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平成２９年度 協働のまちづくり活動支援事業公開選考会 

 

＜事業内容・質疑応答＞ 

 

１ 北海道サブカルＥＸＰＯ実行委員会 

 

【事業名】「２０１７北海道サブカルＥＸＰＯ -＃えべフェス０２-」 

◆事業内容 

○北海道サブカル EXPO の開催を通じて、街の発展、学生が活躍できる場、学生・街・

市民の交流の場とする。 

 

◆質疑応答 

選考委員：まだ、江別市民の方々がこの事業についてよくわかっていないと思うので、

もう少し PR を頑張って頂きたい。また、これから江別の地区それぞれで

お祭りがありますが、この事業は、非常に良い内容ですので一緒に出来る

可能性を考えて頂いて、是非、お祭りにも参加してもらいたい。発 表 者：

PR は、皆様に同封しましたチラシを 4 月 10 日頃に 8,000 部制作しており、

市内各所に置く予定です。またポスターも制作し、飲食店などにも掲示し

ていただく予定です。 

      地元のお祭りでは、「エネサンすまいるフェスタ」に初めて参加しました。

今後も様々な自治会やお祭りにも、手を組んでやっていきたい。 

選考委員：4 つの大学があって学生も多くいるので、学生を含め、市民が入り込める

ような活動をしていただきたい。 

 

選考委員：昨年から比べると、翼をひろげて頑張っている。観光協会や文化協会で貢

献したいというお言葉を頂いて感銘を受けている。昨年もそうだったが、

一緒にやる役員を増やして苦手な分野を頼むなど、仲間づくりは大変だと

思う。しかし、継続するためには、多くの方の力を頂いて自分の活動を広

げていくことが重要である。自分だけの活動ではないので周りの方を巻き

込んでいき、そして仲間を増やしていくことが、これから大切だと思う。 

発 表 者：私自身、コミュニケーションが苦手なところもあるので今後の課題として

考えていく。 

 

選考委員：この団体の事業は、自主的財源できちんとできており、継続性のある企画

で、支援事業の助成申請額も 5 万円と、昨年よりも額が減っている。しか
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し、来場者 1,000 名の参加見込みであると言っているが、500 円貰っても

50 万円の収入となり、支出が 40 万後半なので、かなり自主財源でできる

ような状態にあると、プレゼンをお聞きして思ったが、事業に 5 万円の補

助を求める意味は何か。 

発 表 者：来場者数 1,000 名の見込みではあるが、実際ホールに入る方は 300 か 400

名程度。去年は 750 名に来場頂いているが、実際にパンフレットを購入さ

れている方は 300 名程度。そのため財源が不足しており、広告や協賛金、

それと、この助成金で補いたいと考えている。 

 

聴 講 者：過去に 2 度参加したが、江別でやるということを、どれだけの人に周知が

できているのか。非常に若者に人気があり、良い事業だと思うので、でき

るだけ若者には SNS などを用いて呼びかける努力をして欲しい。人気があ

る内容にも関わらず、惜しいところがあるので、多くの市民に来てもらう

ように、事前にサブイベントを行うなど、いろいろな企画を行って、もっ

と拡散してもらえるように願っている。 

発 表 者：PR は、昨日今日と洞爺湖でコスプレイベントがあり、およそ 5 万人参加し

ているが、このようなイベントでチラシとかを配布出来れば良かったと思

った。SNS は Twitter などで発信している。 

 

 

２ 江別越後会 

 

【事業名】２０１８北海道命名 榎本武揚講演会 

○ 2018 年に北海道命名 150 年を迎え、市内の発展にも尽力した榎本武揚を知っても

らうための講演会を開催する。 

 

◆質疑応答 

選考委員：来年が 150 周年ということだが、申し込まれたのは今年である。単年度の

活動をされるということなので、これが今年と来年の継続的な事業になる

のか。また、この協働のまちづくり活動支援事業自体が、一般市民の方を

対象に継続的に事業を行うことと、地域の公共的な課題の解決に向けて、

従来の活動を拡大するということになっているが、その関連性を教えてほ 

しい。 

     あと、アンケートを取るのかも教えてほしい。 

発 表 者：一つ目の継続の質問は、来年が 150 周年だが、道内では様々なことをする

と思う。まず、市民の皆さんや関心のある方に知ってもらい、それにより、
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この事業の継続の考え方、榎本武揚の生き様を知ってもらいたい。継続と

