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Project 

⑪ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

函館スイーツプロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 佐藤 優帆/清水 彩乃/清野 あい/体阿弥 広也/高野 未咲 

中野 美優/中村 愛/中谷 華月/吉原 慎吾/若林 里奈 

[担当教員] 淺木 洋祐 

 

【背景】 

函館にはスイーツの原料となる資源が豊富にあり、函館発祥の菓子屋も多く点在する。一方で、函館スイー

ツのブランド名は全国的に知名度が低い。この現状を打破するために、市役所や函館スイーツの各企業と連

携して、函館スイーツを全国化することを目指した。菓子屋の経営者やシェフに函館スイーツの現状について

ヒアリングをすると、商品を消費者にうまく PR できていないのが課題のひとつに挙げられた。 

 

【目的】 

全国的に函館スイーツの知名度を向上させることを目的とする。 

そのために、観光客をターゲットにパンフレットを制作し、お土産として購入しやすい函館スイーツを紹介した。

函館スイーツの魅力が、お土産から全国に広まることを目標とする。 

 

【概要】 

函館スイーツの魅力を多くの人に知ってもらうために 1,700 部のパンフレットを作成し、学生目線でスイーツ

を紹介した。完成したパンフレットは函館駅、五稜郭タワー、店舗などに設置した。 

【プロセスと成果】 

前半は市役所や企業に行き、函館スイーツの現状などについてどのように考えているか聞いた。 

PR 方法がないなどの声があったため、パンフレットを作成することになった。 

後半はパンフレットを作成するにあたって、掲載したいと考えるスイーツの掲載許可を得るために各企業へ

伺った。その際、スイーツを作る上でのこだわりや掲載して欲しい言葉などを聞き、それを基にパンフレットを

完成させた。                                                 
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【総括と反省・今後の課題】 

前半は、文献購読でお菓子に関する知識を得ることができ、企業訪問で企業側が感じている函館スイーツ

の課題を知ることができた。また、企画書を作成することを経験できた。 

後半は、主にパンフレット作成をした。中には、写真を自分たちで撮る、手書きのイラストを入れる、学生目

線のお菓子の感想を入れるなど、学生らしいパンフレットにする工夫も見られた。 

 

前半の活動と比較して、函館スイーツの各企業とさらに連携して、函館スイーツの全国化につながる具体的

な取り組みができた。一方で、企業との連携がスムーズであったとは言えなかった。 

活動を通して、目的である「函館市役所や函館スイーツの各企業と連携して、函館スイーツを全国化する」

ことができているように感じた。パンフレットを作成し、函館市役所・函館スイーツの各企業店舗・函館駅・五稜

郭タワーに設置することによってプロジェクトをさらに効果的なものにすることができた。 

今後の課題として、今回のパンフレットがどのくらいの人に手に取ってもらえたのか、そしてこのパンフレット

によって函館スイーツが全国に広まったのか調べる必要があると考える。 

 

 

【地域からの評価】 

函館スイーツのブランド化の推進にあたって学生

に何ができるかを考える過程で、企画書を作成しご

協力いただく方々に提出したが、そのことに関して

「良かった点は、企画書をしっかり作り込んだ点だと

思います。パンフレットを作る目的、それに至った経

緯、そしてなぜパンフレットなのかをデータを用いて

論理的に説明できた点は素晴らしいです」との意見

があった。 

また、パンフレットの作成を通して、ご協力いただ

いた方からは「立派なパンフレットが 2,000 部近くもで

きて、観光地におけるなんて素晴らしい成果だと思い

ます。感動しました」との意見があった。 

さらに、「外部の方と関わるというのは、学校だけ

で話し合うだけではわからない良い経験が出来たと

思います」という意見もあったことなどから、地域プロ

ジェクトの特徴として挙げられている「地域で求めら

れる生きた学びを実現する点」、「学生主体のチーム

ワークを原動力とする点」の 2 つを踏まえて活動を

し、地域の方々からこのような評価をいただくことが

できたと感じている。 
 
 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 

 

前

半 

10 月下旬 函館市役所訪問・調査 

11 月 文献調査 

12 月上旬 企業訪問・調査 

12 月下旬 企画書作成 

2 月上旬 中間発表会 

後

半 

4 月下旬 函館市役所訪問・印刷会社訪問

5 月中旬 企業訪問・パンフレット作成開始

7 月上旬 パンフレット完成（1,760 部）

7 月中旬 成果発表会
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Project 

⑫ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

新たな函館の過ごし方創造プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 足立 環/齊藤 瑛大/佐藤 七星 

[担当教員] 池ノ上 真一 

 

【背景】 

函館(函館市・函館市民)は、JR 五稜郭駅前の広大な土地を活用できていない、函館市民は周辺地域に 

足を運ぶことが少ないというのが現状である。また函館周辺地域は、魅力が多くあるのに対して、その魅力は 

足を運んでみないとわからないものが多いという問題がある。 

 

【目的】 

道南地域の再ブランディングによる広域圏での過ごし方を生み出すことにより、函館周辺地域の価値を再

発見し函館の空き地と繋ぐことで、新たな函館の過ごし方を創造する。 

 

【概要】 

JR 函館五稜郭駅前の空き地を利用して、道南周辺地域の魅力を発信するイベントを企画する。各道南地

域の特色を生かした内容を企画し、その地域に足を運びたいと多くの人に思ってもらうことが狙いである。 

このイベントは単発的なものではなく、企画に修正を加えて継続的なものにしていきたい。 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

2018 年後期は鹿部町についての基礎知識を増やした後、11 月に実際に鹿部町を訪問し、鹿部町の現状や

抱えている課題などについて学んだ。鹿部町を実際に訪問したことで、実際に足を運ばなければわからない

魅力や課題を実感することができた。それと同時に、鹿部町の魅力をもっと多くの方に実感してもらいたいとい

う意欲が湧いた。前期の後半には、鹿部町の魅力を発信するためにはどうすればいいのかというところを考

え、担当教員の池ノ上先生も含め、イベントの企画を行った。 

2019 年前期は 2018 年後期に企画したイベント案を鹿部町役場食と観光推進室の方に提案し、鹿部町側の

意見も交えながら企画の修正を行った。メールや電話でのやりとりに加え、学生自身が鹿部町役場に足を運

び、直接のやり取りを通して企画をより実現可能なものにしようと修正を重ねた。2019 年 7 月 30 日には、

STARBUCKS 函館五稜郭店のオープニングイベントに参列し、函館五稜郭駅前の空き地の土地活用について

学生提案を行った。 

 

 
 
 
 
 
 
 

2019 年 7 月 13 日 

地域プロジェクト最終発表会 

2019 年 7 月 30 日 

STARBUCKS 函館五稜郭店 

オープニングイベントでの発表の様子 
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【総括と反省・今後の課題】 

2018 年後期には鹿部町についての調べ学習を各自で行い、発表を通して共有するといった取り組みをし

た。また、11 月に実際に鹿部町を訪問したことで、調べ学習をしただけでは感じることのできない鹿部町の魅

力や抱えている問題を身をもって感じることができた。この経験が、道南周辺地域の魅力を発信したいという

意欲になり、このイベントを企画することにも繋がった。 

2019 年前期は、主に企画の修正・提案を行った。主に学生 3 人が企画の発案からすべてを行ったが、3 人

共に企画の経験が無かったためかなり手古摺ってしまい、企画・修正にかなりの時間が割かれてしまったこと

が反省の 1 つである。 

2019 年前期は 2018 年後期の活動と比較して、学生それぞれがより責任感を持って積極的に活動すること

ができた。また、役割分担をより明確にし、効率の良い活動をすることができた。中間発表や最終発表の際の

パワーポイントやポスター制作、また外部との連絡係を分けたことにより１つのタスクをより効率的に、一貫性

を持って進めることができた。 

全体の活動を通して、企画の立案から修正・実行・反省を 2018 年後期から 2019 年前期までの約 1 年間で

終わらせるにはかなり濃密な活動が必要であるように感じた。学生の立案には詰めの甘い部分が多々あり、

それを修正していくにはかなりの時間を要することがわかった。 

今後の課題として、実際にこの企画を実行していくにあたり、外部(鹿部町役場・STARBUCKS 函館五稜郭

店・函館五稜郭駅前空き地地主橋谷さん等)と密に連絡を取っていくことが必要になる。また、さらに内容をブ

ラッシュアップし、より効果を得られるような内容へと企画内容の修正をしていくことが必要とされる。 

 
 
