による動画編集勉強会 

動画撮影練習 

北海道中小企業家同友会函館支部訪問 

企業先連絡＆訪問 

12月 企業訪問 

・株式会社 ホーム企画様 
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・有限会社 ホテルテトラ様 

動画制作 

中間発表に向けポスター作製や最終確認等 

2018年 

1月 

動画完成 

中間発表 

反省 

2,3月 春休み 

4月 プロジェクトメンバー編成 

企業選択 

5月 企業先連絡＆訪問 

動画作成 

6月 企業訪問 

・株式会社 近藤商会様 

動画作成 

最終発表に向けポスター作製や最終確認等 

7月 動画完成 

最終発表 

  

  

 

３.プロセスと成果 

  

<プロセス> 

 先輩方が作成していたリクルートブックがあり、道南の企業を知っていただくためには本

という形であると、配布できる範囲がかなり狭まってしまうという課題を持っていた。そこ

で、多くの人に利用されている YouTubeを利用し、企業を紹介していくことでその課題を解

決しようとした。 

 初めに、リクルートに掲載されている企業から是非協力していただきたいと考える企業を

それぞれの班で選択。 

 次に、どのような動画をイメージしているかを伝える企画書を作成。その上で、企業へ取

材に協力していただけるかという交渉を実施。 

 その後、メディア関係者の方から撮影講習を受け、それを踏まえてそれぞれの班が個別に

企業へ撮影しに訪問。撮影してきた素材を使い、動画を作成・編集し、YouTubeへアップロ

ード。 

 

<成果> 

 希望職種問わず函館での就職を考えるきっかけづくりができた。 

 （函館スタディズにおける上映会の感想から） 
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４.総括と反省・今後の課題 

 

<総括> 

 当プロジェクトでは、1 年間で 5 本の動画を撮影・編集し YouTube にアップロードした。

そして取材を通して実際に企業へ訪問することで「働く」ということへの関心や実感を得る

ことができ、函館を本拠地として活動されている企業の魅力を知ることができた。 

 

 

<反省点> 

 取材先企業へのアポ取りが遅れたり、円滑に進められずに取材まで時間がかかってしまっ

た。また、アップロードした動画の再生回数があまり多くなく、我々がターゲットとする函

館の学生に対して情報を上手く提供できていなかった。 

 

 

<今後の課題> 

 これらの反省点を踏まえて、取材先の企業へのアポ取り等は余裕を持ったスケジュール作

りをすることが重要だと感じた。そしてメインターゲットとする層へ情報を伝えるためには

動画をアップロードするだけではなく、SNSや学内・学外において積極的に活動をアピール

するなど、動画を見に来てもらえるような活動も並行して行うことの必要性があると感じた。 

 

 

 

５.地域からの評価 

 ご協力いただいた企業の皆様からの評価をいただく予定だったが、都合により評価いただ

けなかったため、私たちが企業の皆様にご協力いただきながらこのプロジェクトに取り組ん

できた中で自分たちなりに分析し考えたものを評価とする。 

 

<評価> 

 プロジェクトメンバー全員が、動画を作成するという手段で、道南地域の企業を函館の学

生に知っていただくという目的があるというこのプロジェクトの趣旨を理解しているという

状況ではなく、ただ動画を作成するということが目的と考えてしまっていた部分が始めはあ

った。しかし、そういった部分を企業の皆様とお話していく中で、目的を再確認することが

でき目的に向けて動くことができた。 

 期限に追われているという感覚が強く、どうすれば企業の魅力をより伝えられる動画にで

きるのかという大切な部分が二の次になってしまっていた。 
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６.プロジェクトメンバー 

  

<担当教員> 

・畠山 大 

・後藤 嘉也 

  

<学生メンバー> 

班①            班② 

・江種 尋登        ・平尾 昂大 

・畠山 比呂        ・半田 圭輔 

・髙橋 麻彩        ・佐藤 昇平 

・佐藤 美咲        ・菅原 佳乃 

・桜庭 宥汰 

  

<お世話になった企業、講師> 

・北海道中小企業家同友会函館支部の皆様 

・株式会社 ホーム企画の皆様 

・有限会社 ホテルテトラの皆様 

・株式会社 近藤商会の皆様 

・講師としてお越しくださいましたメディア関係者の皆様 
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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（2017年度後期、2018年度前期）は、宇都宮市路面電車の新設過程を考

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。 

2017 年度後期において、宇都宮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、宇都宮市路面電車の延伸計画場所を訪問した。2018年後期には、6月に開催される

講演会を準備した。 

 

