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平成３０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 メディネット江別 

 

【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：メッセージを発信することは、これからも非常に大事なことだと思う。皆

さんはプロの方たちで構成されている団体だと思うが、人数が少ないと思

うので、今後、会員を募集することがあるのか聞きたい。 

また、情報大学の学生たちと情報交換することを検討してほしい。 

あと、新人用教材というのは、ビデオ作成のための新人教育という解釈を 

すればよいのか。 

発 表 者：私たちはプロではない。市民活動団体として、少し、ビデオ作成費はいた

だいているが、このＣＭ作成については費用をいただいていない。 

会員数は合計 8 名でやっている。なかなか会員が増えないことは、メディ

ネットを立ち上げた当初からの問題だが、会員の平均年齢が毎年 1 歳上が

っていき、限界に近い年齢になりつつあるので、あと何年続けられるのか

不安に思っている。 

情報大の学生さんとのコラボについて、江別市の「えべつのじかん」は情

報大学の学生が撮影しているので、江別市などと話をしながら、情報大の

学生と一緒に出来るか検討してみたい。ただ、学生は 4 年間しかいないの

で、メディネット自体が 4 年間でなくなるかもしれないという不安がある。 

新人教育に使うというのは、撮影した活動団体の中で、「私たちの活動はこ

ういうものですよ」という教育用に使っていただけたらと思っている。 

 

選考委員：情報大の教員として少しだけ申し上げるが、情報大学の中で江別市から委

託を受けて 15 秒ＣＭを作っている枠組みとは別に、映像研究部やショー

トムービーを作っているサークルやゼミ、アニメーションを作成している

ような専門のゼミなどがある。どこまでご協力できるかは分からないが、
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私にご連絡いただければ、専門の先生や学生団体を紹介できる。お互いの

ニーズがあえばその状況を利用して、皆さんも新しいアイディアや技術を

吸収していただく良い試みができると思う。ぜひ、気軽に連絡してほしい。 

質問なのだが、メディネット江別がＰＲのための 1 分間ＣＭという取り組

みをしたきっかけや、皆さんがやらなければいけない状況、今までの経緯

などを簡単に教えていただきたい。 

発 表 者：メディネット江別の成り立ちは、市民活動センターの情報部から始まって

いる。協働というところから私たちの活動が始まり、その延長線上で江別

のことも知ってほしいという願いから情報発信をしている。個別の市民活

動団体の紹介をする場がなかなかないので、このようなコマーシャルを作

っている。それまでは情報発信だけを頑張ってやっていたが、それだけで

はなく、活動団体のお役に立てるようなことをやりたいということで始め

た。 

 

聴 講 者：江別にはたくさん大きなお祭りがある。それをビデオに収録して、その祭

りが始まるしばらく前に市のホームページで公開してほしい。江別の市民

に十分な周知ができているとは思えないので、そのような情報発信をして

ほしい。市のホームページとの連携というのは、協働の根本的な条件にな

ると思うので、市のホームページでも江別の情報発信をやっていただけれ

ばと思う。 

発 表 者：私たちは市と一緒にやろうということではない。江別市のホームページと

はつながっているが、江別市のやることに対して一緒になってやっていく

という活動ではなく、江別市全体の情報発信として、半ば趣味としてやっ

ているので、そこまで求められると少し苦しい部分があり、みなさんの意

に沿うような形にはならないと思う。しかし、気持ちとしては祭りなども

含めて江別市のことを情報発信していきたいと思っている。観光ボランテ

ィアガイドさんに沿うような形で今まで活動してきた経緯があるので、や

きもの市では観光ボランティアガイドさんのまち歩きを毎年撮っている。

しかし、全部、江別市のことを撮って発信するというレベルまでは至って

いない。 

 

聴 講 者：先程、ＮＰＯ法人あじさい亭のゲートボールのお話をされたが、現在、江

別ではどれくらいのゲートボール人口がいるのか調査をしていただきた

い。 

発 表 者：申し訳ありません。あくまでもあじさい亭さんに協力してやっていきまし

ょうという話なので、ゲートボールのことを聞かれても答えられない。 
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２ 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 きらきらカフェ e-たいむ（ebetsu eat enjoy） 