 
 
 
 
【地域からの評価】 

2 月 3 日に行われた、地域プロジェクト中間発表

会、7 月 13 日に行われた地域プロジェクト最終発表

会では、ポスターセッションに来ていただいた方から

「実際にこの企画を実行することができたらその先も

色々なことができそう」といった意見や「この道南 Café

プロジェクトがもし学生の手を離れたとしても継続して

いける仕組みにすることができれば将来性が見える」

といった意見を頂いた。また一方で、「このプロジェク

トの効果検証はどうするのか」といった意見や、「結果

が目に見えない」といったやや批判的な意見も頂い

た。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 
後

期 

11 月 14 日 第 1 回鹿部町訪問 

12 月 鹿部町の現状・課題分析 

 1 月 イベントの企画 

 2 月 3 日 地域プロジェクト中間発表 

前

期 

 3 月～6 月 企画の修正・提案 

 6 月 13 日 第 2 回鹿部町訪問 

→企画の提案 

 7 月 8 日 第 3 回鹿部町訪問 

→修正案の提案・修正 

 7 月 13 日 地域プロジェクト最終発表 

 7 月 30 日 STARBUCKS 函館五稜郭駅前店

オープニングイベントにて該当 

企画の提案発表 
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Project 

⑬ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

子供を対象にした法教育プロジェクト 

【メンバー】 [学  生]      村中 絢/田中 勇輝/冨山 悠登/菅原 慶之/八重樫 尚宏/山本 晴香 

                        佐々木 秀/福澤 透真/鎌田 菜々子/佐藤 雅治/阿相 利可子 

[担当教員]     伊藤 泰/金 鉉善 

 

【背景】 

都市化や核家族化の影響によって保護者などは忙しく決まりについて教えられないことから、子どもたちが

自分で判断し、考える機会を設ける。 

 

【目的】 

活動を通して、やってよいこと、悪いことを判断する力、価値判断を養う。 

 

【概要】 

前期については、実際に法を子どもたちに教える前に自分たちが法について知らなければいけないというこ

とで、法についての勉強会を行い、知識を深めた後『としょかんライオン』という絵本を使い人形劇を行った。 

後期は、前期の経験を活かし、自分たちで物語作成を行った。2 つの物語を作り、使用貸借・交換契約をテ

ーマに作成をした。また、3 年生だけではなく、2 年生とも協力をしながら 2 つの物語を 2 回ずつ函館蔦屋書店

で発表をした。 

 

【プロセスと成果】 

前半では、『としょかんライオン』という絵本を題材にし、人形劇を用いてきまりについて教えた。だが、その

前に自分たちが法について理解をしなければ教えることができないため、まずは法についてレクチャーを受け

た。そこから、絵本の内容を理解し、その中で問いかけをつくり、図書館内でのきまりなどを伝えることを行っ

た。前期は 1 回だけの発表ではあったが、想定よりも多くの子どもが集まってくれた。また、問いかけに応答し

てくれる子もいたため、発表がスムーズにできた。 

後半では、物語を自分たちで作成をし、発表を行った。「使用貸借」「交換契約」の 2 つのテーマで物語を作

成した。実際に民法を基に子どもたちが実際に起こるかもしれない出来事をわかりやすく短めの物語にするこ

とを心掛け、2 つのグループで分けて人形劇の練習を行った。また今期は 2 年生と合同で行ったことによって

人数の利を生かせた。また 2 年生にも 3 年生が行っている事を直接伝えることによって 2 年生が次に繋げら

れるように活動を行った。発表は、3 日に分け、2 つの物語を 2 回行うことができた。また、1 回目と 2 回目の配

役も変えることによって 2 年生も後期に向けて活動できるように工夫を行った。 

 
 

【6 月 29 日発表後の集合写真】 

 

【練習風景】 
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【総括と反省・今後の課題】 

前半は、法について理解を深めながら、物語の内容も把握することでより物語の中でどこを子どもたちに伝

えたいのかを考えることができた。また、初めてながらも道具作りをはじめ、劇の練習なども子どもたちがより

分かりやすいようにふりを大きくしたりすることや、ゆっくりセリフを読むなどの試行錯誤をし、無事に発表まで

できた。しかし、良かった点よりも反省点は多く、函館蔦屋書店は、場所が広く、声が届かないことや幅広い子

どもたちがいたことは想定外であった。その為問いかけに応答する子どもたちが少なかったことと、声が通ら

なく、聞こえないことや、子どもたちの出入りが多くほかの子供たちの集中力を欠いてしまったことであった。 

 そこで後期は、劇の時間を短く、シンプルに伝えようとした。また、問いかけの質問を深く掘り下げて聞くので

はなく、良いのか悪いのかを 2 択で簡単に答えられるようにした。また、前半に行った発表では、時間が午後

であり子どもの数が少なかったため、時間を早め午前中にした結果子どもの数が増え、成果はあった。また、

子どもたちの自主性を高めていくため、発表した子どもには、メダルをプレゼントした。その結果、自主的に手

を挙げてくれる子どもが増えた。反省点としては、1 日に 2 回の発表を短時間で行ったため、2 つ目の発表の

時に子どもの人数が少なく、さらに集中力がなくなってしまっていた子どもたちも多くみられた。また、メダルも

それが欲しく手を挙げてしまっている子供たちもいたことから、どちらの点も改善点が必要であった。そして、

全期を通じて対象年齢の低さが問題として出てきた。 

前半の活動と比較して、子どもが楽しめるような物語の制作や工夫はできた。一方で、しっかりと物語を通じ

てきまりを伝えられたとは言えなかった。 

活動を通して、目的である自分が判断し、考える機会を設けることができているように感じた。新たな物語を

制作することによってプロジェクトをさらに効果的なものにすることができた。 

今後の課題として、対象年齢を引き上げることを考える。今は保育所・幼稚園生又はそれよりも低い年齢で

あったが、対象年齢を小学校低学年に引き上げ、よりきまりについて考えられるようにすべきだと考える。ま

た、理解が深まっているかを聞くためのアンケートを取り、次に繋げられるようにすべきであると考える。 

 

【地域からの評価】 

新聞社・函館蔦屋書店様の宣伝の協力のお陰で、

多くの子どもたちや親御さんに来てもらえた。 

自分たちが物語を作成したものに関して、新聞社

の方に取り上げてもらったが、私たちが伝えたかった

こととは違った解釈をしてしまっていたため、物語の

改善が必要であると感じた。 

 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 
後

期 

10 月   としょかんライオンの内容理解 

11 月   劇に使う小道具つくり 

12 月   台本作り 

1 月   本番と反省  

今後に向けて話し合い 

2 月   中間発表会 

前

期 

3-4 月   オリジナルのお話づくり 

5 月   配役決め・小道具つくり 

6 月   練習・本番（2 日、8 日、29 日） 

7 月   総括・函館蔦屋親子の夏祭り 2019

での発表 

8 月   成果報告会 
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Project 

⑭ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

地場産業と地域活性化 

【メンバー】     [学  生]     鈴木 菜央/柴田 友也/木下 敏志史/板山 眞仁/島名 俊輔 

高橋 海斗/泉澤 宏至 

[担当教員]     加藤 晃 

【背景】 

函館市は、「観光の街」としての商業、そして「港町」としての水産業が基幹産業となっている。そして、上記

二つの産業が安定している今の産業構造に加え“新たな”産業が加われば、より函館市全体の振興が見込め

ると考えられる。地場産業が振興することによって、函館市の地域復興に大きく作用する。そこで私たちは、地

場産業と地域活性化に目を向け函館市の地場産業について調べることにした。 

 

【目的】 

函館の地場産業の振興と地域活性化の状況を調べ明らかにする。  

 