３、成果 

新幹線宇都宮駅周辺の宇都宮市中心街は、宇都宮市東部と芳賀町にある工業団地と 15㎞

ほど離れている。この区間を路面電車で結ぶため、宇都宮市電が建設されようとしている。

この予定線の終点周辺には、本田技研、キャノン等の大規模工場、テクノポリス等が林立し

ている。また、沿線には、作新学院大学、青陵高校等の文教施設、サッカーJ2の公式スタジ

アムである栃木県グリーンスタジアム、宇都宮清原球場、体育館等のスポーツ施設も数多い。

また、この沿線では小中学校のクラスの増設が相次いでいる。若年労働力人口も、この地域

に多く居住している。 

中心街から工業団地を結節している片側二車線の道路は、朝夕にはかなり渋滞していた。

また、サッカー公式戦開催日等のイベントが開催される日には、その渋滞が加速された。宇

都宮市電の建設が、このような事情で構想された。そして、その工事施行が、2018 年 3 月

に国土交通省によって認可された。その構想から数えて約半世紀を必要としていた。これま

での交通政策担当者の唯一の政策は、道路を拡幅するか、あるいは迂回路として高速道路を

新設することでしかなかった。宇都宮市、栃木県そして国土交通省はこの常識を覆す政策を

採用した。この意味を政治思想史的観点から考察した。学生の今後の政策課題への接近に資

するであろう。 

このような成果を以下の形で、地域社会に還元した。すなわち、6 月 25 日に市民公開講

座として、宇都宮市の路面電車ルネサンスに関する講演会「交通縮減の思想――路面電車ル

ネサンスとしての宇都宮市電に関する政治思想」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 4人がそれぞれ責任者となり、4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』と『北海道新聞』において報道された。報道されて初め

て、本地域プロジェクトが地域社会において認識された 

 

４．総括 

1. 宇都宮市は、今世紀になって日本において唯一、路面電車の軌道を新設した。 

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
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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世紀に体験した宇都宮市

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。 

 

５、地域からの評価 

 また、路面電車の報告会において、函館財界の重鎮と路面電車に関して造詣の深い人々か

ら函館の路面電車の延伸に関する根源的助言をうけた。また、地元の新聞社の取材をうけ、

その模様が紙面に反映した。それ自体が、地域社会からの評価である。 

 

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（地域政策 3年） 

 

6244 清水宏誠 

6250 平田幹太  

6264 明石健太郎 

6266 中澤郁充 
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田村教授が宇都宮市の路面電車ルネサンスに関する講演会を開催しました 2018

年 7 月 3 日 

 平成 30 年 6 月 25 日（月）、函館校第 1 講義室で講

演会「交通縮減の思想――路面電車ルネサンスとしての宇都宮市電に関する政治

思想」を開催しました。 当日は、学生 4 人が宇都宮市の路面電車ルネサンスの

概要について発表しました。その後、田村伊知朗教授によって、昨年度の富山市

の路面電車ルネサンス報告に基づき、「宇都宮市の路面電車ルネサンスが、富山

市のそれを凌駕していること。まさに、本邦の路面電車ルネサンスの精華という

べきであり、ドイツの路面電車ルネサンスに匹敵する構想であること。」が再検

証されました。  

 本講演会は、『函館新聞』 (1),(2)と『北海道新聞』 (３ )で紹介され、函館市の公

共政策、都市政策そして交通政策に影響力を持つ数人の市民が参加しました。ま

た、函館市の路面電車の延伸の可能性に関しても、有益な助言をいただきまし

た。 

(1)『函館新聞』2018 年 6 月 25 日、第 12 面参照。 

(2)『函館新聞』2018 年 6 月 26 日、第 14 面参照。 

(3)『北海道新聞・夕刊（函館版）』2018 年 7 月 5 日、第 11 面参照。 

（本学ホームぺージより） 

 

 

路面電車新設予定地 
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「音楽とＩＣＴを活用した地域活動と社会支援」 
 
１．背景・目的 
 人は、日常において様々な課題に囲まれて生活をしている。身近な課題や地域的な課題のみな

らず、社会的な課題から国境を超えたグローバルな課題までその範囲は幅広い。また課題の種類

も多様でそのすべての内容を正確に理解しているわけでもない。課題の存在は知りつつもその課

題についてどのような取り組みがあり、自分にはどのような行動を取ることができるのか等、課

題意識はあるもののその課題内容に対する理解不足により、結局何も取り組まないまま漠然とし

たわだかまりを抱え日々をやり過ごしていることも多い。そのような状態は、課題意識をもつ人

にとっても、その人が生活する地域や社会にとっても大きな損失といえる。 
 そこで、課題についての現状や問題点、有益な行動等についてＩＣＴを活用して視覚情報とし

て提供し、あわせて音楽を活用してより人の感性に訴えられよう働きかけることにより、課題に

ついての理解促進と課題解決のために行える社会的行動の創出・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など各種課題を検討し、プロジェクトで扱う課題を決定する。 
② 決定した課題の理解に役立つ情報素材を収集する。 
③ 情報素材を整理・分析・加工し、視覚・聴覚情報として動画の形にまとめる。 
④ 作成した動画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など各種課題を検討し、扱う課題を決定する。 
  ・決定した課題の理解に役立つ情報素材を収集する。 
② １２月～１月 