◆事業内容 

○平成２８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：子育て支援をはじめ、3 世代交流など、すばらしい取り組みだと思うので、

ぜひ今後も頑張っていただきたい、という応援の気持ちを最初に伝えたい。 

現在、ボランティアスタッフさんが何人いるかは存じ上げないが、申請書

の名簿を見る限り、会員は 23 名程いる。その上で、これからこういったニ

ーズが広がって活動量が多くなってきたときに、皆さんだけでは手が回ら

なくなることが予想される。実際の活動は、平日水曜日の午前中なので難

しいかもしれないが、江別の 4 大学の学生や、新栄団地の地区の中高生を

うまく参画させて、企画や準備、フェイスブックでの情報更新など、いろ

いろな小ネタを含めた情報収集でうまく彼らの力を借りるのはどうか。 

次の世代の担い手育成や少子化対策、地域のためのまちづくりで汗を流す

こと、少子化支援のための活動をするという意識を身につけていくのは、

非常に住みやすい江別を目指す上で大切だと感じる。その点のアイディア

はあるか。 

発 表 者：前回のプレゼンテーションの時にもそういうお話をいただいた。普段は平

日だが、お祭りの日は土曜日に設けているので、そこに向けて学生さんた

ちの協力を得られればと検討している。 

選考委員：普段は日々の対応で一杯一杯になられると思うので、学生ということであ

れば私、民生委員や主任児童委員であれば田原さんを通じて紹介してもら

ったり、知恵を出してもらったり、普段も気軽に連絡をいただいきたい。

一緒に何かお役に立てたらなと思っている。 

 

選考委員：大変いい活動をされていることうれしく思っている。地域の自治会として

も、このような輪をもっと広げていってほしい。 

     江別には児童会館もあるので、できれば使ってほしい。 

発 表 者：声がかかれば行きたいと思っている。ぜひ広がっていきたい。 

 

選考委員：皆様方の活動は、時折、冊子で見たりしていて名前も昔から聞いている。

この資料を見て、23 人でこれだけ広範囲に活動されているということに驚
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いた。 

民生委員には「こんにちは赤ちゃん事業」というものがある。今のお母さ

んはなかなか仲間づくりができなくて困っているので、そういった活動を

している。そこで紹介してもらい、民生委員や主任児童委員、その方たち

にも何かお手伝いしていただくというのはどうか。日々の活動で一杯にな

ってしまって、つまずくと大変なので、少し時間に余裕をもって活動をさ

れるほうがいいと思った。 

発 表 者：常々、民生委員の方とはつながりたいと思っていた。つながらせていただ

きたいと思う。ありがとうございます。 

 

聴 講 者：ボランティアでやられていると思うが、みなさんはボランティア保険に加

入されているかどうか聞きたい。 

100 円いただいているそうだが、親も子も同じ金額なのか聞きたい。 

社協からの助成というのは一切ないのか聞きたい。 

発 表 者：広場などもしているので保険には入っている。 

100 円いただくのはコーヒーを飲んだり、お菓子を食べる大人の方。お子

さんからはいただいていない。お子さんはお弁当やママが持ってきたおや

つを食べている。 

社協からの助成金はない。 

選考委員：社協にボランティア団体として登録していると保険をかけることができる。

ご希望に添えないような金額になるとは思うが、助成金の申請も可能。だ

から、団体として登録していただいた方がいいと思う。 

聴 講 者：やはり助成金はもらうべきで、ボランティア保険は社協で加入したほうが

いい。例えば、活動に対しての移動は全部ボランティア保険に含まれるの

で、加入した方が良いのではないか。だから十分に考えていただいて、今

後はそのようにしてほしい。 

 

 

３ 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２０１８ 

◆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。 
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◆質疑応答 