【概要】 

函館の産業、そして現在の地場産業について学習したのち、函館で産業支援を行っている方からお話を聞

き、文献調査と聞き取り調査の内容を合わせた実態と展望について考え、そこから私たち学生にできることや

函館の地域が抱える課題について考える。 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

【プロセス】 

前半の学習では「函館の地場産業の歴史と状況」という内容で、函館市で新しく事業を始める方々の支援を

行っている『函館市産業支援センター』にお話を伺った。そこで、函館市のこれまでの産業の歩みや、函館市

が「テクノポリス」の指定をうけた後、どのように地域企業の技術高度化や企業立地を推し進めてきたのか、に

ついて学ばせていただいた。そこで後半では、前半の学習で多く挙がっていた技術という面に重きを置き、函

館市の活性化について学習した。函館市役所経済部工業振興課に訪問し、お話をお伺いした。実際に IT が

現場に関連するような近い関係にあるということを知った。 

 

【成果】 

函館は「魅力度ランキング」で何度も上位を獲得しており、観光の街として栄えてきた。しかし観光産業だけ

に偏り、若者の雇用の場は考慮されず、人口減少も著しい。そんな中、函館は「IT 産業」「水産海洋産業」に近

年力を入れている。函館の魅力を生かし、地場の産業に「ブランド力」を背景に、今後の函館の産業は高次へ

と発展していくと考えられる。また、1984 年（昭和 54 年）に函館地域が「テクノポリス」の指定を受けて以降、新

しく事業を始めたい人々への支援も厚く、より函館の産業の発展に歩みを進めている。今現在の函館の産業

構造の問題点や人口減少等の地域の課題はすぐに解決できるものではないが、その状態を受け入れ若者た

ちの雇用、産業発展の支援をしていくことが函館市の活性化への第一歩である。また、IT 専門の部署を今年

の春に設けたという話を聞き、IT が人間と共にフィールドに出るのが当たり前のようになるかもしれないと感じ

た。また、函館市の発展というのも、これからの時代は技術発展に対応していかなければならないということを

学んだことが、後半の成果である。  
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【総括と反省・今後の課題】 

【総括】 

プロジェクト全体を通し、事前学習や、意見の共有の重要性を学んだ。その先に今回のプロジェクトのテー

マであった発展や地場産業などの学習があると感じた。前半の反省点や課題を後半の活動で改善できたこと

に大きな意義を感じる。訪問や打ち合わせなどでも学生が全員揃う事は少なかったが、その中でも共有して

取り組めたことが重要であると感じた。 

 

【反省】 

産業支援センターの方へお話を聞きに行く前の事前学習の勉強不足な点があった。また、各メンバーが文

献調査で調べた内容の情報共有をもっと細やかに行い、理解を深めていく必要性があると思った。函館市役

所への訪問はこの反省を活かし、とても実りのある訪問になったと感じた。事前に学習をしていくことの重要性

を改めて感じたとともに、そこから発展するお話を聞くことができて学ぶことが多かったと感じた。 

 

【今後の課題】  

今後は、 関係者の方に話を聞く前に自分達での十分な学習、調べた内容の意見交流を盛んに行っていく

ことが課題である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

・ポスターが 4 つのくくりになっていて見やすかった。 

・IT の現場活用に目をつけていてよかった。 

・IT の話は時間をかけるべき。 

などの貴重なご意見をいただいた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 

 
後

期 

10 月 第 1 回「テーマ決め」 

11 月 第 2 回「施設訪問」 

12 月 第 3 回「文献調査」 

 1 月 第 4 回「中間報告」 

前

期  

 4 月 第 1 回「情報の吟味」 

 5 月 第 2 回「文献調査」 

 6 月 第 3 回「施設訪問」 

 7 月 第 4 回「成果報告」 
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Project 

⑮ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

レインボーはこだてプロジェクト（RHP） 

【メンバー】 [学  生] 和泉 奈々可/田中 美怜/徳永 美波/室 春花 

[担当教員] 古地 順一郎 

 

【背景・目的】 

「LGBT」を知ることで誰もが自分らしく暮らし、自己実現できるような函館・道南の地域づくり。 

 

 

 
【プロセスと成果】 

最初は、LGBT に関する本や映画鑑賞を行ったり、講習会やイベントなどに参加したりして知識の習得や課

題を発見した。その課題の中で特に「LGBT について知るきっかけを作りたい」、「性的少数者が身近にいるこ

とを知ってほしい」、「ジェンダーに対する概念を広げたい」ということを目的に函館蔦屋書店の 7か所のスペー

スでイベントを開催することを決定した。 
 
・函館蔦屋書店でのイベント 

6 月 15・16 日に函館蔦屋書店にて LGBT 啓発イベント 

「虹をはいて歩こう」を開催した。このイベントでは北海道教育大学 

函館校×公立はこだて未来大学でデザインした「レインボー靴下」 

（寄附の返礼品）をメインに様々なイベントを行った。    

                                          

                            
 
 
 
 

ステージ：True Colors Sta 

読書の谷：レインボートークセッション 

キッズパーク：にじいろ絵本、読んで、聞かせて 

DEN：インフォメーション 

キッチン：レインボーキッチン（レインボー白玉豆乳シェイク、 

ゲイの人と焼きピロシキを作って食べる会） 

文化教室：くるくるレインボー 

クラフトまるテーブル：虹色グッズを作ろう 

 

 

 

 

         イベントチラシ 

 
 
 

レインボー靴下 
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【総括と反省・今後の課題】 

 函館蔦屋書店でのイベントでは延べ 300 人以上の予想を超える多くの方に来ていただき、少しでも LGBT を

知るきっかけになったのではないかと思う。なお、今回のイベントでは倶進会から助成金（50 万）を援助してい

ただいた。また、イベントの企画や当日の運営など、地域の方々に手伝っていただいたり、公立はこだて未来

大学プロジェクト学習と協働したりなど、多くの方の協力があり成功した。このつながりを大切にし、これからの

活動につなげていきたい。 

【地域からの評価】 

・イベント当日のアンケートにて

また、今後どのようなイベントがあると 

よいかというアンケートでは 

・当事者との交流

・食に関するイベント

という意見などがあげられた。 

【その他】 

年間スケジュール 

※原則として週 1 回「まるたま小屋」で打ち合わせ

77%
5%
18%

今後もイベントに

参加したいか（7４人）

思う 思わない どちらでも

89%

7%

4%

イベントの感想（72人）

良い まあ良い 普通
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Project 

⑯ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

サードプレイスにおける社会貢献活動促進支援 

【メンバー】 [学   生]  上村 啓凱/北村 奈々/窪田 理央/幸野谷 直輝・小山 遼太/佐竹 風太 

藤本 美来/箕浦 夕希菜/和賀 菜緒 

[担当教員]  齋藤 征人 

【背景】 

サードプレイスとは、家庭(第 1 の場)でも職場(第 2 の場)でもない第 3 の居心地の良い場所を意味する。サ

ードプレイスでサービスを利用するだけでなく、自分たちから主体的に活動をすることで誰かに頼られたり感謝

されたりし、サードプレイスがとびきり居心地の良い場所になると考えた。 

【目的】 

私たちの地域プロジェクトでは「サードプレイスにおける社会貢献活動促進支援」を検討している。そこで、

函館市のサードプレイスとして利用されている 「ふらっと Daimon」で利用者の方に主体的に活動をしてもらう

機会、新たなプロジェクトを学生から提案することを目的とした。 

【概要】 

市民への聞き取り調査をもとに、函館市内に暮らす戦争経験者に戦時中の悲劇を知ってもらうことを通じ

て、函館の負の歴史が消失することを防ぐとともに、戦争を知らない世代との世代間交流を「ふらっと Daimon」

で試みることとした。 

【プロセスと成果】 

●1 次調査 

（1）対象： ふらっと Daimon 利用者  10 名 

同        スタッフ  1 名 

（2）回答 

1）利用者： 要望や改善点は少なく、 満足度が高い。 

 