いうよりは、まず、榎本武揚を地元の方に知ってもらうということ、それ

から観光にも、もっと力を入れるべきではないかと思う。もう少し資料を

集めて、市民の皆さんの観光に役に立つことがあるかなと、常に継続を考

えてながらやっていく。最初の一歩なので、将来のためにやっており、こ

の機会に市民の力が動き出すような気持ちにしていきたい。二つ目は先程

言ったように、今後の観光に力を入れていき、考え方、生き様を市民の方々

に周知していきたいと思う。アンケートは考えていなかったが、当日まで

にアンケートで市民がどういうふうに感じたかということを取りたいと

思う。 

 

選考委員：一般の市民の方へ、どのような形で周知するのかも教えていただきたい。

発 表 者：一般の方に向けては、江別市広報とパンフレットあるいはポスターなどを、    

これから制作し、公共施設や関係団体の方にお配りしたいと思う。 

 

選考委員：私も、榎本武揚が江別に来たということがあまり知られていないと思って

いる。私も色々調べていく中で、屯田兵や北越殖民社の本は、図書館にた

くさんあるが、榎本武揚のものはなかなかない。榎本武揚を取り上げてい

ただいて、よかったと思う。最初に江別に足を運んだのは榎本武揚だろう

から、これを軸にして、継続していくのであれば、屯田兵・北越殖民社と

の繋がりも調べて継続していっていただきたいと思う。非常に良いことだ

と思う。 

発 表 者：今のお話の通り、そういった資料もあると思うので調査を進めて行きたい

と思う。 

 

 

３ 木製戦闘機キ１０６を語る会 

 

【事業名】木製戦闘機キ１０６ パネル展 

◆事業内容 

○戦時、江別でも製作された木製戦闘機を通じ、戦争の当事国とならず、世界平和に 

貢献してほしいという願いを込め、パネル展と基調講演を開催する。 

 

◆質疑応答 

選考委員：先程の榎本武揚と同じで、この事業に応募されたものがどちらも単年度で、

次年度以降の展望が無い中で、この事業が、どのような位置づけなのか説



4 

明頂きたい。どちらもかなりの活動実績があり、この戦闘機に関していえ

ば、どこかと組んでかなり継続的な活動をされてきたと思う。今年度、事

業費をもらってパネル展と講演会することの意義と、それはこれまでやっ

てきた活動の中で、どのような位置づけになるのかを説明して欲しい。 

発 表 者：我々が活動してきた中で、最後の事業になるかと思う。なぜなら会員が既

に 8 人ぐらいで、携わった方の中で若い人が私しか居ないので、資料集め

は随分継続的にしてきたが、今後資料を、市民の皆さんに郷土資料館と共

催しながら、わかりやすく見やすくしていかなければいけないと思う。そ

れから、風化しだしているのを実感してきている。お年寄りである関係者

や、実際に携わった人との開きがあり、その辺をどのように交差させるの

かという課題もある。我々の活動としては、この活動が我々の中での最後

というわけで、今後、若い人がどう取り込んでいって継続させていけるか

が一番の狙いである。そういうことをしていかないと、世界でも日本にし

かない資料なので、これをどうまちづくりに活かすかというと、戦争はい

かに惨めかということを、考えていかなければならないと思う。情報操作

があり、都合の悪いことは言わず聞かず、嘘の情報を流すということをし

ないで、しっかりと伝えていきたいと思う。 

 

選考委員：今の話と関連しているが、継続してこういう事業を進めてもらわないと単

年度で終わっては意味が無いと思う。これは審査の対象にも影響する。プ

レゼンにもあったが、いかに戦争というものは大変なことであり、平和が

大事かということを、継続する中で何か訴えていくようなものをぜひやっ

てほしい。私の自治会でも江別の女学校を卒業し、生きていれば 90 歳ぐ

らいだと思うが、やはり飛行場に行って仕事していたということを聞いた。

もっと聞いておきたかったと思うぐらい大事なことだと思うので、単年度

で終わるのではなくて、これを題材にして次に繋がることをぜひ調べて続

けて欲しい。 

発 表 者：私は 70 歳手前なので私の命が続く限り、こういった事業なり、こういう

企画を知っていただくように協力したいと思う。 

 