選考委員：江別カルタが非常に広がって素晴らしいと思う。 

今回は、語り部ということで３つの会社を選ばれたが、江別には他にも企

業がいっぱいある。なぜその 3 社を選んだのか教えてほしい。 

ＤＶＤ設置は、おそらく図書館や市民活動センターで受け入れると思うが、

もう少し資料が設置しやすいような方法を考えてみたらいいと思う。 

発 表 者：3 社の選考理由に関しては、会の中とわずかな人たちへのアンケートの中

で、江別の企業で昔からの話を聞きたい企業はあるかという意見を募った。

その中から共通の企業名としてあがったのが、誰もが知っているこの 3 社

だった。それが、選考の経緯である。 

ＤＶＤに関しては、お話があった通り、情報図書館、道立図書館、公民館

に置いている。市民活動センターにも貸出ということでＤＶＤを置いてい

るが、「ここでＤＶＤを借りることができる」という周知が不十分だったと

昨年度反省したので、今年度は周知に関しても考える必要があると思って

いる。 

 

選考委員：補助事業の最終年度を迎えるということで、中間的な総括をお聞きしたい。

この 2 年間で具体的にみなさんが想定していた到達目標までたどり着いて

きているのか、それを上回るような成果なのか、予想したところには至っ

ていないのか、その辺の進捗状況について教えていただきたい。 

発 表 者：１年目はインタビューの質問形式で話を広げる形で行った。これは、質問

する側もある程度知識がないといけないということで難しい部分もあっ

たが、臨機応変に話を展開できるという点では良かったと思っている。 

２年目は、反省点から少し考え方を変え、せっかく話を聞けるのであれば、

ぜひ、広く市民の方に会場に来ていただいて話を聞いてもらう方がいいと

思い、行った。 

３年目も同じようにしようと思っているが、問題点としては、質疑応答法

と違い、一方的に聞くというシーンが長くなるので、必ずしもこちらが描

いていた聞きたいことを、的を射て話していただけない場合がある。だか

ら、今年度は「こうしてほしい」という、こちらの聞きたいことを引き出

せるような形で、事前に話の内容を調整しながらやっていく必要があると

いうのが改善点である。 

どこまで達成できたかということに関しては、この 3 年間で達成ができた

かというとまだ不十分である。費用面の問題があるが、その捻出ができれ

ば、続けていかなくてはいけないと思っている。来年もこの支援なしでや

るということを確約することは難しいが、これが大きな課題ではないかと

思っている。 

 

選考委員：今年は、江別の歴史文化というテーマで 3 つの知名度の高い会社の経営者

にお話を伺うとあったが、企業の発展についてお話いただくような形なの

か。それとも、江別の開拓や発展、歴史や文化に重きを置いたお話をして

いただく予定なのか。 

発 表 者：後者の方である。現状の発展ではなく、江別に企業を作るという歴史的な

背景をぜひ聞きたいと思っている。昨年度の反省で、お話しいただいた３
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名の話が他の事業の題材と重なったので、今回は、この場にあらかじめ企

業というテーマでやるということで、３名の方をご紹介して、そのような

重なりがないように考えてみた。それも企業を選択した理由である。 

 

選考委員：のっぽろ７丁目放送局さんの申請書類を事前に拝見したところ、大体やろ

うとされていることが同じである。取材や講演会として２、３名の方のお

話を聞いてＤＶＤにまとめ、情報図書館や活動センターに置くという仕掛

け方までそっくりである。一緒に知恵を出し合ってやるとかやり方や対象

が重ならないようにするなど、協働のまちづくり活動支援事業なので、協

働という方向性は考えられないのか。 

発 表 者：１年目に関しては、私たち、江別創造舎とのっぽろ七丁目放送局さんで協

働ということで連携してやっていた。２年目はお互いの方向性や、やり方

が別れたので、協働ではなくお互い別々にやることにした。それによって

記録を残す範囲も増えるというイメージがあったが、逆に重なる部分もデ

メリットとして出てきた。昨年も指摘は受けたので、今回は題材が重なら

ないよう、企業という観点を前面に出すことで私たちの方向性をご理解い

ただこうと思い、話を進めた。 

 

