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平成３１年度 協働のまちづくり活動支援事業公開プレゼンテーション 

 

＜事業内容・質疑応答＞ 

 

１ メディネット江別 
（協働の相手方：えべつ手話の会） 

 

【事業名】手話啓発映像作成と市民活動団体のＣＭ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。 

 

今年度は手話啓発映像の作成と市民活動団体のコマーシャル作成で、この事業を今

年から新たにやっていきたいと思い立ち上げた。これから説明するが、連携団体とし

て賛同してくれるえべつ手話の会に挨拶を頂く。 

 

【手話の会】 

2019 年 4 月 1 日江別市手話言語条例が施行された。私達えべつ手話の会は、市民の

皆さんに手話が言語であることを知っていただくためには、手話を映像で表現し、実

際の目で見てもらうことが大事だと考えている。江別市の歌「風はみどり」を手話歌

で表現することで、手話を広く知ってもらう機会が増え、手話を身近に感じてもらえ

るようになると思う。これをメディネット江別のビデオ制作技術で実現できると考え

賛同した。 

 

まず、メディネット江別は平成 24 年 11 月に会員数 18 名で立ち上げた。主な活動

としては情報発信、管理業務、そしてイベントの記録等のビデオ製作をしている。そ

の中の一環として、今回、手話の動画を作成することを考えている。この協働のまち

づくり支援事業の参画の実績だが、平成 25 年から 27 年で「わがまち江別を知ろう、

知らせよう事業」ということで、ビデオによる情報発信の活動をしている。それから

平成 29 年と 30 年に市民活動団体を紹介するビデオ作成をやっている。これはコマー

シャル形式で作っている。それから、えべつ手話の会の内容だが、設立は昭和 51 年 6

月、会員数は 72 名で、代表は先程挨拶された村竹さん。設立の趣旨としては、手話

を取得して会員相互の親睦と融和を図るということと、聴覚障害者の問題を考えて活

動をしており、これは手話言語条例の制定に繋がっている。主な活動内容としては、

手話学習会の実施で、これは夜の部と昼の部がある。また、手話を通じて交流、学習
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会を実施している。これは親睦を深めるという意味で、お花見やボウリング大会、新