聴 講 者：郷土資料館という話が出たが、江別は北海道なのであまり歴史がないと見

られがちだが、古墳時代からの歴史があり、まちの発展の歴史もある。今

の若者達も巻き込むということで考えられるのは、江別市のウェブサイト

に江別の沿革・歴史など、そういうところに載せられると良いと思う。行

政と市民が協働するのに良いテーマだと思う。このイベントを見られる人

はごく僅かだと思うので、常時見られる、または江別の市外からも見られ

る、そのようなウェブサイトを作ることは検討できないか。 

発 表 者：過去にこの資料をウェブで載せたことがあり、そのときは全国で見てくれ

た。しかし、これを管理することが大変だったので削除してしまった。我々

の力では維持できなく、戦闘機マニアの方も全国にいるが、こういった弱

小な団体では管理しきれなかった。先程言ったように、もっといろいろな

人に知ってもらいたいと、市の広報をしたいという方がいらっしゃるので、

郷土資料館や教育委員会などと協力して載せていきたいと思う。 
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４ メディネット江別 （協働の相手方：江別観光ボランティアガイド） 

 

【事業名】市民活動団体支援のための活動紹介ビデオ作成事業 

◆事業内容 

○市民活動団体の活動状況を紹介するビデオを作成し、活動の助成及び江別の情報発 

信に寄与する。 

 

◆質疑応答 

選考委員：この協働事業で江別観光ボランティアガイドと連携する意味と、メディネ

ットとの関係や事業においてどのような役割分担や事業の関係があるの

か。今の説明だけで聞くと、取材対象の第一番目としか受け取れなかった

ので、その関係性についてお伺いしたい。もう一点、この事業の予算の使

用用途は、ほぼ取材する映像物の器具と放映するためのテレビだと思うが、

かなり予算も限られた中で満額取れなかった場合には、どのようなことを

考えられているのか。自主財源が少なかったと思うので、この事業がどう

なるのか聞きたい。 

発 表 者：まず、観光ボランティアガイドとの協働は今回だけではなく、私どもが事

業を始めたときから一緒に活動させていただいている。観光ボランティア

ガイドは江別の情報発信の観光的な部分で非常に力を発揮していただい

ている団体なので、その映像を撮らせていただくということで一緒に進め

てきた。最初にコマーシャルビデオを作成しようと思ったのは、江別の資

料を多く持っているため、一緒に活動していただけないかということで協

力し、それ以外に、まち歩きなど、今回の事業のためだけではなく、今後

ともずっと続けていこうと考えている。実際にお金が出なかった場合には、

映像テレビが購入できないということになるが、CM 撮影そのものはそこま

でお金がかからないと思うので、そこに特化していくということになる。 

 

選考委員：大変よい活動をしていると思う。今の話に出たが、予算的に厳しくなる場

合に、もっと企業を巻き込んで、そこを PR しながらの活動はできないか。 

発 表 者：私どもの活動は、企業の寄付をいただけると思う人もいるかもしれないが、

そういう活動はしていない。私どものできる範囲で活動をしている。また

企業の紐付きになるのがどうかと思っているので考えていない。 

 

聴 講 者：ビデオに特化したところが特徴だが、江別で市民活動や文化サークルが行

っているイベントはたくさんあり、その内容を関係者は知っているが、江

別市には知っていたら興味が湧くはずのイベントが多くある。動画のメデ
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ィアは写真やイラストとは違った訴求力があるので、それを江別市の企画