選考委員：今年は３企業をお選びになったということだが、会則を拝見したときに、

こういう支援費用をいただいて活動するのに会則の中に「一般企業の発展

に伴う支援」が入っていることが引っかかる。この部分はどう考えている

のか。 

発 表 者：今のご指摘の部分、会則の趣旨と今回の支援事業との影響に関しては、ど

うお答えしたらいいのかわからない。ただ、選考したこの 3 社は、今回企

業にしようと決めた理由と会則の部分が連動していたわけではなく、偶然、

文化歴史の中で企業という一つのターゲットと考えただけである。厳密に

会則とは連携していない。 

 

聴 講 者：機材費など予算の見積もりの中身について聞きたい。 

発 表 者：昨年も含めて機材は購入せず、すべて自前の持ち出しでやっている。しか

し、備品という項目の中にどういう費用が含まれているのかわからない。

購入だけはしてないということはお答えできる。 

選考委員：今の質問に関して、申請書に若干の補足があるのでお伝えする。支出の区

分の中の「備品費」という項目の中には、チラシを作るためのインクカー

トリッジやＤＶＤの記録メディアなどの消耗品や備品が該当しそうな枠

組みになっている。それ以上の詳細は、私ではわからない。 

 

聴 講 者：江別の歴史とこれからの未来をつなぐためにいろいろやっていると思うが、

取材する相手をリクエストできるか聞きたい。ここを取材して作ってほし

いという希望がある。 

発 表 者：今までそういう「聞く」という部分が不十分だったので、ぜひ、そういう

声があれば聞いて反映していきたい。 
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４ 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】「プレーパーク」を楽しもう！～子どもの「遊び」の現状を考える～ 

◆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、継続的なプレーパーク開催に繋げる。 

 

◆質疑応答 

選考委員：少子高齢化などの問題がある中で、遊びを通じて、体力づくりや交流など、

色々なものがこの中に含まれていると思うので、非常に大事な取り組みだ

と思っている。一方で、川崎市など色々な視察をしながらお金を掛けてま

でやる必要があるのか。市民の税金を使うわけだから、ウェブで事例を取

り寄せて、そういうもので研修するなど、もう少しお金の使い方を考えて

いただきたい。せっかく良いことをしても何故こんなにお金が掛かるのか、

という批判も出るかもしれないのでその点はどうか。 

発 表 者：それに対して、この 3 人でお金を投じられるかどうか考えていた。プレー

パークという点であれば、札幌でも非常に多くのプレーパークが開催され

ているが、常設という形で子どもの居場所と考えていくと、道内のプレー

パークだけでは分かりきれないところがあるのではないかと思っている。

川崎にしても羽根木にしても色々なところからの視察を受け入れる対応

ができているプレーパークだということが分かった。費用のところから、

もし多すぎるということであれば、日帰りでも対応できるということまで

考えて今回盛り込ませていただいた。 

選考委員：そういう視察は一番の近道でもあるし、皆さん方もやりたいと思っている

と思うが、貴重なお金だからぜひ検討していただいて、皆さんの努力で進

めていただきたいと思っている。 

 

選考委員：プレーパークを 1 回か 2 回、ここで開催した結果、ここで難しい点として

何があるのか、その解決法などを見つけてから地方へ視察に行かれたらど

うか。 

行ってみて、ここで活動しても合わない場合があるし、また新たな疑問な

どが出てくると思うので、1 度開催してみてから時間を掛けて行かれたほ

うがいいのではないか。 

また、プレーパークを開催することは、非常に危険が伴うということで、

熊が出没することもあり、そういう対策は十分考えられていると思うが、

この皆さんのメンバーの中には男性の方はいるのか。 
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発 表 者：昨年の講演会に参加してくださった中には男性の方もおり、協力体制でお