2）スタッフ： 若年層の利用者を増やしたい。 

●2 次調査 

（1）対象： 函館市役所保健福祉部地域福祉課  3 名 

同      地域包括ケア推進課  1 名 

（2）回答： 苦情もなく利用者の満足度が高い。 

60、70 代の利用者が多い。 

若年層の利用者を増やしたい。 

●調査結果 

1 次調査･2 次調査を通して、利用者の方に主体的な活動機会をつくる可能性を検討したが、既存のサービ

スの満足度が高く、新たな機会をつくる手がかりを得ることが難しかった。ただ、ヒアリング対象の意向として、 

若年層の利用者を増やすこと、世代間交流などについては共通していた。 

 
●新たなプロジェクトの検討経過 

ふらっと Daimon へのヒアリングの際、観光ガイドのボランティア活動を提案された。また市役所では、戦争

の歴史(負の歴史)の伝承と介護従事者の人材確保の活動を提案された。 

上記の検討過程を経て、戦争の歴史の伝承をすることで地域課題の解決、社会貢献の促進、世代間交流

の 3 つが達成され、このプロジェクトが道南地域全体に貢献出来ると考えた。 

 
 観光ガイド 負の歴史 介護人材 

地域課題の解決 △ ○ ○ 
社会貢献の促進 ○ ○ × 
世代間交流 ○ ○ △ 

 

調査準備の様子 
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つなぐ～78 年前の記憶～ 
1）試行日時・場所・対象等 

（1）日時： 2019 年 6 月 20 日（木）・21（金） 

           両日とも 10：30～11：45 

（2）場所： ふらっと Daimon 

（高齢者大学大門校） 

（3）対象： 高齢者大学大門校受講者 

（両日計約 250 名） 

2）試行内容 

両日それぞれ 2 名の戦争経験者の話を当時

の写真などとともに聞き、インタビュー学生の感

想や学びを受講者と共有した。また、本プロジェ

クトの今後についての質問等も受けた。 

 

【総括と反省・今後の課題】 

7名の戦争体験談をじっくり伺えたことが私たちの

いい経験になった。その 7 名の方に協力を頂き、私

たち以外にも約 250名の方々に対して体験談を話し

てもらう機会を設定できた。 

今回は高齢者向けのプロジェクトであったが、今

後はより若い世代を対象とした機会を検討したい。

さらに、戦災体験を聞いてもらうだけではなく、少人

数のワークショップも考えられる。 

全体としてはサードプレイスである「ふらっと

Daimon」を使って、利用者に主体的に活動してもら

う機会を設定できたことで、社会貢献活動促進支援

の一助になったと言える。 

 

 

ふらっと daimon での試行 

成果発表会（ポスター発表）の様子 

【地域からの評価】 

（1）関係者による評価 

 ●ふらっと Daimon：少人数のワークショップを開い

てほしい。学生が勉強した内容を話しても良か

った。他のテーマでも学生主体で開催したい。 

 ●函館市教育委員会生涯学習文化課：高齢者大

学の参加者の方に話を聞けると良かった。 

 ●函館保健福祉部管理課：本人の戦災体験と学

生が感じたことを偏りがなく発表できていて、バ

ランスのいい内容だった。次回は高齢者だけで

なく、幅広い年齢に向けてはどうか。 

（2）参加者に対するアンケート結果 

 ●今回の講義は、興味や関心が持てる内容でし

たか？ 

49 12 11 2 4 
そう思う              やや思う          あまりそう思わない    

                         ふつう           そう思わない 

(3)感想 

学生の話をもっと聞きたかった。戦災体験者の話

がためになった。心に染みた、父の話を思い出し

た。地域の大学生との交流を進めてほしい。etc… 

【その他】 

年間スケジュール 

2018年度

10月 

 

魅力的なサードプレイス調査・報告 

11～12月 市民への聞き取り調査及び分析 

1月 提案する事業の決定・中間報告準備 

2～3月 戦争経験者へのインタビュー 

2019年度 

4月 

 

インタビュー内容の分析 

5月 ふらっと Daimon（高齢者大学）での試行準備 

6月 ふらっと Daimon（高齢者大学）での試行 

7月 成果報告準備 

成果報告会 

 

 

 



北海道教育大学函館校     

Project 

⑰ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

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 

【メンバー】 [学  生]   柏 祐輔/櫻庭 敬之/佐藤 諒弥/白澤 亮介/常田 健太郎 

[担当教員]  田村 伊知朗 

 

【背景】 

札幌市発展に向けて路面電車の延伸が計画されている。そこで、2018 年後期には函館の路面電車につい

て実際に利用するなどして延伸案などを考察し、2019 年前期には実際に札幌市を訪問し、延伸などの様々な

可能性について研究・考察しようと考えた。 

 

【目的】 

函館の路面電車の延伸について実際に利用しながら考察及び延伸案を提案、それをもとに札幌市の路面

電車延伸の動きに着目・研究しながら札幌市の路面電車における様々な可能性を考察・提案する。 

 

【概要】 

現在札幌市は、駅方面、桑園地域、創世川以東の 3つの地域に路面電車を延伸することを目標に、基礎調

査等を行っている。この札幌市の路面電車における延伸の可能性について考えるため、前半は函館で延伸を

検討した場合の可能性を自分たちなりに考え、主に空港・美原への延伸案を提案した。後半は実際に延伸が

検討されている札幌市の各地区を訪れその可能性について考えた。また、今後の札幌市の発展を担う手段と

して路面電車の無料化に着目し、実際の世界で取り入れられている結果から札幌市で取り入れる事の可能

性を検討した。 

【プロセスと成果】 

私たちの地域プロジェクトでは主に、2018 年後期に函館市の路面電車、2019 年前期に札幌市の路面電車

それぞれの延伸のことを中心に研究し、取扱ってきた。メンバーの半分以上は市外の出身であり、路面電車を

身近に感じることはなかったため、函館市の路面電車に乗ることからスタートした。乗車するだけでなく沿線を

散策し、路面電車の良さや課題などを議論することで、研究の足がかりになった。 

その後、路面電車延伸に関する論文の研究を重ねていき、函館市の路面電車の延伸計画を考察し、中間

発表会で成果を発表した。主に空港、美原への延伸案を提案したが、市民の方や教授の方々からたくさんの

指摘をいただき、自分たちの未熟さを痛感するとともに 3 年前期の活動へのモチベーションにつながった。 

 

中間発表が終わり、本格的に札幌市の路面電車延伸の研究にとりかかった。3 月に実際に札幌市を訪問

し、延伸候補地を散策した。それぞれの延伸するメリットや課題について、函館の際の経験や反省を活かしつ

つ議論していった。 

その後は札幌市の路面電車のループ化の実績や、メンバーで話し合い研究対象にすることにした公共交通

の無料化について研究し、最終成果発表を迎えた。中間発表の際に最も薄かったメンバー同士の連携、考え

の共有という点を意識し、無事発表は成功した。 

 

まちづくりや地域の諸課題を解決する際に路面電車、交通はどのように貢献していくのか、この 1 年を通し

て学習できた。 

 
 
 

函館市電 湯の川電停 札幌市電低床車両「ポラリス」 
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【総括と反省・今後の課題】 

2018 年後期は、路面電車についての知識を学ぶところから始め、実際身近にある函館市の路面電車に乗

ってみるなどして、その現状や課題を各自が体感することで後期の札幌市の路面電車の研究の前段階となる

ような充実した活動をすることができた。 

一方で、中間発表で「函館市の路面電車延伸の可能性」について発表した際、実際にポスターセッションで

地域の方々とお話をした時に、データや情報の調べ不足が私たちの共通の課題に挙がり、万全の準備とはい

かなかったことを全体で共有した。 

 

2019 年前期では、前半で学んだことを基に実際に札幌を訪れ、延伸候補地になっている 3 地区をプロジェ

クトメンバーで分担して、その地区の特徴や道路の状況、周りの関連施設などとのつながりなど、プロジェクト

前半にはあまり十分にできなかったところを補うことができた。 

最終発表・ポスターセッションも前期の反省を生かし、準備段階から含め、より充実した活動・研究をするこ

とができた。 

 

今後の課題としては、地域プロジェクトで得た経験や知識を個人研究に活かしていくことだと考える。 

【地域からの評価】 

考察・研究した結果をそれぞれの役所などに報告

等する機会はないのかと指摘された。それについて

は、我々の今後の課題である。 

 

地域プロジェクトタイトルの「～の可能性と不可能

性に関する」という部分の「不可能性」をわざわざ書く

必要があるのか、という点を指摘された。しかし、それ

は不可能であるという前提での考え方もあるというこ

とを示すためであった。 

 

現実的に考えて路面電車の延伸は難しいと思う

が、できる限り可能性の高い候補を示すことができて

いるという評価が多かった。 

 