年会等もされていると聞いている。会報は年に 10 回発行している。昨年度までの私

どものコマーシャルの作成事業の実績だが、結成から現在まで映像を 300 コンテンツ

以上作成している。これは HP の方に掲載している。今はその HP が動いていない状況

だが、これから再度立ち上げていきたいと思う。次にコマーシャルの作成実績、これ

は平成 29 年、30 年に行ったもので、合計 8 団体行っている。 

次に本題だが、手話言語ビデオを作成する。これは「風はみどり」という江別百年

を記念して製作された歌だが、この「風はみどり」に手話をはめ込んでいくというも

ので、試しに現段階の設備で製作してみた。これは右上の方にバックそのままで出て

いる状態で、これでも良いと思うが、これではまだまだ映像としては良くない。続い

ては、同じような「風はみどり」で、これはクロマキーという技術を使って、映像を

画面の中にはめ込んでいくということで、ご覧のように手話をあたかも風景の中でや

っているように見えているが、問題としてバックの色が少し出てしまう。この状態の

ままでは、私ども映像を作る側としては首をかしげるというところである。それを解

決するためには、作成したときに映像のバックを出さないよう、綺麗にメイン映像に

映像を被せるという、クロマキー技術というものを使いたい。紹介したグリーンバッ

クという裏側にバックをして、それに映像をはめ込むと、まるで画像の中に居るよう

なものになる。これを技術的に行っていくためにはやはり機材がいるということにな

る。 

      もう一つ、私どもの事業としては、手話をまなぼう企画ということで、生涯学習情

報誌「ららら」に手話を掲載おり、裏面の一番下にある「手話をまなぼう」というコ

ーナーの中に QR コードを載せている。これをスマートフォンで読み取ると、メディ

ネット江別の HP にアクセスできる。現在、「手話をまなぼう」動画は 3 コンテンツ上

げている。もう一つ、新事業の概要としては、まだ 3、4 つあるが、コマーシャルビ

デオの作成は、継続して行っていきたいと思っており、また、観光ボランティアガイ

ドのまちあるきや活動状況を、ビデオで紹介するというのも従来通り継続していきた

いと思っている。それから本事業による効果としては、手話言語条例が立ち上がり、

これをもっと身近なものになるように普及に寄与したいと思い、そのために「風はみ

どり」や「ららら」の紙面から手話言語を紹介する。それから市民活動団体の宣伝 CM

の作成によって、市民活動団体の宣伝効果も上げて行きたい。また、今までやってき

た市民活動団体の支援活動を継続していきたいと思っている。 

      実施事業の収支予算だが、一応 17 万 2612 円を計上しようを思っている。この中に

は撮影機材でグリーンバックとライトスタンド、ワイヤレスシステムなど、こういっ

た一式を揃えると約 12 万 2000 円になる。そこで、江別市に 15 万円をご支援いただ

けないかと思っている。 

 

◆質疑応答 

【選考委員】これまでの活動実績が豊富な２つの団体が一緒にやられていくという取

り組みは、私達もすごく期待している。お聞きしたいが、今年度から、新

規の事業提案としてお話をいただいたが、今年度は 3 団体ほどの CM ビデ

オの作成を予定されていることだった。それは、新規に手話を含めたビデ

オや動画を作られるのか、それとも今まで撮り溜めされていたものに手話

を加えて再編集していくのか。 
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【発 表 者】「風はみどり」という CD があるが、昔、映像をバックにその曲を使い、

一緒にコラボしたものを作った。それは市民活動センターのビデオコーナ

ーの中で公開されており、メンバーが、更にまた色々作っている。それが

偶然あったので、これに手話を合わせていき、制作していく。手話を乗せ

ることについては新しく撮らないと出来ないので、新しく映像を撮ってい

く。そのときにグリーンバックや照明などが必要になってくる。 

 

【選考委員】私が聞きたかったのは CM ビデオの作成として、今期 3 団体程度を想定

と書かれているが、今までの活動を継続して 3 団体のビデオを手話無しで

作られるということか。 

 

【発 表 者】そういうことになる。1分間 CMというのは今までの活動の延長線になる。 

 

【選考委員】そこには手話を導入するというご予定はないか。 

 

【発 表 者】今は想定していない。 

 

【選考委員】そこが少しもったいなく感じてしてしまう。 

 

【発 表 者】それについてはえべつ手話の会と相談をしながらやっていきたいと思う。

紹介する団体の許可が下りればその方法も出来ると思う。 

 

【選考委員】今後撮られるビデオには手話の映像が入っているような活動をずっとさ

れると思っていたが、そうではなく「風はみどり」の歌詞だけか。 

 

【発 表 者】今期はその予定である。 

 

【選考委員】クロマキー技術、グリーンバッグの機材等の購入がかなり高額だが、こ

の技術を取り入れなくても手話の会の「風はみどり」は構成できるのでは。 

 

【発 表 者】先程 2 種類の映像を見せたが、後ろのバックが灰色や壁の色だとその色

が残ってしまう。それであたかも緑の中で手話をやっているようなものを

出したほうが良いと思い、グリーンバッグの技術を使ってやりたいと思っ

ている。 

 

【選考委員】私から重ねてもう 1 点だけご提案になるが、もし予算のやりくり上、資

材に掛けられるお金が足りなくなったとき、例えば今回も各団体からの申

請額が予算の目安を超えているので、もし金額が減らされて査定を受けた

りしても、協働のまちづくりとして、私が所属している情報大学にはスタ

ジオがあり、グリーンバックやブルーバックも使えるように私から手配で

きる。困ったら言っていただければ、施設や資材を必要に応じてお貸し出

来ると思うので相談して欲しい。 
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【発 表 者】ただ、今回は「風はみどり」ということでやっているが、それとは別に

他の依頼もあり、それは CM 事業とは別な話で、これも対応していくには

私ども自前で持っておかないとできないし、もし今回が私どもが希望して

いる金額でなくても機材は購入しているので進めていきたいと思う。 

 

 

 

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 eco） 

◆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。 

 