部門と協力したり、自治体と協力したりして、イベントに対して文章と写

真にプラスして動画を見られるようにリンクを貼るなどすれば、発信力を

高める助けになるかなと思う。 

発 表 者：リンクを貼るという点では、観光協会のホームページにリンクを貼ってお

り、そこから見られる形にはなっている。ただリンクを貼るだけではなく、

江別観光ボランティア含め、観光協会にも加入しており、そのメンバーと

も協力しながら一緒に活動をしていく。また、メディネット江別は生涯学

習推進協議会にも加入していて、広報担当になっており、生涯学習の映像

も撮れたら良いという話もしている。今後もいろいろな事業に参画させて

いただく予定である。文化協会からはイベントの撮影で、お金をいただい

ている。今のご指摘のようなことは既にやっており、我々ができるぎりぎ

りの範囲ではやっている。 

 

聴 講 者：江別 TV のアップ数は 11 件と出たが、あまりにも少ないと思う。観光協会

にも予算がある思うが、その予算の中で事業の一部とお金をいただくこと

は出来ないのか。 

発 表 者：年間 11 件という報告とは別に、市民会館の事業など、アップできない映

像等もあり、その中でアップしたものが 11 件である。メンバーも少なく、

たくさん撮影していくことは難しい。しかし、コマーシャルをつくるとい

うことは年間３，４回出来るかと思っている。観光協会からお金をいただ

くことは考えていない。なぜなら、観光協会はそのような仕組みにはなっ

ていないためである。我々は、ほとんどボランティアでやっているのでお

金はあまり入ってこないが、お金がないからといって活動できないことで

はない。撮影して編集するという作業なので、年間、最低 5 万円ぐらいあ

れば、やっていけると思っている。ボランディアでやっているのでやって

いけると思っている。また、お金で紐付きになりたくないと考えている。 

 

 

５ フォーラム野幌の森 （協働の相手方：(財)日本野鳥の会 江別支部） 

 

【事業名】未来に残そう野幌原始林 

◆事業内容 

○「野幌原始林」を江別市民の財産として永続的に守っていくための啓蒙する活動を 

行う。 
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◆質疑応答 

選考委員：原始林を守るということで、非常に素晴らしい活動をしており、うれしく

思っている。野幌小学校に愛林少年団が活動しているが、何か関係はして

いないか。あと、野鳥の会とはどういう結びつきがあるのか教えて欲しい。

発 表 者：昨年の本事業二年目の活動の時に、前の自治連の会長から、も

っと子ども達にも PR 活動をできないかと言われましたので、現在、教育

委員会と相談してパンフレットを各学校にお配りするなど、我々で出来る

ことはないかという話をしている。野幌小学校については、今年の春に校

長先生とお話させていただき、どのような活動が出来るか話し合いをする

ため、今後、伺う予定である。その活動の様子を「のっぽろ七丁目放送局」

に取材してもらい、それをインターネットで流すというところまで話は進

んでいる。野鳥の会は、もともと私たちより前から森を守る活動をしてお

り、実際に観察をしたりしていた。この活動を展開していくにあたり、野

鳥の会と一緒に活動をはじめた。 

 

選考委員：原始林は世界有数の森であり、荒らされたら困るのでそれを守ってくれて

非常にうれしいと思っている反面、江別市の観光の目玉になりつつあり、

そこに人が入れれば入るほど森を荒らしてしまう。色んな方々に森を守っ

てもらうために、その先頭に立ってやっていただきたい。資金面もだいぶ

かかると思うが、育種試験場もあって、そういうところにも声を掛けて協

力してもらうことも一つの方法だと思う。 

発 表 者：江別の観光についてだが、江別にいらっしゃる方の４割以上が実は森林公

園にいらしている。江別の集客数は森林公園が一番なので、その方々にマ

ナーを守ってもらうためにも頑張っていきたいと思っている。 

 

選考委員：事業の計画の中のその他のところで、巣箱問題も今年中には解決すると書

いてあるが、どういう問題なのか。また、具体的な解決策を考えているの

か教えて頂きたい。 

発 表 者：巣箱問題とは、森林公園の中で、研究のためという名目で巣箱を置いてそ

の生育調査をしている団体があることである。調査のために踏み込んで荒

らしたり、植物を踏みつけたりしていることに気づき、現在その団体と交

渉している。なるべく踏みつけたりしないようにということで話はできて

いる。今年中には解決すると思っている。 

 