  ・情報素材を整理・分析・加工する。 
  ・情報素材を視覚・聴覚情報として動画の形にまとめる。 
 
（２）地域プロジェクトⅡ 

① ３月～６月 
  連携先の検討・決定とフィールドワークの実施。 
 ② 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）設定課題 
 「函館の運転マナーの向上」 
 
（２）設定テーマ 
  設定課題に基づき以下の５つのテーマを設定し、それぞれの理解を図る動画を製作した。 
 
①なぜ乱暴な運転をしてしまうのか 
②乱暴運転による事故の実態 
③事故被害者とその家族のその後の生活 
④無意識に行っている迷惑運転の内容  
⑤事故を起こさないための意識・行動 

 
（３）活動の実際 
 ① フィールドワークの準備 
 

 
 
 

② フィールドワークの様子 
 

 
 



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、「運転マナーに対する意識の変化」と「本プロジェ

クトの活動内容への評価」の２つに分類することができた。さらに、「運転マナーに対する意識

の変化」では「自分の運転の反省」「運転自体の再認識」「安全運転への志向の高まり」「事故被

害の認識」の４つの項目、「本プロジェクトの活動内容への評価」では「動画と音楽による啓発

効果の高さ」「日常場面で啓発機会を得られる良さ」「今後の活動への期待」の３つの項目に集

約された。 
 
（１）運転マナーに対する意識の変化 
① 自分の運転の反省 
・あおられたらあおりかえしていて、危ないとわかっていても大丈夫だと思い込んで今まで運転

していたが、本当に危ないから心の中でストップをかけるようにしたいと思いました。 
・時々ナビなどに目を落として前を見ていない場面があるため、改めようと思いました。 
・ながらスマホはたまにしてしまうので、気をつけようと思った。 
 
② 運転自体の再認識 
・運転は本当に危ないものだなと思いました。 
・少しの油断や操作ミス、気持ちが大きな事故を引き起こすのだと改めて感じた。 
・安全確認をしっかりしなければ、いつ加害者になってもおかしくない。 
・スピードの出しすぎ、急いでいるときの信号無視など、ついやってしまうことの先に何がある

のか考えたいです。 
 
③ 安全運転への志向の高まり 
・自分と相手のためにも事故を起こさないよう、安全運転を心がけようと思います。 
・安全運転に心がけ、大切な人たちを守ろうと思いました。 
・自己中心的な運転ではいけないと強く感じ、思いやりの運転が大切だと思い直すきっかけにな

りました。 
・安全確認をもう一度意識しなければならないと思いました。 
 
④ 事故被害の認識 
・被害者、加害者どちらの心理状態も知ることができ、お互いにお互いの気持ちを理解すること

が大切だと考えることができました。 
・自分の気持ちやちょっとした見落としで、誰かの日常を奪ってしまうと思うと、怖くなりまし

た。 
・加害者の方が言われた言葉や、遺族の方の言葉に胸が痛くなりました。 
 
（２）本プロジェクトの活動内容への評価 
① 動画と音楽による啓発効果の高さ 



・音楽が映像をより引き立てて、イメージを膨らますことに繋がっていて、とても考えさせられ

る時間になりました。 
・音楽も映像も言葉も全て迫力や重さがあり、とても素晴らしいと思いました。 
・普段は何気なく見る交通安全動画ですが、生演奏が伴うことで自然と目がいき、いつもと違う

感覚で見ることができた。 
 
② 日常場面で啓発機会を得られる良さ 
・思いがけない場所でこのような内容、音楽に触れあえて嬉しかったです。 
・安全に関するセミナーをしばらく受けていなかったので、良い機会でした。 
・普段あまり考えない運転マナーについて改めて考える機会となりました。 
 
③ 今後の活動への期待 
・函館市の運転マナーは他の市町村よりも酷いので、この活動は継続してほしい。 
・とても素晴らしい取り組みだと思います。 
・今後もぜひ続けてほしい。 
・歩行者や自転車のマナーについても取り上げてほしい。 
 