私達は、ワーカーズ・コレクティブという働き方をしている。労働に関しての報酬

は受けるが、利益を生み出すことが目的ではない非営利事業であり、地域や社会に有

益なものであることが原則の社会貢献活動を主としている。収益事業は、主に依頼者

のご自宅へ訪問する個人保育、講演会などイベントに参加する方たちのお子さんを別

室で預かる集団保育、そして、江別市子育てひろば、ぽこあぽこの受付業務、隣接す

る託児ルームの運営とになっている。地域活動としてのおやこ広場は、2016 年から新

栄会館で開催している。その他もイベントの開催をしており、過去に、この協働のま

ちづくりの助成金を 2 年間いただき、親子向けにリフレッシュ講座や日曜ひろばを開

催するなど、地域に根ざした活動をしており、形を変えて現在も継続して行っている。

今回の e-たいむもこの活動の一環になる。他団体の協力を得ながら続けており、年に

一度開催する「親子ではっぴぃきらきらたいむ」も今年で 8 年目になり、地域のお祭

りにも参加している。 

2016 年 10 月に、「地域サロンきらきらカフェ e-たいむ」を始めた。そのきっかけ

は団地に住むママからの声で、近隣の人と交流がなく寂しい、顔を合わせる機会が少

なくなり話さなくなったなどがある。e-たいむの e には色んな意味が込められている。

子育て中のママは意外に孤独である。また、1 人暮らしの方や、ご近所で付き合いが

希薄で、誰とも話す事無く 1 年中居ることも少なくない。新聞の記事に、年 4 回集う

ことで、認知症の予防になるという記事が掲載されていた。自治会のくくりがなく、

どこに住んでいても、どんな年齢の方でも参加できるサロンは、きっとこの先、必要

性が増してくると思うので、地域の方々と作り上げていきたい。新栄会館は開かれた

会館を目指しており、江別中の人達に使って欲しい場所だと市の方から話をいただい
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た。本日一緒に来ている、会館の管理を任されている三浦さんを始め、町内の方々に