路面電車延伸の可能性というテーマを通して、地

域の方々に路面電車の現状の問題点を今一度見直

してもらい、我々の考えに共感してもらえた。 

 

札幌市路面電車延伸は検討しているが、やはり現

実的に考えると様々な問題があり難しいのではない

かという意見もあった。 

【その他】 年間スケジュール 

 

後 

期 

10 月 4 日 第 1 回「スケジュール確認」 

10 月 11 日 第 2 回「函館市電乗車にむけて」 

10 月 18 日 第 3 回「函館市電乗車」 

10 月 25 日 第 4 回「感想・意見交流」 

11 月 8 日 第 5 回「函館市電延伸検討①」 

11 月 15 日 第 6 回「函館市電延伸検討②」 

11 月 22 日～ 

12 月 13 日 

第 7 回～第 10 回「札幌市及び札

幌路面電車に関する文献調査」 

12 月 20 日 第 11回「中間発表用ポスター・ス

ライド等作成」 

1 月 10 日 第 12 回「中間発表の最終確認」 

1 月 17 日～  

１月 24 日 

第 13 回～第 14 回「札幌市訪問

に向けた企画立案」 

3 月 15 日 第 15 回「札幌市訪問」 

前 

期 

4 月 11 日～  

4 月 18 日 

第 1 回～第 2 回「スケジュール確

認、札幌市訪問に関する報告」 

4 月 25 日 第 3 回「課題整理」 

5 月 9 日 第 4 回「公共交通利用促進にむ

けて」 

5 月 16 日～  

5 月 30 日 

第 5 回～第 7 回「公共交通無料

化の事例調査」 

6 月 6 日～   

6 月 13 日 

第 8 回～第 9 回「札幌市におけ

る公共交通無料化検討」 

6 月 20 日～  

6 月 27 日 

第 10 回～第 11 回「最終発表用

ポスター・スライド等作成」 

7 月 11 日 第 12 回「最終発表の最終確認」 
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Project 

⑱ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

音楽とＩＣＴを活用した地域活動と社会支援 

【メンバー】 [学  生] 大川 季穂/薄井 奈美/阿部 航生/伊東 紗恵/佐々木 紗也 

[担当教員] 外崎 紅馬 

 

【背景】 

身近な生活課題や地域課題について、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人が多い。 

 

【目的】 

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る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。 

 

【概要】 

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。 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

（１）設定課題 

 「身近な生活から考える環境保護」 

 

（２）設定テーマ 

  設定課題に基づき以下の 6 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 環境問題・環境破壊の実際 

② 生活行動が引き起こす環境問題（電気） 

③ 生活行動が引き起こす環境問題（生活排水） 

④ 生活行動が引き起こす環境問題（ごみ） 

⑤ 大手外食産業（スターバックス）の取り組み 

⑥ 身近な環境保護活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



北海道教育大学函館校     
 

【総括と反省・今後の課題】 

 

● 活動結果 

地域からの評価を集計・分析したところ、「環境問題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、「環境問題に対する意識の変化」では「環境問題の再認識」

「日常生活の反省」の 2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」の 2 項目に集約された。 

 

 

● 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。 

 

 

● 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。今後も、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していき

たい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域からの評価】 

① 環境問題の再認識 

・不法投棄などによる環境問題は、巡り巡って自分た

ちの生活に影響を及ぼすことがよく理解できた。 

・普段のちょっとした行動が大きな環境破壊につなが

っていることをあらためて知った。 

 

② 日常生活の反省 

・ごみの分別や節電など、これから意識して取り組も

うと思った。 

・何気ない生活行動の先に守るべき環境があるという

ことをしっかり考えていきたい。 

 

③ 動画と音楽による啓発効果の高さ 

・映像に楽器の生演奏による音楽が加わることで、啓

発したい内容がしっかりと伝わってきた。 

・視覚と聴覚に訴えながらのメッセージの伝え方はと

ても効果的だと思う。 

 

④ 日常場面で啓発機会を得られる良さ 

・普段の生活の中でこのような機会が得られるのは

すごく貴重。 

・昨年に続き、今年のテーマも良かった。コーヒーを

飲みながらライブ感覚で社会問題について考えられ

るこの取り組みはとても素晴らしいので、ずっと続け

てほしい。 

 

  

 

  

 

【その他】

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 4 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。
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Project 

⑲ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

子どものことを考えた地域づくり 

【メンバー】 [学  生] 藤原 直樹/駒込 雄作/佐藤 恭紀/蝦名 陸斗/伊藤 陽南子 

[担当教員] 中村 直樹 

 

【背景】 

社会的養護の現状として、家庭ではなく施設等で育つ子どもが多いことを知った。加えて、里親に関する情

報がとても少ないことから、私たちで情報を発信することで、これを改善しようと考えた。 

 

【目的】 

里親制度について学び、情報発信を行うことで、里親里子に対する認識の向上及び支援の充実を図る。 

 

【概要】 

本プロジェクトは、社会的養護について調べ、その中でも「里親・里子」をテーマとして一年間活動した。そし

て、里親に関した情報が少ないという現状を受け、函館地区里親会の皆さんと提携し、ホームページを作成し

た。 

 

 

 

【プロセスと成果】 

前期は、里親について、個人で情報収集し、それを共有しあうところから始まった。また、実際に函館地区の

里親さんと交流し、里親の現状や悩み、やりがいなどを詳しく聞くことができた。また、今後のテーマと課題を設

定し、後半に向けて再び情報収集に努めた。 

 これをもとに、後半では、「すべての子どもたちに家庭を届けよう」というテーマに基づいて、前半で見つかった

4 つの課題①認知度が低い ②情報源が少ない ③里親数の不足 ④地域の協力の少なさ を解決するべく、

ホームページ（https://hakodatesatooya.wixsite.com/website）を作成し、だれでも簡単にアクセスできる環境を

作った。内容は、里親制度について、機中八策、里親本人の声などである。本人の声に関しては、里親さんに

実際にアンケートを取って作成した。また、Twitter でも HP の詳細を拡散し、一人でも多くの方に里親について

知ってもらえるような環境づくりをした。 

 7 月 6 日に七飯町で行われた函館地区里親会主催の「里親サロン」に参加させていただき、里親さんたちが

現在抱えている悩みや不安、制度に関する分かりにくい部分についての話し合いをしているところを見せてい

ただいた。それによって、里親さんたちですら制度に関する不明瞭な点があるということ、現在里親をしている

方々も最初に里親登録をする際にわからないことが多く大変だったことなどが分かり、自分たちのプロジェクト

がそういった人たちの助けになれればと思った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【意見交流会の様子】 【里親サロンの様子】 
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【総括と反省・今後の課題】 

前半は、函館地区里親会さんの協力もあって、里親制度について理解と現状把握をすることができ、それ

によって今回のプロジェクトの目指すべき方向性とホームページ作成という具体的な内容を決めることができ

た。 

後半は、ホームページ作成のための情報収集と里親会さんとの交流を中心にした。中には、函館地区里親

会主催の「里親サロン」に参加する様子も見られた。 

前半の活動と比較して、里親さんたちの意見をより取り入れることができた。一方で、自分たちで考えて動く

ことができているとは言えなかった。 

活動を通して、目的である制度に関する簡単な説明と里親の PRをすることができているように感じた。SNS

によってプロジェクトをさらに効果的なものにすることができた。 

今後の課題として、ホームページをより見やすいデザインに変更・維持をすること、地域プロジェクトなの

で、もっと函館に密着した内容の記事を作成し掲載することが必要だと考える。 

 
 
 
 

【地域からの評価】 

地域プロジェクト成果発表会のポスター発表の

際、来場者の方々に本プロジェクトの活動に関す

る意見・感想をいただいた。 

 

【来場者から】 

・ホームページが良くできていて、里親制度につい 

ての知識を増やすきっかけになると思った。 

 

・Twitter を利用した宣伝の手法が身近で良かっ 

た。 

 

・里親世代に宣伝するためには、新聞等の他の媒 

体も活用すると良いと思った。 

 

・地域プロジェクトなのでホームページが続いてい 

かないのが残念。 

 

 

【里親会から】 

・実親と一緒に暮らせない子どもたちが身近な所に 

大勢いることを知った時、そこからどう関わって 

いきたいかを自問自答して、次のステップへと躍 

進できる人材の育成に期待しています。 

 