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意識啓発。 
 
７．今後の課題 
 今回実施したプロジェクトにより、ＩＣＴを活用した視覚情報とあわせて人の感性に働きかけ

る音楽を活用することは課題についての理解促進と課題解決のために行える社会的行動の創出に

効果があることが実証された。今後は、本プロジェクトで構築したフォーマットを用いてより効

果のあるテーマは何かを検討し実行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：濱谷真夕、遠藤美紗、小水内佳紘、小林紗季、佐々木幹太、奈良龍馬、小林靖華、 

阿部拓海 
 
 

以上 
 
 



実際の訪問の様子⇒ 

子どものことを考えた地域づくり 

～函館地区里親会との連携～ 

担当教員：中村直樹 学生：角屋大貴 白鳥耀一 千田竜成 藤本瑠人  

川崎雪菜 天童佳菜 村上晴菜 村上陽菜 

 

１．背景・概要 

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

び支援の充実を図る。 

 

２．年間スケジュール表 

日付 内容 

平成 29年 10月~12月 ・里親制度について調べる 

平成 30年 2月 ・青森市児童相談所への訪問 

5月 

 

・里親会との話し合い 

・講演会への準備開始 

6月 ・講演会の準備 

・講演会の宣伝活動 

・里親会との最終打ち合わせ 

6月 30日 ・講演会の実施 

7月 ・最終発表準備（ポスター・パワポ準備） 

7月 21日 ・地域プロジェクト最終発表本番 

 

３．プロセスと成果 

○青森市児童相談所への訪問 

・青森市を選んだ背景としては、他都道府県の自治体における里親の現状と函館市を比較す

るためである。その際に近年青函の連携が強まっていることから青森市を選択した。 

・訪問の中では青森市の里親の現状を知ることができた。主な内容としては、青森県民の地

域性として内向的なものがあり、里親同士の交流が少ないことが課題であること。その一方

で地道な里親宣伝活動によって、里親委託が全国平均を上回るほど進んでいることが明ら

かとなった。青函共に、地域の一般市民に対して里親を認知してもらう機会が少ないという

課題が浮き彫りとなった。そこから里親への 

認知度向上の機会を我々でつくることを決意。 

それが「里親応援プロジェクト」である。 

       

 

  



○里親応援プロジェクトに向けての宣伝活動 

・SNS(Twitter)アカウントの作成、 

・全道里親会HPへの掲載 

・北海道新聞・函館新聞への掲載 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitterアカウント 全道里親会HP 

函館新聞 北海道新聞 



○里親応援プロジェクト 

日時：2018年 6月 30日（土）13:00~15:30 

場所：アクティブラーニング室 参加人数：44名 

構成：3部構成とした。第 1部では、ビデオを使った里親制度そもそもの説明。第 2部で

は、函館地区里親会の 4名の里親さんたちがスピーカーとなり、シンポジウムを行った。

第 3部では 4つの班にわかれ、「地域で里親を考える」というテーマのもとワークショッ

プを行った。 

シンポジウム・ワークショップの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．統括と反省・今後の課題 

・函館地区里親会の皆様のご協力もあり、我々自身の里親に対する知識が深まっただけで

なく、里親応援プロジェクトでは 44名という予想を上回る人にご来場いただき、里親の

認知度向上に微力ながらも貢献することができた。 

・反省点としては、プロジェクト全体としての作業効率が悪く、情報発信が疎かになった

点が挙げられる。 

 

５．地域からの評価（講演会当日アンケートより抜粋） 

・子供が家庭で育つことの大切さを感じた。里親・里子も親子であり、地域で見守り、助

け合っていくことが必要だと学んだ。 

・現場の生きた体験を聞けて、大変勉強になった。 

・自分の中でモヤモヤしていた問題がスッキリした。 

・若い方々が情熱を持って関わっていることが嬉しい。 

・今後も継続した里親支援をお願いしたい。等 

 