聴 講 者：去年のパンフレットの成果や評価について、まとめたものがあれば教えて

欲しい。また野幌森林公園にある、自然ふれあい交流館との連携はどうな

っているのか。 

発 表 者：パンフレットは 1 万 2,000 部制作している。広報えべつにパンフレットを

挟み込んでもらおうとお願いしたが、出来なかったので、広報えべつの記

事の中に掲載してもらった。自然ふれあい交流館は今まで道の直営で管理

していたが、現在は、北海道博物館が指定管理者として運営している。今

まで 10 人いた職員が 2 人と減ってしまい、今ではほとんど管理できなく

なっている。そのような事情もあるので、直接、地道にお願いをして、相

談をしながら進めている。 
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６ 子育て支援ワーカーズ・きらきら （協働の相手方：新栄自治会） 

 

【事業名】地域サロン e-たいむ（ebetsu eat enjoy） 

◆事業内容 

○昨年度から開催を始めた団地内の親子広場を、昼食を共にでき、3 世代交流を図れ 

るようにし、その輪を近隣の地域へと発展する。 

 

◆質疑応答 

選考委員：自治会の立場として聞くが、自治会に対してこういう点に対して協力して

ほしいとか要望があれば言って欲しい。また新栄自治会中心にやっている

が、今後も広げていくつもりはあるのか。また、高齢者は時間を余してい

る人もいるので、そういうところに行ってお手伝いしながら、子ども達と

一緒に時間を過ごすことは可能なのか。私たちの自治会では高齢者のサロ

ンを開いてやっているが、年寄りだけでは飽きてくるものなので、考えが

あれば教えて欲しい。 

発 表 者：まず、新栄会館とは、とても素晴らしい協力体制がある。食事があるとす

ごく場も和むので、調理場を貸していただいたり、また、食器も揃ってい

るので、それも貸してもらったりしながら、少しずつやっていきたいと思

っている。また、高齢者の方とは、もちろん多世代で交流できればという

のは私たちも考えており、実際に広場に来てくれているママたちも、そう

いう方たちと触れ合う機会がないので参加したいということをリサーチ

して聞いている。そのため、そういう方とも協力したいと思っている。そ

して、今は新栄会館でやっているが、もちろん江別、地域に密着というこ

とで江別市内のどこの地域とも関わってやっていきたいと思っている。 

 

選考委員：これだけ活躍しているのであれば、自治会にも助成金をある程度お願いし

ても非常にいいことだと思う。高齢者クラブの中で助成金を出して自治会

の中で活動してもいいと思うが、子どもを育てるという意味で、青少年育

成部があるが、そことも連携して少し援助してもらった方が活動しやすい

かと思う。 

発 表 者：今、お年寄りの方がとても多く、以前は盛んに育成部が活動していたと聞

いていたが、今は中心になってやっていく方がいないという話も新栄自治

会の方で出ている。そのため、福祉部で 7 月に行われる食事会のお手伝い

も、私たちが入っていって協力する予定である。現在自治会で育成部の担

い手がいないということで、その代わりに私たちが引っ張っていきたいと

いう想いでやっている。 
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選考委員：自治会の青少年育成部と女性部は、昔は非常に子どもも多く活発だったが、

子どもが少なくなったせいか、女性の方々の協力体制も少なくなり、苦労

するかもしれないが、大変立派な活動だから頑張って欲しい。 

 

 

７ 江別創造舎  

 

【事業名】江別の文化・歴史を語る！つなぐ！語り部の記録 

◆事業内容 

○地域文化振興活動の一環として、江別の文化・歴史に関して精通した方々による語

り部の会を開催し、その様子を撮影、DVD 化し、江別の有形文化として残すことを

目的とする。 

 