・孤立が問題視されている今、里親・里子を取り上 

げてくださり、地域の重要性を HP で「発信」を試 

みた行動力を本当に素晴らしいと思いました。 

 

・函館の里親会の事に触れていて学生さん達の感 

じた事も伝わってきたけど、それに比べるとホー 

ムページの方は全国的な支援組織の事とか、広 

い意味での里親についての事だった様な気が 

した。 

 

 

【その他】 

年間スケジュール 
前

半 

10 月 9 日 第 1 回「顔合わせ」 

10 月 19 日 第 2 回「情報収集①」 

10 月 30 日 第 3 回「情報収集②」 

11 月 16 日 第 4 回「情報収集③」 

11 月 30 日 第 5 回「意見交流会」 

12 月 7 日 第 6 回「課題の設定」 

12 月 14 日 第 7 回「今後の活動内容の設定」 

12 月 21 日 第 8 回「中間発表の準備①」 

1 月 18 日 第 9 回「中間発表の準備②」 

1 月 25 日 第 10 回「中間発表の準備③」 

2 月 3 日 地域プロジェクト中間発表 

後

半 

4 月 18 日 第 1 回「前期の課題の見直し」 

4 月 23 日 第 2 回「ホームページの原稿作り」 

5 月 7 日 第 3 回「意見交流会②・アンケート配布」 

5 月 14 日 第 4 回「ホームページの原稿作り②」 

5 月 21 日 第 5 回「ホームページ作成①」 

5 月 28 日 第 6 回「ホームページ作成②」 

6 月 4 日 第 7 回「ホームページ作成③」 

6 月 11 日 第 8 回「ホームページ作成④」 

6 月 18 日 第 9 回「ホームページ作成⑤」 

6 月 25 日 第 10 回「発表準備①」 

7 月 2 日 第 11 回「発表準備②」 

7 月 6 日 「里親サロンへの参加」 

7 月 9 日 第 12 回「発表準備③」 

7 月 13 日 地域プロジェクト成果発表 

 

【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、ご協力をいただきました。こ

の場をお借りして深くお礼申し上げます。 
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Project 

⑳ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

道南地域くらし応援プロジェクト 

【メンバー】 [学  生] 髙橋 雅矢/西村 美咲/船越 美咲/村田 千果/山本 瑞姫 

ホゲット 睿実 

[担当教員] 畠山 大 

 

【背景】 

2018 年度後期の活動当初に、近年において様々な媒体が普及している中で「海外では電子書籍が普及し

ているが、日本ではあまり好まれない」という点に興味を持ち、電子書籍と紙書籍で雑誌を発行しようというこ

とになった。その後、半期の活動の、具体的なテーマ性をもった雑誌のほうが読者に伝わりやすいという反省

から、よりターゲットやテーマ性を明確にした雑誌制作を行うこととなった。 

 

【目的】 

〇 我々が興味を持ったことを、学生目線で自由に調べ、伝える。 

〇 人々のくらしの選択の幅を広げ、豊かな生活を送る後押しをする。 

〇 地域が抱える課題を、MIMIZ を通して知るのと同時に、こんな生き方もあるのか、まねしたい、行ってみ

たいという LIFE＆WORK を見つける雑誌。 

 

【概要】 

Ⅰ．MIMIZ の由来 

 ミミズという生物の下記の特徴を理想とする活動を行うため 
 ① 地面を這う＝現場密着 

 ② 地中に潜る＝物事を根本的に掘り下げて調べる 

 ③ 良い土を作る＝地域の土台となる人材になる  

 ④ 薬になる＝自身が地域にとって有為な人材となる 

 ⑤ 後退しない＝いつも前向き！ 

 

 Ⅱ．活動内容 

  ミニコミ誌を発行し、学生や若者の意識や感覚と地域の「大人」のそれとの橋渡しをすることで、地域に

おける学生や若者とミドル・シニアとの交流・協働を活性化し、ひいては、若者の地域における就業・企業・

定住を促進することに貢献する。 

 

 Ⅲ．第 2 号テーマ「函館つまんない。」 

 学生メンバーの中で、函館に対して「楽しい」と感じる者と「つまんない」と感じる者がおり、そのギャップ

を調査し、伝えたいと考えたので、このテーマを設定した。 

 また、4 年間過ごす函館の街を知るため、普段は何気ない風景の一部であるお店や、気になる人物を

学生目線で取材し、4 年という生活を充実させたいと考えたからである。 

 

【プロセスと成果】 

2018 年度は、電子書籍と紙書籍の比較というところを重視して作成したため、相手に伝えるものとしての雑

誌でなかった。それを踏まえて、2019 年度では読者に何を伝えるかというところに注目した。 

その結果、メールなどで問い合わせの連絡をいただいた。 

第 2 号からは、アクセス数を計測できる機能を追加し、公開後 1 か月でアクセス数 600 を突破した。 

また、第 1 号で北海道新聞、第 2 号で函館新聞に掲載された。 
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【総括と反省・今後の課題】 

前半は、作成をしながらも紙書籍と電子書籍の特性について考えることができた。 

後半は、前半で考えたそれぞれの特性を生かして、“伝える”ということをメインに活動した。 

前半の活動と比較して、より具体的なテーマをもった伝え方ができた。一方で、広報活動が十分とは言えな

かった。広報活動の強化によって、プロジェクトをさらに効果的なものにすることができると考える。 

さらに、今後の課題として、電子媒体という特性を活かす仕組みをより多く活用すると考える。電子媒体は、

載せた URLをクリックすることで、すぐにそのページにとぶことができる。そういった特性を十分に生かした取り

組み・発信により、電子書籍に対しても親しみを持ってもらえるような活動へと発展していくのではないだろう

か。 

また、書籍に対するコメントなどの反応が見える仕組みも整備したい。これにより、私たちの雑誌がどのよう

に伝わったのか、どういう情報が求められているのかという点をもとにした活動ができると考える。 

さらに、現在、編集後記を作成しており、そこでは、3 年生メンバーが今後 MIMIZ を作っていく 2 年生に対し

て「広報の強化」や「のびのびと何でも挑戦してみてほしい」という思いを伝えている。 

 

【地域からの評価】 

「もっと喫茶店の記事が読みたい」という意見があ

った。 

函館市地域交流まちづくりセンターでのイベントに

招かれ、活動報告をさせてもらい、その後、G スクエ

アや北海道教育大学函館校内の図書館、青年セン

ターで無料配布を行った。すると、メール等での問い

合わせ連絡があった。 

 

【その他】 

年間スケジュール 

2018 年度 10 月 打ち合わせ 

11 月 テーマ決め 

12 月 
取材 

デザイン 
1 月 

2 月 

4 月 1 日 発行 

2019 年度 4 月 テーマ決め 

5 月 取材 

デザイン 6 月 

7 月 20 日 発行 

 
 

【第 1 号表紙】 【第 2 号表紙】 

【MIMIZ 第 1 号(紙媒体)】 【地域のシンポジウムで活動紹介】 
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Project 