６．おわりに 

本プロジェクトを進めるにあたり、函館地区里親会の皆様には多大なるご支援、ご協力を

頂きました。この場をお借りして、深くお礼申し上げます。 



函館蔦屋書店におけるソーシャル・ビジネスの可能性 

① 背景・目的・概要

 函館蔦屋書店は、函館市石川町に立地している。中心市街地からは少し外

れた所にあるにも関わらず、毎日多くの利用客で賑わっている。地元の人や

多くの外国人観光客が利用しているだけでなく、毎日多くのイベントも開催

されており、ただの“書店”とは違った存在になっているように感じられる。 

 本地域プロジェクトでは、２年後期にはそんな蔦屋書店の経営理念や方針

を学び、市民や学生の参画によってより社会的な空間に出来ないか検討した。

そして蔦屋書店を拠点としてソーシャル・ビジネスを展開出来るような空間

づくりを目的とした。今回は２班に分かれて活動を行った。３年前期には、

２年後期の活動を踏まえ、蔦屋書店を拠点として市民参加型のソーシャル・

ビジネスを展開し、新たなコミュニティを創出することを目的とした。 

 １班ではこれまでは函館蔦屋書店をあまり利用していなかった・出来なか

った人々にも利用してもらうため、蔦屋書店までの行き方など、情報提供や

その仕組みを作ることを狙いとした。概要としては、蔦屋書店までのルート

マップ・西部地区で活動している市民団体の紹介・蔦屋書店で行われている

イベントの紹介等、蔦屋書店の紹介を含めたパンフレットの作製である。２

班では、ソーシャル・ビジネスの利益は「集客」であるとし、集まった人同

士で繋がりを生むこと、蔦屋書店を幅広い世代に利用してもらうことを目的

とした。 

② 年間スケジュール表

1班 2班
夏休み

１０月

１１月

１２月

１月

２月・３月

４月 班内で相談 企画準備
５月 山本代表との打ち合わせ 企画準備・協力申請
６月 作成開始 企画準備

作成途中 企画実行、振り返り

文献調査

アンケート作成、質問内容推敲

アンケート調査、代表へのインタビュー調査

中間発表

各班で進行

７月
最終発表

函館蔦屋書店の理念及びソーシャル・ビジネスの意識共有



③ プロセスと成果

２年後期に函館蔦屋書店で行った 210名の方へのアンケート調査から、

「イベント広報を増やして欲しい」「アクセスを改善して欲しい」といった

声が多く挙がった。また、アンケートの結果を踏まえて、蔦屋書店で求め

られている文化活動（例：歴史・伝統、祭・郷土、国際交流）が分かった

ので、それらをイベントのジャンルとして視野に入れて実践していこうと

考えた。 

３年前期には、２年後期に行ったアンケート調査やイベントジャンル分

けの結果から、「学び」に関するイベントが少ないことと、イベントが月に

およそ 100回行われているが、プレミア・エイジ向けのイベントが少ない

ことが分かった。また、普段の生活の中で大学の先生の話を聞く機会が少

ないこと、協力に前向きな先生がいることから、「プレミア・エイジ向け大

学教授出張講演会」を実施し、参加者にアンケート調査を行った。およそ

30人が足を止めて聞いてくれた、プレミア・エイジが多く集まったという

成果が得られた。 

④ 総括と反省、今後の課題

総括

ソーシャル・ビジネスの定義を、私たちに出来る規模に置き換え、イベン

ト等を実施することが出来たことが良かったと思う。

反省 

１班においては、パンフレットの作製に行き詰まってしまい、活動期間内 

に完成まで持って行けなかったことは大きな反省点である。２班において 

は、イベントの企画の際に、蔦屋書店側とのもっと入念な打ち合わせと事 

前準備が必要であった。 

課題 

  １班では、“学生”という立場からどこまで関われるかを明確にすること、 

パンフレット完成後は、蔦屋書店及び、蔦屋書店で作成している「peeps」 

の設置箇所に置かせていただくことが課題である。 

２班では、イベントを実施することが出来たが、今後は自分たちが主体と 

なったイベントを行っていかなければならないと考えた。今回のようなイ

ベントが継続されていく必要がある。また、函館蔦屋書店を“場所”とし

てより活発に利用してもらえるように企画及び実行していくことが求めら



れると考える。そして、より活動に具体性を持たせること、自分たちが学

校で学んでいることをイベントを通して発信していくことも課題である。 

⑤ 地域からの評価

７月４日(水)15：30～＠蔦屋書店２階ステージ

「ハコダテ青空教室」～正義とは～ 講師：伊藤泰先生 

このイベントの参加者より 

・貴重な話を聴くことができた。

・法の話をわかりやすく話してくれたおかげで面白かった。

・書籍を買いに来て通りかかったらイベントを行っていたので立ち寄っ

た。 

・大学の先生のお話を聞ける機会はないので、良い企画だと思った。

⑥ メンバー一覧

水越 恵 松岡 潤 

佐藤 和喜 田村 夏鈴 

山口 航也 山口 紗歩 

佐々木 健人    黒畑 柚乃月 

担当教員 

根本 直樹  伊藤 泰 



地域プロジェクト成果報告書 
〜DV 被害⼥性とその⼦どもへの⽀援活動および性暴⼒被害の予防教育・啓発活動〜 

担当教員 藤井廣美 

6221 荒関るみ 6227 ⼤⽵優⾐ 6248 ⽉舘空 6251 川⼝太⼀           

6263 ⾏壽真輝 6283 有⾕梢枝 6285 ⽥中美穂 6286 川端萌 

 