お世話になりながら、毎週月曜日の休館日を広場として利用させてもらっている。兼

ねてからきらきらでは、三世代の交流ができる場の提供を考えていたので、またとな

いチャンスの到来だった。実施日は、第 3 水曜日、時間帯は 10 時半から 13 時。現在

は、広報として毎週行っているおやこ広場のご案内と、新栄団地に住む方々を対象に

PR している。団地に住む方からのご提案で、各団地の出入口掲示板にチラシを貼らせ

てもらい、2 日前にポスティングをするなど、試行錯誤をしている。その他には、一

昨年学習した SNS を使ったお知らせ、情報発信や、イベントでのチラシ配布、会館で

の日程表示などをしている。また、開催時には、1 年目の助成金で購入した、のぼり

旗を掲げることで周知を図っている。3 日前にも e-たいむがあったが、のぼり旗が見

えて興味あって来たという親子さんの来場があったので、購入させていただいてよか

ったと実感している。昨年度は、毎月お楽しみ企画として、出前講座の活用や市内で

活躍されている方をお呼びしている。e-たいむの e は enjoy も含まれているので、ひ

ろばに参加してくれているママのヨガを始め、ボランティア団体の方々による歌や音

楽、寒い時期には e-たいむの e で eco ということで、保温調理や身近なものをつかっ

た小物作りをして大変好評を頂いた。今年度は、更にパワーアップして、様々な計画

を企画している。毎月のお楽しみを考えるのはこちらも大変楽しく、また、いくつか

の講師の方には、昨年好評だった経緯もあり、今年度もお願いをすると、とても快く

引き受けていただけて、つながりが深くなっていることを感じ嬉しく思っている。子

どもたちも、いつもの広場で慣れている空間なので大人のお楽しみ企画の傍らで、の

びのびと遊んで過ごしている。今年度は、これまで e-たいむに足を運んでくれていた

ご近所の方が、ボランティアとして私達とともに活動してくれることとなり、参加者

にお互いに交流しやすいようにと、名札を作ってくれたり、折り紙の折り図があった

方が分かりやすいのではと用意してくれたり、大変助かっている。また、年間スケジ

ュールを会場に張り出すことも続けている。これにより、毎週月曜日のおやこ広場へ

来場したママたちの目にも止まり、この月に参加してみたいという声も聞けるように

なった。今年の 11 月には 1 日イベントの e-たいむまつりを開催する予定。祝日にあ

たる土曜日を予定しており、いつもはママとお子さんだったり、パパと来たり、ひろ

ばを卒業して、幼稚園や小学校のお兄ちゃんお姉ちゃんになった子達と、また会える

のではないかと思い、楽しみにしている。また、昨年同様に、学生ボランティアの呼

びかけも考えている。昨年度の平均来場者組数は 13 組くらいとなっており、一昨年

に比べ 102 名増の参加者があった。 

予算では、協働のまちづくりは単年度のみの助成金ではなく、3 年計画となってい

るので、助成金が無くなった 4 年目からも引き続き活動をしていくことを考え、予算

を組んだ。この事業の継続性と今後については、現在はコーヒーとお菓子代で参加費

として 100 円をいただいているが、今後、広い調理場を活かし、食の提供を考えてい

る。一緒にお茶の時間を過ごすことや、他の方とのかかわり合いの中で、笑ったり、

泣いたり、感心したりすることで、心豊かで暖かな輪が地域に広がっていくことを願

っている。そして、今はきらきらでボランティアの方にご協力を得ているが、ボラン

ティアさんとの輪も広がり、顔の見える関係、子育て世代と今は子育てとは縁のない

という方をも繋ぎ、地域の活性となることを願っている。今回、この場に新栄自治会

の会館の管理をしている三浦さんに来ていただいているので一言頂きたい。 
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【新栄自治会】 

新栄会館に老人が多い中、本当に若い人たちが、お子さんの声あり、若い人の声あ

り、でとても嬉しく思っている。私も毎回参加できるわけではないが、とても明るく

楽しい雰囲気で、年間行事もきちんとできており、今度は何だろうと楽しみにしてい

る。これからも楽しく明るくやっていけたらと思う。 

 

◆質疑応答 

【選考委員】２年間、着実に取り組まれて、成果も広がってきているようで、引き続

き頑張っていただきたいと思う。質問として、ご報告の中にあるが３年目

ということで、 きらきらカフェ e-たいむは、補助事業という意味では今

年度で一区切りだが、今後に向けて皆さんの活動でどういうことが課題に

なっていきそうなのか、どうやったらその課題を解決できそうか、イメー

ジを持たれていたら、思いつきでも構わないので教えていただきたい。 

 

【発 表 者】もちろん補助事業では一区切りだが、絶対に続けていきたいと思ってい

る。必要性は必ず増してくると思うので、助成金が無くなっても引き続き

できるように、備品のところはこの３年間にしっかり購入した。あとは会

費や、前回の 2 年目のときに赤い羽根の共同募金をおすすめいただき、今

年も 2 万円いただくことになった。会費とそちらの方でなんとか出来るよ

うにし、広い食事が作れる場所を利用して、食事を作ることも考えている

ので、ずっと続けていけるようにしていきたいと思っている。 

 

【選考委員】昨年から見たら、確かに少しずつ広く深く結果が出ており、とても嬉し

く思う。申請書の中を見ると、予算の中には新栄自治会の補助金というも

のは無いのか。これから補助金がなくなるとしても、例えば隣の見晴台地

域でも高齢者のサロンを開催しているところへのコラボや、年に何回か交

流をする予定はあるか。そのような近隣の自治会とは何か考えているのか。 

 

【発 表 者】近隣の状況もお話も耳に入ってきており、横のつながりは必ず大切にし

て続けていきたいと思っているので、お声掛けていただければぜひ検討し

たいと思っている。横とのつながりはとにかく大事にしようと思っている

ので考えたい。1 つ目の質問の自治会からの補助金をいただいていない状

況には、こちらの協働のまちづくりの支援事業で十分にやっていける状況

だったのでまだお声掛けはしていない状況。ただ、もし今後 4 年目のとき

で困った時には、そのような協力をいただければと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

３ えべつあそび場創造プロジェクト 

  （協働の相手方：しらかば自治会） 

 

【事業名】地域にあそび場をつくろう 

◆事業内容 

○子どもたちのあそび場、住民同士の交流の場を作ること、地域施設と住民のつなが

りを作ることを目的とする。 

 