声を掛けていただいている。また、広がりに関しては、地域の小学校のお

やじの会などとコラボということも考えており、お父さんたちのご協力と

かも想定している。今何人いるかという話では無いが、もちろん入ってい

る。 

視察に関して、札幌市で行われているプレーパークは常設ではないという

説明をしたが、1 ヶ月に 1 回や期間が開くところは 2、3 ヶ月に 1 回という

形でイベント的な感じで行われているのが殆どである。私たちも何度か見

学に行ったが、私たちの目指すものはそういうところではなく、できれば

常設に近い形で開催し、そこが子どもたちの居場所になり、地域での居場

所にもなるところを将来的には目指している。だから、羽根木と川崎のプ

レーパークはそういうところだと情報を得ているので、まずはそこを見て、

どんなところが江別で取り入れられるかを実際に見て、それを原動力とし

て来年にもつなげ、将来的に常設のプレーパークができればいいなと、私

たち 3 人は強く思っている。去年の参加者の中には、年齢層も様々で、子

育て中のお母さんだけではなく、地域で見守りボランティアをしてくださ

っている男性の方や、子育てひろばを開設されたような男性もいらっしゃ

るので、たくさんの人達と繋がり合って色んなところに発信しながらみん

なでやっていけたらいいなと思っている。 

プレーパークを開催する際には、子どもたちがたくさん来るが、その中に

は貧困や、家庭に家族が居なくて寂しくてなんとなく来るような子がいた

りする。プレーパークを開催するということは、同時にそういう子どもた

ちの背景も見えてくる。その中でプレーパークを運営する際に、様々な問

題を抱えた子どもたちが来た時に、私たちはその子どもたちとどう向き合

っていくのか、またそれに対して、様々なお子様と関わっている人たちに

どのように繋いでいけるのかをきちんと勉強したうえで、お子さんたちを

迎えたいということもある。だからできる限りの視察や、他のところでや

っている連携などもしっかりと見たうえで、色々展開していけたらいいと

いう思いで視察を入れた。ただ単に遊びを見に行くということではなく、

そういうことを中心に見ていきたいということで予算に入れさせていただ

いた。 

 

選考委員：視察に関しての考え方はプレゼンテーションの中では触れられていなかっ

たので、私たちにも伝わらなかったと思う。皆さんの目指している方向性

や志、思いも含めてものすごく共感できるところが多かったと思う。私の

感想と質問が 1 点あるが、常設のプレーパークを目指したい、イベント的

な月 1 回のプレーパークでは本来の目的や効果を達成できないという考え

はその通りだと思うが、その一方で、場所の確保がまだ十分に出来ている

わけではない。また、申請書にあった、お試しプレーパークを 7 月に予定

されているようだが、まだ場所の申請も確保、担保できたわけではない。

大きな目標はとても素晴らしいが、一つ一つ目の前のことをしっかりと潰

していきながらやってはどうか。予算申請にも、先程のスライドにも、江

別市側のプレーパークマップを作りたいとあり、予算として 3 万円を計上

しているが、マップが作れるほどの熟度になるのか、ということが聞いて
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いても分からないし、今年はその準備ができているのかどうかが、私たち

には伝わりにくい面があった。お話の口調がとても明瞭で聞きやすかった

反面、中身に対しての実現性を担保できる情報が少なかったのかなという

のが感想である。 

質問として、担い手の方にプレーパークを運営するスタッフの方の訓練や、

人材の確保はどのぐらいの見極めがあるか。 

発 表 者：実際にプレーパークを開催するにはプレーリーダーを養成していくことが、

プレーパークの継続には非常に重要になってくると思っている。札幌では

実際にプレーリーダーの養成講座が年に数回行われており、私たちも参加

できることは確認している。しかし、江別で開催していくことがとても大

事になると思うので、そこを行政などに働きかけている。場所について未

確定という話もあったが、２、３年前から市の方に予算要望を出して、子

どもたちのために予算を組んで欲しいということを、江別子どもの未来を

考える会で出しているが、その時に直接副市長さんにお会いして、既に実

際にプレーパーク視察に行っていて、場所についても相談してください、

というお話はいただいているので、プレーリーダー養成に関しても札幌に

プレーリーダーを送り込むのではなく、江別で開催できたらいいなと考え

ている。 

  

聴 講 者：私の経験、感じ方で言うと学校・保育所・児童会館と連携していかなけれ

ばならないと思うのが 1 点。 

江別にはどういう組織があるかわからないが、例えば札幌で言うと子ども

支援係などがあり、子ども支援係と手を合わせてそこから声をかけてもら

う。公園を利用される話をしたが、大麻西町公園や、南町公園などを、そ

の組織で申請するよりも、自治連や自治会から申請を出した方が、何も問

題なくできると思うので、そういったものを有効に使わないといけないと

思う。 

この会場にも自治会長さんがいるわけだから、そういう形で一緒にやって

もらえるような方向を取るように持っていければ話を前に進めると思う。 

すごく素晴らしい活動だと思っている。私も計画しているものがあるが、

やはり子どもたちと一緒にやるには多くの人を巻き込まなければいけない

と私としては思っている。だからみなさんもぜひ頑張ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

５ フォーラム野幌の森 

 