1. ⽬的 

  函館・道南地域において性暴⼒被害に遭った⽅の救援を⾏うチーム「函館・道南 SART(サート)」が今

年度四⽉より始動した。 

 藤井廣美地域プロジェクトは他機関の協⼒のもと、児童・⽣徒に向けた、性暴⼒の予防教育・啓発教育

を、独⾃で作成したリーフレットを活⽤し、教育実践を重ねてきた。また、DV 被害家庭の⼦どもへの⽀援

も同時に⾏っている。 

2. 年間スケジュール 

3. 活動内容成果 

（１）リーフレット作成 

◆⼩学⽣グループ(対象:⼩学四年⽣) 背景をカラフルにしたり、イラストを多⽤したりすることで⼦供達

を飽きさせないデザインとなっている。 

 

 

 

◆中⾼⽣グループ（対象：⾼校 1 年⽣と看護学⽣） 

 ⾼校 1 年⽣向けはネットの話題、看護学⽣向けには同意の 話題を重点的に取り上げ、それぞれに⾝近

な話題になるように⼼がけた。 

 

 



〈左・真ん中 : ⾼校 1 年⽣⽤リーフレット〉〈左・右 ： 看護学⽣⽤リーフレット〉 

 

（２） 教育実践 

◆⼩学⽣グループ 

〈活動実践〉 

 

〈活動報告・反省〉 

 予防教育終了後のアンケートを実施した。その結果、すべての項⽬で約 9 割の児童が〈とても分かりや

すかった〉もしくは〈分かりやすかった〉と回答した。⼩学４年⽣対象と⾔うことで、⾔葉の⾔い回しやス

ライドの⾒やすさをいかに⼯夫すればよいか、再検討をくり返した。発表の出来は良かったが、⼦どもた

ちの⾔葉に対するリアクションに困ってしまった場⾯があり、反省点である。 

◆中⾼⽣グループ 

〈活動実績〉 

 

〈活動報告・反省〉 

 どちらの学校も、全体的に⾼評価だった。反省点として、聞き取りやすさがやや低評価であり、⾃由記

述欄においても指摘を受けたため、今後練習を重ねて改善する必要がある。また、男性の被害の実例を知

りたいという意⾒から、男性の事例も PowerPoint に付け⾜し、性別関係なく被害が起こると⾔う実感を

持ってもらうことが⼤切だ。 

４．総括 

 私たちは、47 都道府県の性暴⼒⽀援と DV ⽀援の現状についてまず調べた。そこで各都道府県で情報

に差があることや、予防教育があまりなされていないことに気付いた。 

 その中で、学習⽀援や遊び⽀援、予防教育のためのリーフレット作成や教育実践など、様々な活動を⾏

ってきた。今期は特にリーフレット作成と教育実践に⼒を⼊れてきた。 

 リーフレット作成は外部の⽅々とも何度も調整し、完成度を⾼めることができた。また教育実践は学年

に合わせて、リーフレットやスライドの内容を変更したりすることが難しい点だったが、両グループとも

「分かりやすかった」や「理解できた」など、おおむね良い結果が得られたのではないかと感じる。 

今後の反省としては、教育実践を⾏う場所を増やすことや、年齢の幅を広げてより年齢が低い⼦ども達

にも実践していきたい。それに応じて、学年に適したリーフレット作成を⾏っていきたい。今後もより多

くの⼦ども達に性暴⼒を知ってもらうために、勢⼒的に活動していきたい。 

 

・7 月 4 日 函館市立八幡小学校 ・7 月 11 日 北海道教育大学附属函館小学校 ・7 月 18 日 函館市立中島小学校 

 

 

7 月 18 日 函館市立中島小学校 

・6 月 20 日 函館厚生院看護専門学校 ・6 月 21 日 函館市立函館病院高等看護学院 

 



５．地域からの評価 
◆北海道警察函館⽅⾯本部⽣活安全課 指導官 警視 井川⼀彦様 
この１年間、学⽣さん達の研究状況やその時々の成果を⾒させていただきました。 
 「性暴⼒」という重たいけれど⼤切なことを⼦どもたちに教えるための研究でしたが、藤井先⽣の適切
なご指導と学⽣さん達の研究が徐々に形になっていく様にいつも感⼼しきりでした。 資料は対象に応じた
⼤変わかりやすいものができました。そして実践教育では、毎回、⼦どもたちなど聴衆を引き込んでいま
したね。実践教育を受けた⼈達の今後の⼈⽣に良い影響を及ぼすと確信できる内容でした。 
 １年間お疲れ様でした。これからは研究成果の実践者として過ごされることを期待しています。 
◆北海道警察函館⽅⾯本部⽣活安全課 ⼤澤洋⼀様 