えべつあそび場創造プロジェクト（あそプロ）とこれまでの活動を簡単に紹介する。

地域に住む子どもたちに遊び場を提供する活動を、しらかば自治会二区青少年育成部

の事業として行っており、通年行事の他に、日曜日に子どもが遊べるように、鉄南地

区センターを開放する遊びの会活動を実施している。きっかけとして、私の娘が日曜

日に遊びに行くところがない、という一言から始まった。近所の東野幌青少年会館は

多数の子どもたちが集まり、遊ぶ約束をしなくても皆で楽しめる場になっているが、

日曜日や祝日は休館になってしまうので、それができないことを嘆いての発言だった。

この会の効果として、参加した子どもたちは普段とは異なる遊びができることを喜ん

でおり、有意義な事業であると実感している。この遊びの会を簡単に説明する。どん

な事をしているかというと私の家のおもちゃを会場へ持参し、子どもたちに自由に遊

ばせ、子ども同士の交流促進を図っている。自治会行事の余り物を使い、ラジオ体操

の景品で余った花火を使って花火大会を開いたり、クリスマスの集いで余ったケーキ

を配布したりして、お金を掛けずに今までは活動をしていた。 

ここからが本年度の事業の本題になるが、実際に自治会の行事の中で、娘の同級生

のお母さんたちから聞いた話で、たまには子育てから開放されたい、親同士で話がで

きる機会が少ないと言っていた。このイラストはインスタグラムで子育て中のお母さ

んたちが書いている産後カルタというものを引用した。「おひるねちゅう なにをしよ

うか あっおきた」、「ママともの つくりかたって どうやるの？」。お母さんたちは

24 時間休むこと無く働いており、自分の時間を作れない人もいると思う。大人だって

休みたい。その一方でこの様な悩みもある。この後紹介する地域にある施設で聞いた

悩みに、地域に溶け込みたいがどうしたら良いのかわからない、交流スペースを作っ

たのに利用の機会がほとんど無いなど、地域に繋がりが欲しいのに、きっかけが作れ

なくてもどかしさを感じている。一見、関係なさそうだが、この 2 つの悩みは同時に

解決できるのではと思いついた。それでこの事業は、地域まず、施設を子ども達の遊

び場とすること。本年度は介護付き有料老人ホーム「蓮音（れのん）」の地域交流スペ

ースを利用して毎月 1 回、日曜午後に遊びの会を実施する。その施設の特色を活かし

た遊びを提供することで、施設が地域へのアピールを出来るようになる。次に大人の

休息の場づくりで、子どもは目の届く範囲にいるが、世話は不要という感情を作るこ
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とで、良い息抜きが出来ると考えている。また、情報交換の親睦を深める場としても

効果が見込める。遊んでいる子どもたちを眺めながら美味しいコーヒーを楽しんで欲

しいと思う。提供するコーヒーは小林珈琲店でお願いしている。味もさることながら、

演出効果が非常に高いもので、子どもたちにも喜んでもらえると思う。次に、地域施

設を利用して、住民の交流を作るために、蓮音（れのん）のある緑ケ丘や野幌若葉町、

そして東野幌本町が中心となるが、他地域からの来場を制限するのではなく、誰でも

参加可能である。この地域に位置するしらかば自治会には、連携団体として会報や回

覧板での広報活動をしていただく。しらかば自治会としても、住民同士の交流促進は

大きなメリットである。ここで、しらかば自治会から連携のメリットについて説明し

てもらう。 

 

【しらかば自治会】 

まず、私の自治会は 1 区から 4 区に分かれており、1 区あたり大体 300 世帯、全体

で 1,100 ぐらいいる。3、4 前から地域開発などで住宅が 200 戸以上増え、そのほとん

どが若いお母さんで、当然ながら小さな子ども達がたくさんおり、活気ある自治会に

なっている。今後は若い人たちが主体となって、ぜひ、若いお母さん方に、また、子

どもたちの良い遊び場として地域にある物を有効活用して欲しい。お金ではなく、場

所や新聞などで活動を広めて行きたいという趣旨だったので、私も後押ししたいと考

えている。 

   