㉑ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期） 

障害のある人の地域生活支援プロジェクト 

―NPO 法人自立の風かんばすとの連携― 

【メンバー】 [学 生] 金澤 美玲/金子 きなり/木根 聖太/藤田 菜々花 

[担当教員] 廣畑 圭介 

2005 年から函館市内を中心に、障害者への理解についての普及啓発活動、障害者の地域生活（自立生

活）の支援活動を行っている「NPO 法人自立の風かんばす」の活動に参画して、活動の実態や社会福祉にお

ける地域課題を理解し、函館市の障害者福祉を推進するプロジェクトである。 

NPO 法人自立の風かんばすは、「障害者であっても地域社会で自分らしく生きることは、特別なことではな

い」ということを一人でも多くの人に理解してもらえるように活動を行っており、障害があっても地域社会で自分

らしく生きることができるように自立生活を支援している。さらに、障害者一人ひとりの持ち味を発揮できる機

会を提供する等の活動を行い、誰もが地域社会で自分らしく生きていくことが当たり前にできる豊かな社会を

目指している団体である。   
本地域プロジェクトの目的は以下の 4 点である。 

① 「NPO 法人自立の風かんばす」の活動に関わり、実践を通して目的や活動内容を理解する。

② 函館市における社会福祉の現状と課題を理解する。

③ 障害のある人との交流を通して、障害のある人への理解を深める。

④ 函館市の障害者福祉の推進への貢献を図る。

【プロセスと成果】 

1．プロセス 

年間スケジュール表のとおり、以下の期間でそれぞれの活動に参加した。 

①2018 年 11 月 22 日に北海道ユニバーサル上映映画祭 in 函館（他団体との連携活動）へ参加

②2018 年 12 月から 2019 年 1 月の期間で障害者の生業づくり事業（看板づくり）に参加

③2019 年 2 月から 4 月の期間で障害者の自立生活支援事業（活動介助、外出、料理等）に参加

④2019 年 2 月から 4 月の期間で他者理解事業（お花見かんばす及び轍＜わだち＞）に参加

⑤2019 年 5 月から 7 月の期間で障害者の自立生活啓発事業（小石づくり）に参加

2．成果 

（1）かんばすの活動理解

障害があるということでできないことが多いと思っていたが、実際にはたくさん人が集まって助け合うことで、

自分たちがやりたいことを実現する活動を行っており、それらを実現できる場所を構成している活動団体だと

いうことが分かった。 

（2）地域課題への理解

自立生活支援事業で団体会員とともにシネマアイリスで「こんな夜更けにバナナかよ－愛しき実話」を鑑賞

しに行った際、徒歩での移動時に歩道の傾斜や段差などの様々なバリアに気づくことができた。 

（3）障害のある人への理解

社会的困難に悩んでいる状況にあると考えていたが、それぞれが趣味をたくさん持って前向きに生活され

ていることが分かった。また、仕事や目的をもって自己実現を目指して生活されていることも知ることができ

た。 
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（4）障害者福祉の推進への貢献 

生業づくり事業の看板や自立生活啓発事業の小石づくりを通して、障害のある人やかんばすの活動への 

理解に関する普及啓発に貢献することができた。 

 

＜写真＞お花見かんばす            ＜資料＞自立の風かんばすの小冊子の感想記載部分の抜粋 

  
 

  

  

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【総括と反省・今後の課題】 

函館の障害者福祉の現状と課題の一端について理解を深めることができたが、課題の解決に向けて今後

も活動に関わっていきたい。 

地域プロジェクトで障害のある人に関わる機会を得て、今後もっと様々な人や活動に関わっていく必要性を

感じ、活動を広げていきたい。 

【地域からの評価】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】 

年間スケジュール 

 
2018 年 11 月 22 日

北海道ユニバーサル上映映画祭 in 函館

（他団体との連携活動）

2018 年 12 月～2019 年 1 月

障害者の生業づくり事業（看板づくり）

2019 年 2 月～4 月

障害者の自立生活支援事業

（活動介助、外出、料理など）

2019 年 2 月～4 月

他者理解事業

（お花見かんばす及び轍＜わだち＞）

2019 年 5 月～7 月

障害者の自立生活啓発事業（小石づくり）
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Project 

㉒ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

性暴力被害の予防教育・啓発活動および 

DV 被害女性とその子どもへの遊び・学習支援活動 

【メンバー】 [学  生] 瀬川 萌佳/古川 晴香/海老原 亜紀 

[担当教員] 藤井 廣美 

【背景】 

近年、性暴力に関する相談件数や被害の増加に伴い、性暴力に巻き込まれる子どもの数が増えている。

本地域プロジェクトでは、学生が性暴力に関する知識を深めながら、性暴力やその対処法についての正しい

知識を教育実践で子どもたちに伝えることで、性暴力被害の予防につなげる活動を行ってきた。 

 

【目的】 

性暴力に関する予防教育を行い、子どもたちに性暴力やその対処法について知ってもらう。 

DV 被害児への遊び・学習支援を行う。 

 

【概要】 

前半は、性暴力やその予防に関する資料を北海道警察、北海道渡島総合振興局、函館市役所といった機

関と連携・会議を重ねて作成。その後、市内の小・中学校にて授業形式で予防教育を実践。 

後半は、性暴力に関連して興味のある事柄を個人単位で調べ、授業内で発表し合い情報共有を行った。 

また全年度を通して、各月でDVシェルター入居に関する児童への遊び・学習支援活動（ふわっと）に参加。 

 

 

 

 

 

 

【プロセスと成果】 

前半は、北海道警察、北海道渡島総合振興局、函館市役所といった機関の方々にご協力頂き、教育実践

に向けた資料作り及び小・中学校での教育実践を進めた。実践箇所は、八幡小学校・中島小学校・北海道教

育大学附属函館小学校・附属函館中学校（小学校は 6 年生を、中学校は 2 年生を対象とした）。 

教育実践終了時には生徒向けにアンケートを実施し、性暴力に関する理解度の確認等を行い、その後アンケ

ート結果の確認や実践についての振り返りを行い、その都度改善を行った。さらに、DV シェルター入居に関す

る児童への遊び・学習支援活動である「ふわっと」への参加や性暴力に関する講演会等に参加し、性暴力や

DV、子どもに関する学習の機会とした。 

 

後半は、前年度の課題を踏まえ、学生の性暴力に関する知識の深化を目指した。具体的には性暴力に関

連して関心がある事柄を個人単位で調べ、全体で共有をした。関心を持ったテーマは以下の３つ。 

①恋人間でのデート DV について ②性教育を通した道徳教育 ③未成年者の SNS 利用について 

調べ学習を行い、情報共有をすることで、より多角的な視点を持ち性暴力に関する理解を深めることができ

た。さらに、今後の教育実践に結びつくような社会的課題（異性間での問題、性と道徳の関係性、SNS 利用に

よる性被害など）も見えてきた。また、八幡小学校での教育実践やふわっとへの参加も行った。 

  （小学校 6 年生向けのリーフレット：オモテ面）       （小学校 6 年生向けのリーフレット：裏面） 
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【総括と反省・今後の課題】 