【事業名】野幌原始林の過去を知り、未来を考える 

◆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、「野幌原始林」

の成り立ちを市民に理解してもらい、市民とともに守っていく方法を考える。 

 

◆質疑応答 

選考委員：野幌原始林の今までの成り立ち経緯や、町村元道知事が以前政策として主

張されていた、車を入れない無車道の理念ということは分かったし、皆さ

んの原始林に対するものすごく深い愛情も伝わってきたが、今回は協働の

まちづくりという補助事業の範囲内で何をやりたいのかというのが少し

分かりにくかった。おそらく色々な活動などをプレゼンテーションしてい

ただいている内容は、市民や子どもたち、高齢者である人達は江別市民に

とってこういうことで困っており、こういうニーズがあるということを解

決するためのご提案だと思うが、原始林を守ろうという切迫した事情があ

るのか、ニーズがあるのかというのが少し分かりにくかった。 

質問として、事務局からの昨年度の補助金申請のメニューを拝見するとメ

ンションは違うが、フォーラム野幌の森という組織が前回の 3 年間、この

助成を受けて活動されているように見受けられる。今までの 3 年間の活動

と、これから 3 年間やろうとしていることの活動の違いは何か。内容を見

るとリーフレットを作って配布したいというところでは、割と共通する取

り組みがあるのではないか。 

発 表 者：昨年、地図を制作したが、森を利用するにあたり、マナーを守ろうという

ことが書いてある。関矢孫左衛門についても書かれており、それを配布し

た。今月の 17、8 日に野幌原始林でのイベントの参加者である江別、新さ

っぽろ、北広島の方々にも配布した。今後も、毎年注文が来るのでお金を

継続して使わせていただきたいと思っている。今回は具体的に何をやるの

か、正直なところ何をやればいいのか分からない。車の通行が止められる

のか。実は江別市へ 17 年間お願いに行っていたが、小川市長の時代に、

市としてこの道路の通行はやめようと実際に市長が動いてくれた。それは

野幌自治会の方が了解する前提だったが、大事な道路だから駄目だという

市民の声でこの計画は止まっている。どうして駄目なのかも自治会は話し

てもらえず、市に聞いても自治会で決断されているので止められては困る

ということで詰まっている。 

選考委員：色々な思いは通じて来るが、今回はどういう活動をしたいと思っているの



11 

か、そのためにはどういうお金が掛かるのかという審査する場なので、車

を止めるためにはどうしたら良いのか、なにか活動をしていきたいので、

お金が欲しいという状況に近ければ、審査員を任された立場として、補助

金を使って良いというお答えはしづらい。合意形成や意見交換などを既に

されていて、なにかやるべきことや、やれることが見つかった段階であれ

ば話し合いに乗れると思うが、少し手前のように感じるので、今の段階で

は難しい感じがする。 

発 表 者：説明が悪くてすみません。ただ、北海道から江別市に廃道にしなさいとい

う通知は過去に出ている。 

 

選考委員：原始林への思いはとても伝わるが、今年度はこういう活動をしていきたい

ところを明確にしてもらわないと、審査のしようが無いと思っている。先

週の日曜日にファミリーウォーキングに参加したが、パンフレットの配布

などの活動をしていることは分かっており、非常に良い活動だと思ってい

る。しかし、そういう活動だけではなく、中身を充実させるために、講演

やパンフレットなど色々な方法があると思うが、どうか。 

発 表 者：昨年までの 3 年間はマナーのところをやってきた。次に何が必要かと言う

と、北海道命名 150 年になるのにそれを生かしていない。その歴史的なデ

ータを使い、どういう形に持っていったらいいかということを、市民と一

緒に考えて、未来図を作ろうというのが 1 年目の位置付けである。講演会

なども当然やる。 

 