次に、本事業の収支の予算については、収入は 13 万 5000 円を計上している。内訳

としては自己資金が 1 万 5000 円、協働のまちづくり活動支援事業での補助金は 12 万

円を見込んでいる。支出の内訳としては、まずはおもちゃで、私が持っているおもち

ゃは、息子が 4 歳の頃に購入したもので 10 年以上前のものになる。壊れたら自分で直

すことを繰り返して、何とか使っている状況である。これらを刷新するためにも予算

として計上している。保険は必須だと考えている。次に広告費として書いてある通り。   

次に、その他の交通費で、本事業はあそびの会開催時の物品搬送だけではなく、新た

な遊び場を選定するために、下見や契約等で市内中を何度も移動するために計上して

いる。最後にコーヒー代だが、食糧費というのは経費としては認められていないが、

コーヒーの提供は本事業における最重要項目と考えている。お父さんお母さん達が美

味しいコーヒーを飲みながらほっと一息ついてほしい。その思いを実現するためにも

計上している。これらにより支出合計は 13 万 5000 円となる。ここから先は今後に向

けての話で、遊び場の増加については、他の地域でも同様の遊びの会は実施できると

考えており、翌年度の事業として計画している。今年度は蓮音だけだが、これが江別

市内の色んなところに広がっていけたら良いなと考えている。次が、施設同士の連携

で、遊び場が増えれば、それぞれが連携してお祭りのようにイベントが出来ると考え

ているので、3 年目に考えている。だが、これについては遊びの会のファンになって

もらわなければいけないと思うので、施設と一緒に飽きられない工夫をする必要があ

ると考えている。規模の拡大は、スタッフが足りないと運営が成り立たないので、仲

間を募っていくことも目標である。最後に、今後に向けて補助金なしで運営していく

ために、今は自己資金でやっているが、ファンドレイジングの充実を図って、資金を

得ていくことが必要だと考えている。仮に補助を受けられたとしても、その間にも募

金活動だけでなくて、事業内容と実績のアピールになるサポーターの獲得を目指す。 
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◆質疑応答 

【選考委員】申込書をいただいたときに気になったのが、３月１０日設立で、こちら

の方で申し込みされたのが 5 月の末だが、その間 3 ヶ月間にスタッフ 3 人

よりは増えなかったのか。 

 

【発 表 者】増えている。 

 

【選考委員】何人になったか。 

 

【発 表 者】1 名が増えた。ネットでチラシを 1 枚公開させてもらっているが、実は

明日、あそびの会を開催予定である。そこでメンバーの募集をかけるなり

して、今後人数を増やしていきたいと考えている。 

 

【選考委員】先程２区の育成部から始められたと言っていたが、もっとスタッフを呼

び集めるために、声を掛けられるのではないかと思った。今の段階では 4

人か。 

 

【発 表 者】地域のお母さんたちに皆に声を掛けて、皆でやろうということも良いこ

とだと思うが、そうしてしまうと皆がスタッフになってしまい、この機会

に皆に休んで欲しいのに、皆がお手伝いになってしまうのは、本末転倒に

なってしまうので、あくまで賛同してくれる人、まずは楽しんでもらい、

手伝いたいという人の自主的な参加を求めるような方針を今は考えてい

る。 

 

【選考委員】事前に提出された会則を拝見したが、気付いているとは思うが、会則の

一番大事なところに、「会の費用は代表が負担する」と載っている。今は

負担していると思うが、今後こちらの助成金等が無くなった時のことを考

えると、会則にこの文言は載せないほうが良いのではないかと少し気にな

った。 

 

【発 表 者】現状では、資金を集める手段が無く、全て私の自腹という状況で進めて

いるが、これで補助金をいただき、これからメンバーが会費を出しても良

いと話があった場合には、いつでも変更できるような仕組みにしているの

で、そこは必要に応じて早急に変えたいと思っている。 

 

【選考委員】参加者のお父さんお母さんから利用料、例えばコーヒー代に 50 円や 100

円とか少額でも徴収される予定があるのか。無いならその理由についてお

聞きしたい。今後、野幌地区だけではなく、今年度協力していただく蓮音

（れのん）以外にも施設を広げて登録していきたいというお話があったが、

どのように情報や協力を呼びかけて登録をしていくか予定、考えがあれば

お話いただきたい。 

 

【発 表 者】コーヒー代についてはいただきたいと思うが、あくまで任意なので募金

箱を置くなりして、良かったら入れてもらう程度のもので考えている。1
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杯 100 円というのは無い。２点目は、２年目以降の話になるが、その前準

備としてあそび場を作っていく予定はある。現状は 1 個目もそうだが飛び

込みである。直近はそうなると思っている。それが、どこかで切り替わる

ときがあると思う。それにはまず、蓮音（れのん）で成功することが大事

だと考えている。その際に実績を引っ提げていくのと無いのとでは大きな

差があると思う。その部分については飛び込みで頑張って手当たり次第行

うというところがスタート。それ以降については具体的なプランはまだで

きていないので、それについては 1 年目の課題として、2 年目の準備はそ

こが必要だと思う。 

 