性暴⼒、性的⾮⾏防⽌の内容として、対象年齢(学年)別に、とてもよく出来ていると思います。実際に学

校で使⽤するパワーポイントのデータも拝⾒しましたが、内容や講話に使⽤する際のボリューム的にも最

良のものが出来たなぁと感じています。 

  今後は、実際に多くの学校で実証し、現在のものをベースとして、改良を重ねていき、学校での⼤学⽣に

よる講話等をずっと続けて⾏ければいいなと思っております。特に今後、中⾼⽣はインターネット等に関

係する性被害防⽌が重要と思います。 

◆函館市⼦ども未来部⼦育て⽀援課様 

本地域プロジェクトは，平成２９年３⽉に発⾜したばかりの函館性暴⼒被害防⽌対策協議会の活動を応

援いただくような⽴ち位置で，地域として⼿薄になっている⼩学⽣と⾼校⽣向けの性暴⼒被害の予防教育

について，取り組んでいただきました。 

函館市では，中学⽣向けのＤＶ予防教育に⼒を⼊れておりますが，本プロジェクトでは，１年間という

限られた時間のなかで，ＤＶ教育に携わるスタッフが思わず唸ってしまうような視点や内容を盛り込んだ

教材を作成され，さらに⼩学校と専⾨学校での教育実践まで実施をされたところであり，プロジェクトの

皆さんの⾏動⼒・実⾏⼒に驚かされるとともに，本プロジェクトに協議会として，市として，ほんの少し

ですが携わらせていただいたことに感謝する次第です。 

本プロジェクトの皆さんには，今回の経験をこれからの⼈⽣に少しでも⽣かしていただければと思いま

すし，今後ともＤＶや性暴⼒の被害防⽌にお⼒添えをいただければ幸いです。 

◆北海道渡島総合振興局保健環境部環境⽣活課 主幹 松本伸様 

⼤学⽣である皆さんが、⽐較的年代の近い層へ向けた資料を作成し、⾃分たちで彼らに語りかけるのは

とても素晴らしいことと思います。 

 聞く側としても親程の年齢の者から聞いて「説教臭く」感じるよりも素直に⽿に⼊って来ると思います。 

 他⽅、⾼校⽣に関しては、外部講師による思春期学習等で避妊や⼝腔性交による性感染症問題なども扱

っており、そうした学習内容に⽐して少し物⾜りなく感じるかも知れません。 

 そこの橋渡し的に「⾃分の⾼校時代はアダルトビデオを信じていたけど実は違っていてショックだった」

など年代が近いからこそリアルに感じ取れる失敗談なども⼊れるとより⼀層相⼿の気持ちに響くと思いま

す。 

 



地域プロジェクト（Ⅰ・Ⅱ）成果報告書	

函館での第三国定住受け入れ促進プロジェクト		

外国人住民への情報発信プロジェクト	

	

	

1． 背景・目的・概要	

背景：今年（平成 30 年）の春に、第三国定住制度を利用して難民が来日する可能性があった。しか

し、難民のプロジェクトが始まったあとで、来日の可能性がなくなったため、函館に住んでいる外国人

住民及び今後函館に移住してくる外国人を対象に生活情報の情報発信へと変更して実施した。	

	

目的：函館での生活に役立つ情報を動画にして紹介することで、函館に住んでいる外国人及び移住して

くる外国人の生活を支援する。	

	

概要：前期	

① ゴミ分別動画の作成、(1)絵コンテの作成→動画作成）→(2)函館日本語教育研究会（JTS）がおこ

なう日本語サロン参加に視聴してもらい評価を受ける。→(3)評価を踏まえたうえで、再度動画作

成（市電の乗り方紹介動画）	

後期	

② ストップモーションを使った動画の作成に挑戦した。（緊急時の対応動画）	

(1)絵コンテの作成→(2)小道具作成等の撮影準備→(3)動画撮影→編集	

③ 函館市の公共施設の紹介動画	

(1) 各施設へのアポ取り（函館市役所、青年センターなど）→(2)動画撮影→（3）編集	

	

2． 年間スケジュール	

	



3.	プロセスと成果	

• 前期プロセス	

①	 	第三国定住についての学習	

本地域プロジェクトの趣旨である第三国定住制度について学習し、理解を深めるとともに、難民の方々

に発信する必要性がある情報を整理した。	

②	絵コンテ作成	

整理した情報を動画に収め、その作業を円滑に進めるために絵コンテを作成した。	

③	ゴミ分別動画撮影・編集	

作成した絵コンテに従い、動画を撮影した。試験的であったために自分たちのペースで進行できる「函館

のゴミ分別方法」をテーマとして選定した。撮影後に動画編集、ナレーション録音・挿入に加えて、外国

人を対象としていたため、英語字幕を貼付した。なお。英語翻訳は本地域プロジェクトが行った。	

④	JTS（函館日本語教育研究会）でのアンケート調査	

	 完成した動画に対して、外国人の方々から実際に評価を頂きたいと考え、JTS に協力してもらい、アン

ケート調査を実施した。またこの際、外国人の方々に需要のあるテーマのアンケートも集計した。	

⑤	市電紹介動画の撮影・編集	

	 ④のアンケート結果から、２本目の動画は交通機関の利用方法をテーマに市電の乗り方を撮影した。

撮影・編集手順は③ゴミ分別動画と同様である。	

⑥成果発表会準備	

	 前期の活動を振り返り、ステージ発表用の PowerPoint、ポスター発表用のポスター準備を行った。	

	