 

６ 支え合いの拠点（居場所）づくりの支援のための研究・実践グループ 

 

【事業名】研修会「地域の居場所のつくり方～地域住民と考える～」 

◆事業内容 

○社会福祉協議会コーディネーター等を講師として講義、実践者による取り組み報告

を含めた研修会を開催する。 

 

◆質疑応答 

選考委員：今、全国的に色々と注目されていて、広がりつつある子ども食堂、それか

ら高齢者や地域の住民を含めた地域食堂という取り組みに関しては、とて

も意義がある活動ではないかと思っている。その一方で、今回のまちづく

り活動支援事業に申し込まれた事業内容、お金の支出などを拝見すると、

これは昨年度、江別市の大学連携の調査研究のお金を使ってお呼びした人
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と共通する人をもう 1 回市民向けに呼ぼうということなのか。 

発 表 者：はい。 

選考委員：同じ人を呼び、同じ話をしていただくのであれば、財源としては江別市の

税金、江別市が持っているお金で同じ人を呼ぶことになり、同じような話

をするために 2 回使ってしまうように見える。最初は、実践してみて新た

な課題や新たな目標が見つかったから、それに関して違う観点でお話をい

ただくようなことだと思ったのだが、それに少し引っかかりがある。 

既に実践されている尾形先生が一人で、あるいは、北翔大学の先生や学生

さんだけで展開していくことは難しいだろうから、次の担い手育成のため

の研修会なのか、目的があってまだ良く知られていない市民向けのシンポ

ジウム的なのか、その位置づけが少し分かりにくかったので、それはどの

ような方を対象に、どのような話をする予定なのか。 

発 表 者：1 点目に関しては、全く同じ話をしていただくつもりはない。対象が江別

市民ということで、専門職ではないので、市民の方に分かってもらえるよ

うな話にしたいと思っている。前回はそういう意味では分かりにくかった。

つまりは、前提を話すことなく、内容に入ってしまったということもある

ので、今回は、少しやってみたいのだけれども、どうしたらできるのだろ

うと思っている方にやってみようと思っていただくような話にしたいと

思っている。 

また、目的は最後に述べたように、私たちはもっと歩いていけるような所

に、子ども食堂や地域食堂などの居場所があるべきだと思っているので、

それを作るというところがとても重要だと思っている。そういう意味では

住民の中で全く関心の無い方はいらっしゃらないだろうから、私たちの研

修を聞いていただいたり、新聞で最近、子ども食堂のことが取り上げられ

たりしているので、そういう刺激を受けて踏み出してもらうことが目的に

なっている。自然にお仲間の方とやってみたいというときの手がかりにな

るような話をしていただこうと思っているし、私たちがやってきた内容も

加味して、または江別市で他の子ども食堂をスタートされたという現状も

含めながら話をしていただこうと思っているので全く同じ内容ではない。 

 

選考委員：申請書を拝見すると今年がスタートの年で、もし可能であれば来年度、再

来年度と、この事業への申請を希望したいというふうに話が付けられてい

るが、3 カ年計画で、最終的なゴールや目標が少し先程の話では見えにく

かった。色んな地域で展開できるようなガイドラインやノウハウ集みたい

な冊子を目指しているのか。今、一つの点でしか無いものを 5 ヶ所や 10

ヶ所へと展開することがゴールなのか、どこを目指しているかお聞きした

い。 

発 表 者：現時点でのみなさんとゆるやかに話し合った構想では、基本的にはノウハ

ウ集も出来たらいいと思っている。ノウハウ集を見ながらやってくださる

方も出てきていただけるだろうし、また実際にやっている私たちも含めて、

ここはもう少し広げたほうがいいとか、ここが足りないなど、チェックで

きるような、実際に始めるためのノウハウと、継続するためのノウハウを

広げていけたらいい。できれば全日型、そして毎日型の居場所をつくるた

めにはどうしたらいいか、ノウハウというのは段階があると思っているの



13 

で、出来ればそこまでやりたいと思っている。しかし 3 年でそこまで行く

かどうかは、住民の方と協力しながら考えていこうと思っている。 

 