◆質疑応答 

選考委員：昨年は「のっぽろ七丁目放送局」と連携していて、次の発表は「のっぽろ

七丁目放送局」だが、継続して同じ内容の事業を行うのに、なぜ今年は別々

なのか。この二つの事業申請額で予定されている補助金の半分以上になる

ので、審査しなければいけない立場としては、どの様に受け取っていいの

か聞かせて頂きたい。 

発 表 者：一点目は、江別創造舎として 2 年目の継続事業である。二点目は昨年度の

反省として、映像を流すと一方的になってしまうという事である。江別の

資源をどのように活用するかについて、江別の学術的な文化レベルという

のは、ものすごく高いものである。それを広報するときにいろんな方法で

表現していく事によってそれが広げられる、地域に広げられるという風に

考えていけばいろんな方法があっていいと思う。今回私たちは生の声を講

演会という形で伝えたいというのが大きな目的である。それを参加した

方々に直接質問していただいて、その後、質問に対して答えてもらった内

容もうまく講演の中に組み込んだ形で編集してもらうことになるかと思

う。昨年度事業を行った際、DVD が欲しいという意見と同様に、講演会を

先にやって欲しいという声もあった。また聞きに行きたい、できれば直接

聞きたいという話もあったため、今後、どうするかは決定していないが、

今年に関しては色んな選択肢の中から講演会という形式にした。 

 

選考委員：講演会の形式にすると「のっぽろ七丁目放送局」とは協力を続けられない

ということか。 

発 表 者：続けられないわけではないが、放送局もとても高い技術を持っていて、い
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ろいろなパートナーがいらっしゃる。私どもの所には、申し忘れたが、高

い技術を持っている方で一緒にやってくれないかという話もいただいて

いる。協働のまちづくりという意味では、いろいろな技術力を持った方が

江別にいらっしゃるので、そのような意味で今回、パートナーとしていい

かと考えている。来年、もしかしたら、またお願いするかもしれないし、

別な所と協力したりすることも、十分ありえるということである。 

 

選考委員：カルタの事でお聞きしたいが、歴史を語り継ぐということに、子どもたち

は全然関心を持てていないと思う。カルタの内容を子ども達が理解して、

それで遊ぶということはしているのか。 

発 表 者：児童会で使っていただいている。大きなカルタを 2 セット作って、江別市

の教育委員会にお渡ししている。教育委員会を通じての小学校からのご依

頼は、教育委員会主導でやっていただいた。また、出前講座などで私たち

が出て行って児童の方と、あるいは蒼樹大学の皆さまと一緒にカルタをさ

せていただいている。 

 

選考委員：私は生涯学習の推進運営協議会で仕事していたので分かるが、地域の人た

ちにすれば中々広まってこないと思う。何かいい方法はないのか。 

発 表 者：前よりは皆さんに活用していただいているので、一年ごとに認知度が広が

っていっていると私たちは実感している。今後も使っていただくよう鼓舞

していきたいと思う。 

 

選考委員：いろいろなところと協働して自分の活動の幅を広げていくというものが、

協働のまちづくり支援事業の中でも大きなテーマになると思う。先ほどお

っしゃったひとつの所だけでなく、色々なところの協力があると教えてい

ただいたので、できればどういう方とどのような協働をするのか、またど

ういった協力体制なのか、継続されている事業なのでその辺の説明をして

欲しい。 

発 表 者：個人やお一人の方ではないのだが、フェイスブック等で江別のまちの CM

をつくってらっしゃる方々である。 

 

聴 講 者：江別の歴史に対する出版は、教育委員会や郷土資料館がつくり、それに対

して皆さんが提言するということでいいのではないか。自ら作る必要性を

お答えいただきたい。 

発 表 者：江別創造舎は文化振興活動を推進している。2007 年度から江別の文化歴史

を題材にして、カルタを作って文化振興活動をしており、その一環として

江別の文化、歴史を語りでつないでいく DVD 化での活動を推進している。

今までの活動全ては繋がっている。 

 

聴 講 者：語り部を自分たちで作らなければならない必然性は何なのか。それぞれ市

の機関があるのでそこに訴えかける活動でいいのではないか。 

発 表 者：行政がやるという考え方は逆で、私たち市民の人が、それぞれ感じた課題

や継続しておきたいものを反映させていくものが地域活動である。 
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８ のっぽろ七丁目放送局 （協働の相手方：江別越後会） 

 

【事業名】生きた江別の歴史を残す 

◆事業内容 

○江別の発展に貢献してきた、存命する偉人の方のお話を伺い、歴史を生きてきた生

の言葉を映像として後世に語り継ぐ。 

 