●後期プロセス	

①	地域プロジェクトテーマ対象を難民から外国人へ変更	

	

②	 	緊急時の対応動画の撮影・編集	

	 前期に JTS の方々から集計したアンケートに緊急時（地震、火事、津波、事故、盗難）の対応の要望

があったため、テーマを選定した。また、人間があまり映らない方が良いとの要望もあったため（火事

等を実際に起こすことができないという理由もあるが）、建物などを折り紙で作成し、写真で撮影し、

少しずつ動かすというストップモーションという方法で動画を撮影した。ナレーションや字幕はこれま

で通りの方法で作成した。	

	

③	 	商業施設への撮影許可依頼	

	

④	 	 函館市にあるいくつかの商業施設を紹介する動画を撮影しようと話を進めていたが、大きな企業

になればなるほど撮影許可依頼の手続きに時間がかかることを予想していなかった。その結果、期

間内での撮影・編集が困難となり、商業施設の撮影を断念せざるを得なかった。	

	

⑤	 	公共施設紹介動画	

	 商業施設の撮影を断念したため、急遽、公共施設に撮影依頼をおこなった。急な依頼にもかかわら



ず、函館市役所、函館公園、中央図書館、青年センターから許可をいただいた。ただし、他の施設利用

者が写らないようにする必要があることと、Youtube などでの公開はできないこととなった。	

	 撮影・編集手順は③ゴミ分別動画と同様である。	

	

⑥	 	成果発表会に向けての準備	

動画の編集とポスターの作成をおこなった。	

⑦	公共施設紹介動画の編集作業と並行して、成果発表会準備を行った。ステージ発表用の

PowerPoint、その原稿、ポスター発表用のポスター作成を分担し作業した。	

	

●成果	

	 ・前期２本、後期２本計４本の動画を外国人の方々に向けて作成した。	

	 ・JTS の方々にアンケートを取ったことにより外国人のニーズに合った動画を作成できた。	

	 ・１年間通して動画編集を行ったことにより、効率的に編集することができた。	

	 ・留学生に英語翻訳の添削を協力してもらい、翻訳の正確性を高めた。	

	

（撮影絵コンテ）	 	 																																																		（ゴミの分別動画）	

	

	

（市電の乗り方動画）	 																														（函館市役所	外国人相談窓口紹介動画）	

	



4.	地域からの評価・今後の課題	

	 前回のプロジェクトにおいて外国人の方々へのアンケート結果を踏まえて動画撮影を行うことが

できた。またストップモーションという新たな編集にも挑戦するなど前回よりも編集技術の向上が

みられた。しかし、それ以前に対象とする施設の設定と撮影依頼手続きの見通しの甘さがあり、本

当に必要とされる情報発信ができたか反省が残る。また、現地に撮影に赴く時間や動画の編集など

で一部のメンバーに負担が荷重になるなど作業のマネージメントに問題があった。	

	 情報発信については、作成した動画を公開するための工夫、英語以外の言語への対応をどうする

か、発信した情報の評価をどう得ていくのかなどの課題が見えてきた。	

	

5	 地域からの評価	

	 前半の動画作成後は、JTS の方々（実際に日本で生活している外国人）動画をみてもらい、アン

ケート方式で評価してもらった。その結果動画のコンセプトに関してはプラスの評価を得ることが

できた。しかし英語訳や文化の違いからそもそもシナリオや行為自体に理解しにくい部分があるな

どの声が上がった。ここでは後期の活動に生かすことのできるような生の声を聴くことができた。	

	 最終的な評価方法として、Youtube などの動画投稿サイトを通してなるべくたくさんの人に見て

もらい評価してもらうことを予定していたが、公開ができなかったため具体的な評価は得ていな

い。	

	

	

6．メンバー一覧	

石黒順也・太田瑠実子・狩野正倫・佐藤さち・佐藤遥・高橋杏奈・藤森那弥	

担当教員：森谷康文	


	
	田村教授が宇都宮市の路面電車ルネサンスに関する講演会を開催しました2018年7月3日