 

７ のっぽろ七丁目放送局 

 

【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：大変良い活動をされている内容だが、事業が似ている江別創造舎さんと一

緒に活動をして進めていけるようにどうかと、我々市民としては感じる。 

発 表 者：一昨年までは江別創造舎さんと一緒にやっていた。先程、江別創造舎さん

が方向性の違いという事をおっしゃっていたが、私たちがやりたいことと、

江別創造舎さんがやりたいことというのが乖離してきてしまっている。そ

もそも 1 回目の一昨年のものは、全部私たちのほうで機材などを使ってい

たのだが、江別創造舎さんと目的、趣向が違うということで、去年は別々

に申請し、私たちは私たちでやらせていただいた。 

 

選考委員：目的は違うかもしれないが、編集するうえで機材関係など、共有して得ら

れるものがあるかもしれないので、その辺も含め、一緒になってやってい

ただければ、経費も掛からないで良いものができるのではないか。 

発 表 者：そうなればいいと思っていたのだが、そういうことにはならずに、つくる

ものが違うので、私たちがやりたいのは古い人たちの残す言葉、姿を残し

たい。江別創造舎さんは今の経済の実際にやっている方の姿を残したいと

いうことになっている。例えば、江別創造舎さんのほうからビデオを撮っ

てくれということであれば協力はできるのだが、残す内容が違うので、私

たちの事業としては考えていない内容である。だから私たちができるのは、

そういう古い方々を探すこと、その姿、言葉を残すこと、それを私たちの

手でやることである。あとはビデオの撮影などは別の仕事であって、頼ま

れればやらないことはないが、私たちのやりたいことと、江別創造舎さん

のやりたいことが違っているということで、去年から別々に事業を行うこ

とになった。 
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選考委員：制作された番組や動画に関しては DVD をつくり、プレスをするということ

では江別創造舎さんとのっぽろ七丁目放送局さんともに共通されている

のだが、のっぽろ七丁目放送局さんはアーカイブ化したり、ウェブに載せ

たり、DVD やブルーレイなどのメディアに頼らないやり方ができそうな気

がするがどうか。 

発 表 者：番組の中でも紹介しているし、インターネットの中にアーカイブがある。

それでその都度、例えば Facebook のほうで画像の掲載などを常にしてい

る。放送局の中には一昨年や昨年のインタビューもあり、これからもそう

いうのをどんどん載せていって、見たいと思った人が見られる状況にして

いる。 

 

選考委員：その割には今年度の事業費の総額 16 万 9 千円に対して、DVD 製造費が 4 万

円というのが少し割合高いと思う。むしろそこを削ってでも他のところに

お金が回せるのではないか。 

発 表 者：DVD の制作費というのは印刷やコピーも入っている金額なので、決してそ

れは多い金額でないと思っている。 

 

選考委員：マスター1 個を作って、あとは DVD をメディアにコピーするだけではない

のか。 

発 表 者：こちらのようにパッケージなども作っている。ただ単純に中身だけだと掛

からなく、外見のほうが掛かっている。 

 

聴 講 者：のっぽろ七丁目放送局は以前見ていたりしていたのだが、最近は全く見な

くなった。着実に放送記録しているのに、非常にもったいないと思う。今

回ののっぽろ七丁目放送局は、誰が出るなどを見たりすると気になったり

するが、もっと知らしめる方法として、ネットワークを活用していかない

と、せっかくこれだけお金と苦労して作っているのに、もったいない気が

してしまう。そのあたり頭を捻る方法はないか。 

発 表 者：常々考えている。一つの原因はスタッフ不足、それと予算不足で手が回っ

ていない。今まで色んなイベントも取材して、お祭りやスノーフェスティ

バルなどを取材して番組を作っている。以前、江別のプロジェクトを考え

る組織があり、そこにものっぽろ七丁目放送局と連携してやらないかとこ

ちらから提案をしており、良いことだと返事が書かれていたが、一切こち

ら側にアタックは無かった。良いことをやっているつもりだが、行政のほ

うでも利用してくれない。もっと利用してくれればいいのにと、こちらが

思っているぐらいである。 