◆質疑応答 

選考委員：「江別創造舎」と同じ質問になるが、今後連携していく可能性はあるのか、

のっぽろ七丁目放送局としての見解を聞かせてほしい。 

発 表 者：「江別創造舎」とは、前回のカルタと併せて 5 年間、一緒にやってきたが、

こういうことになって寂しい。 

 

選考委員：江別越後会との連携についてだが、ただ取材団体としての連携なのか、何

か一緒に活動をするという考えはあるのか。また、歴史を扱う団体が今回

多いが、その団体との連携等も考えているのか。 

発 表 者：江別越後会とは、ずっと野幌太々神楽の映像保存で一緒にやってきていて、

この事業もその一環だと思っている。北越殖民社の記録を残していきたい

と思っており、昨年も関矢さんの取材を行った。江別越後会は様々な団体

と調整を行っている。木製戦闘機の映像も撮っており、他団体も連携を図

っていくことは出来る。 

選考委員：地域を元気にというスローガンだが、野幌の夏祭りに参加することなど考

えているか。 

発 表 者：野幌の夏まつりも過去 3 年間取材をしている。江別のいろいろなイベント

を取材して放送している。 

 

選考委員：そのような活動をされているのであれば、出来るだけ多くの市民に見ても

らえるよう努力して下さい。 

発 表 者：パソコンでもスマホでも、「のっぽろ」とひらがなで検索すると一番最初

に出てくる。えべチュンの番組も放送しており、子どもたちにも人気があ

る番組もあるので、若い人には知名度がある。 
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９ 生活クラブ江別 （協働の相手方：江別子どもの未来を考える会） 

 

【事業名】子どもの「遊び」の現状を考えよう！！わくわく「プレーパーク」って！？ 

◆事業内容 

○昔は当たり前だった公園での遊びを出来るプレーパークを開催するために、子ども

を取り巻く「遊びの現状」を知り、プレーパーク開催に繋げる。 

 

◆質疑応答 

選考委員：江別市の公園の管理が指定管理者制度になっているのはご存じだと思うが、

江別市の公園はこれをしてはいけないなど大きな壁がたくさんある。それ

を今後行政や指定管理者の企業にどのように持っていくのか。 

発 表 者：私達の中では、さわまち公園を希望しているが、制約は多く、プレーパー

クについて市に要望書を出しに行った際、市からいくつかの場所を提案し

て頂いた。しかし、その場所は遠かったり、木が生えていない等であった。

今後、市や指定管理者とルールを決めながらきちんとやっていかないと、

長くやっていくためには難しくなると思う。ただ、公園で出来ないとなる

と、譲歩して、提案して頂いた場所でやってみるというのも一つだと考え

ている。 

 

選考委員：3 年間の継続事業ということで、周知をして、理解に繋がって、行動に移

す。それが未来に繋がっていくと考えたのだが、子ども達には必要な事業

ではないかと思う。問題点等を含めて、来年、再来年にどう繋げていく予

定か。 

発 表 者：今まで、外部を広く巻き込んで何かをしたという経験はないので、どれだ

けの方が賛同してくれるのかはわからないが、会のメンバーが PTA やおや

じの会等に入っているので、これを最大限活用していきたいのと、たくさ

んの技術を持つ、市民団体や退職された元公務員の方との連携も図れるよ

うになれば、長期的な活動も可能だと思っている。この活動はプレーリー

ダーが要なので、この中からプレーリーダーを養成するために、プレーリ

ーダーの講座に行き、お試しでプレーパークをどれだけできるかやってみ

ることが大事であると考えている。 

 

選考委員：自治会の方や大学の先生もいらっしゃるので、連携して羽根を広げていっ

てほしい。 

発 表 者：ありがとうございます。 
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選考委員：私自身も孫が 2 人いて、面倒を見る事があるが、公園に行ったり、スーパ

ーに行ったりしている。近くの高齢者クラブにも相談をして、高齢者の健

康のためにも、子ども達と一緒に遊んでもらうことも考えてみてほしい。 