前半の活動については、まず様々な機関の方を招いた会議を行い、より専門的な知識や意見を頂くことで

教育実践の質や整合性を高めた。さらに、対象学年や対象学校の生徒の理解度に合わせて、リーフレットの

情報や教育実践の内容を変更した。具体的には、小学生用リーフレットは図やイラストを増やし、表現をかみ

砕く、中学生用リーフレットは日常に近い事例を提示して理解しやすくするなどの工夫を行った。 

一方で、教育実践にあたっての事前学習の不足が前半の課題として挙げられた。教育実践を中心に活動し

てきたため、学生が持つ情報や知識が十分に深まっていなかった。その結果として、教育実践後のアンケート

で、実践を受けた生徒からいくつか質問が来ていたが学生らだけでは回答しきれず、担当教員や活動に協力

していただいた各機関の方々に回答を委ねる、という形になってしまった。 

後半の活動については、個人単位での調べ学習により、プロジェクト全体としての情報の量や質が高まっ

た。また、後期に学習した内容を今後の教育実践で活かすためには、教育実践対象者に関する情報を把握

し、対象に合わせた柔軟な教育実践を行っていくことが課題である。たとえば、後期で教育実践を行った八幡

小学校の 6 年生は、クラスの半数以上がスマートフォンを持っている、SNS 利用を日常的に行っているという

事が判明。子どもたちの生活に、着実にインターネットの世界が根付き始めていることを、身をもって知った。

この件を踏まえ、今後の教育実践にはスマートフォン利用に関する知識を盛り込む必要性が出てきた。 

次に、性暴力はどの世代にも関係するテーマであるため、実践対象を小・中学生だけでなく、高校・大学や

大人たちにまで広げることも現状の課題として挙げられる。実践内容については、対象世代によって分かりや

すい表現や事例を適宜対応させる必要性がある。 

【地域からの評価】 

性暴力という重い課題でしたが、皆さんは活発な討論、調

査、研究を通じて理解を深め、教材作成、教授方法の研究と

現場での実践をされました。性暴力被害防止対策の必要性や

重要性を認識したと思います。研究成果は年齢男女を問わず

理解しやすいもので、警察など専門機関との連携も可能なレ

ベルだと思います。この経験を、多くの方に伝えていただくとと

もに、ご自身の人生にも活かしてください。 

（函館方面函館西警察署副署長 井川 一彦様より） 

皆さんが取り組んだ『性暴力の「被害者」にも「加害者」にも

ならないために子どもの頃から啓発する』というのは、とても大

切なことですが、いざ向き合うとかなり難しかった事と思いま

す。こうした困難な課題に真摯に向き合う皆さんと一緒にディ

スカッションを重ね、形作っていけた事は私にとっても大きな

財産となりました。デジタルネイティブ世代への取り組みなど

後輩に引き継ぐこともあろうかと思いますが、地域にとっても

大きな財産ですので世代を超えて大切にしていって欲しいと

思います。 （北海道渡島総合振興局保健環境部環境生活課

課長 松本 伸様より）

3 人の学生が、性暴力被害の予防教育・啓発活動という難

しいテーマの研究に取り組まれたことは素晴らしいことだと思

う。前のチームから引き継いでのことではあったが、小学校と

中学校に分かれていたものが、今回はその区別なく対応して

おり、土台はあったにしろ、学校での実践から入っており、自

分の物にしていないと対応が難しいものであったと思う。これ

からも研究を深めるとともに後輩にも引き継いでいってもらい

たいと思う。 （函館市子ども未来部子育て支援部 尾形 智

博様より） 

【その他】 

年間スケジュールは以下の通り。 

前半の活動内容 

10 月 資料作成、実践の準備、講演会に参加 

11 月 資料作成、実践の準備 

12 月 

14 日：実践（中島小学校の 6 年生 1 クラス） 

19 日：実践（附属函館中学校の 2 年生 

3 クラス） 

26 日：年度内のまとめ 

後半の活動内容 

1 月 
23 日：実践（附属函館小学校の 6 年生 

2 クラス） 

4 月 各自で性暴力についての調べ学習 

5 月 2・3 年生合同での調べ学習、発表 

6 月 
2・3 年生合同での調べ学習、発表 

小・中学校での実践に向けた準備 

7 月 

2・3 年生合同での調べ学習、発表 

八幡小学校での実践に向けた準備 

17 日：実践予定（八幡小学校の 6 年生） 

備考：各月でふわっとへの参加 

前半では主に教育実践を中心に、後半で

は個人単位での調べ学習を中心に活動を行

ってきた。 
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Project 

㉓ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （2018 後期～2019 前期）  

＆U プロジェクト～道南中小企業での 

外国人雇用を促進するプロジェクト 

【メンバー】      [学  生]          片岡 澪奈/木村 優花/長谷川 哲也/プテリ・キスティナ 

宮部 公輝/村上 大河 

 [担当教員]         森谷 康文 

[スーパーバイザー] 河村 悦郎（中小企業家同友会） 

 

【背景】 

現在、函館では労働人材の確保が急務となっている。我々は企業に外国人雇用の意義について考察し、

企業、外国人ともに寄り添いながらその人材不足の解決を図る。 

 

【目的】 

2020 年度の外国人向け合同企業説明会(Career Fair for Foreign Residents、略称:CFFR、以下 CFFR とす

る。) 開催を目標に、外国人雇用について学びながら、企業、外国人の架け橋となるような取り組みを目指

す。 

 

【概要】 

北海道中小企業家同友会函館支部と包括連携協定を結んでおり、共に外国人雇用についてビザ等の資格

や広報、手続きなど多角的な面から考える。 

 

【プロセスと成果】 

前半は、函館の人手不足の解消のために、関東以北にいる定住外国人と函館の中小企業とをマッチングさ

せ、雇用を促進するプロジェクトを中小企業家同友会と包括連携協定を結び、行った。私たちは、外国人と中

小企業とをマッチングさせるために「Career Fair for Foreign Residents（定住外国人向け合同企業説明会）」、

略して CFFR、を目標として準備を進めた。まず CFFR を行うにあたってマーケティングの勉強をした後、CFFR

を 4P Mix に当てはめて考えて外国人がいそうな場所を調べた結果、38 個の場所を発見することが出来た。ま

た、CFFR の PR の為に Twitter の更新やホームページの作成を行った。ホームページには企業の PR 動画を

掲載するので、カドウフーズ株式会社様と戸沼岩崎建設株式会社様に訪問し、会社概要、外国人雇用への意

識、雇用にあたっての条件等を取材し、動画を作成した。前半の成果としては、38 個もの幅広い Place を発見

することが出来たことや、特定地域プロジェクトに選ばれた点が挙げられる。 

後半では二年生も加わり、前半と同様に企業への取材を行い、日乃出食品株式会社様に訪問した。また、

中小企業家同友会の月に一回行われる例会の時間で、学生が中心となって準備し、CFFR や在留資格、外国

人を対象としたアンケート調査の結果をプレゼンテーションした。その後、学生が司会進行役を務めるいくつか

のグループに分かれディスカッションを行った。ディスカッション後は各グループの意見をまとめ、発表した。外

国人を対象にしたアンケートで「外国人向けの企業説明会があれば参加したいか」という設問に対して 87%が

「はい」という前向きな回答を得ることが出来たこと、例会に来てくださった方達から CFFR について前向きな回

答を得られたことが成果として挙げられる。 

 
 
 

【日乃出食品株式会社様にインタビューしているときの様子】 【6 月例会の様子】 
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【総括と反省・今後の課題】 

前半での CFFR と＆U Project の基盤を作る活動と後半での中小企業家同友会の例会の実施等の活動を

通して CFFR の実施に近づけることができたが、2020 年に CFFR を開催できるように、以下の課題に取り組ま

なければいけない。 

1） アンケートの充実 

例会で発表した「外国人は日本で働く上で何を求めるか」のアンケートは回答者の国籍に偏りがあったなど

の問題点が見られるため、より多様な国籍の人に答えてもらうことや対象者を道南にいる外国人だけに絞るこ

と、質問をより明確にすることなどを改善し、外国人のニーズをより明確にしていくこと。 

2） SNS の充実 

現在行っているホームページと Twitter のアカウントをより多くの人に知ってもらうための技法の工夫の他

に、国籍や職業、年齢によって使われている SNS が違うため、違うプロモーションツールを工夫し、使うこと。 

3） 函館の企業への取材と動画作成 

取材量を増やし、編集された取材の PR 動画を YouTube とホームページに載せること。  

4） 企業側・外国人への CFFR の PR 

CFFRは労働力が欲しい企業側と仕事が欲しい外国人をマッチングさせる機能を果たすことを確保するため

に、フライヤーやホームページ等を通じて、函館にある企業にだけではなく、外国人が集まりそうな場所を探

し、宣伝すること。   

5） 2 年生への引継ぎ 

動画編集と取材等のスキルやこれまでの＆U Project に関するデータを 2 年生に引き継ぐこと。 

 

 【地域からの評価】 

6 月 27 日の中小企業家同友会の例会にて外国人

雇用についてのプレゼンテーション、グループディス

カッションを行った際に、参加した道南地域の経営者

の方たちの多くが「参考になった」と言ってくれた。ま

た、外国人雇用に興味を持った、外国人雇用に関す

る勉強会に参加したい、合同企業説明会が開かれれ

ば出店したいといった意見もあり、76％の方から今後

外国人を雇用したいという意見をいただいた。また、

私たちが作成したスライドのデータが欲しい、学生だ

けでここまで調べあげたのはお見事、といった好評が

得られた。一方で外国人雇用についての企業側の知

識が薄いため CFFR 開催の前に説明会を開いてほし

い、対象を道南ではなく函館だけに絞った方が確実

なのではないか、ただ外国人を雇って労働力を補うだ

けでなく外国人が地域で暮らしていくための生活づく

りや外国人を雇ってからサポートはどうするのか、な

どの指摘をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

年間スケジュール 

2 

年 

後 

期 

10 月 中小企業家同友会の方々へ 

挨拶、マーケティングの勉強 

11 月 Place の検討 

12 月 カドウフーズ株式会社取材 

Twitter 開設 

ホームページ作成開始 

1 月 戸沼岩崎建設株式会社取材 

2 月 中間発表 

3 

年 

前 

期 

4 月 2 年生合流 

5 月 日乃出食品株式会社取材、 

例会へ向けて準備 

6 月 中小企業家同友会例会 

7 月 最終発表、反省 
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