【選考委員】来年度以降も継続申請されることをイメージされていると思う。今年度

のうちに来年度、再来年度、どういうことが必要か、タイトルを見ると、

野幌のあそび場プロジェクトでも、しらかばのあそび場プロジェクトでも

なく、えべつの遊び場プロジェクトという少し大きな構想や取り組みにな

っている。ぜひ応援したい気持ちはあるが、そのためにもやはり動いてく

れるスタッフの拡充が直近の課題だと思うので引き続き頑張っていただ

ければと思う。 

 

 

 

４ 語り・ひとり芝居ぐるーぷ うるうる亭 

 

【事業名】「えべつ俄（にわか）」with 縄文太鼓（手鼓 太伸世流） 

◆事業内容 

○江別の友好都市である土佐市の「北原にわか」を参考に創作した「えべつ俄（にわ

か）」を通じ、江別の各地域の特色や今日の課題をわかりやすく伝えるため、札幌市

で公演を行う。 

 

お手元の資料の中から、リーフレットを見ていただきたい。うるうる亭の活動は、

本当は語り・ひとり芝居グループとして、一人芝居や語りをずっとやっており、現在、

情報図書館で噺家を開催しているのがメインの事業だった。しかし、2012 年に江別市

の友好都市である土佐市の北原俄（にわか）という即興芝居を文化協会の交流事業と

して、えぽあホールで行われたことがあった。染め幕や拍子木、黒子が出てくる短い

15～20 分ぐらいの芝居だが、これを見て江別を舞台にして作れるのではないかと思い、

その翌年に作ってみた。この俄（にわか）芝居というものは、元々は西の方で作られ

ている漫才の初期形式となった笑えるお芝居だが、染め幕を見て分かるように、熊さ
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んと鹿さんそして鮭の 3 匹が、江別を舞台に、どたばたと繰り広げるというようなお

話を作っている。そして、リーフレットの裏側を見ていただくとわかると思うが、2013

年、「江別よいとこの巻」というのをつくり、2014 年「江別の冬はこんな感じの巻」、

そして 2015 年は「江別版 9・11 みなさんどうもありがとうの巻」、これは、お忘れに

なったかもしれないが、例の断水の騒ぎがあった話を題材にしたお芝居を作った。そ

の翌年は、「あららここにも新幹線の巻」という、新幹線がちょうど北海道まで来た時

のことを題材にしており、野幌に新幹線が着くというお芝居をつくった。そしてこの

2014、2015、2016 と協働のまちづくりで助成金をいただき、この大きな染め幕を作ら

せていただいた。 

今回、再度助成をいただきたいのはこちらのえべつ俄（にわか）with 縄文太鼓とい

う公演を札幌にて有料で行いたいと思い、これに支援をいただきたいと考えている。

厚かましくも、江別のお芝居を札幌でやろうということについて、ぜひ、江別市民の

皆さんのご後援を頂きたいと考えている。そして、2017 年からは江別観光特使になり、

現在 2 期目をやっている。そして、常に毎年 10 ヶ所以上で江別俄（にわか）の公演を

やっており、有料や無料など、今年は、郷土資料館で縄文太鼓と一緒に公演をやった。

それについて新聞に出ており、北海道新聞に掲載され、大きく扱っていただいて、と

ても嬉しかった。7 年前までは俄（にわか）という漢字を読める人がほとんど居なか

ったという状況だったが、新聞に取り上げていただいて、そして、老健施設に行って

見ていただいて、すごく喜んで頂いたので、これからも頑張っていきたいと思う。こ

れからは、北海道中にえべつ俄（にわか）を知らしめていきたいと思っている。今ま

では江別には熊が出ないのだとすごくバカにされていたが、とうとう熊さんも森林公

園に出て来てくれたので、これからも頑張っていきたいと思う。今回は縄文太鼓さん

と一緒にやりたいと思っている。ここで縄文大鼓さんにお話しいただく。 

これが縄文大鼓である。なぜ縄文かと言うと、これは縄文を模した土器にエゾシカ

の皮を貼り、自分たちで楽器から作って演奏するという活動をしている。こちらを見

ると茶色いことがわかると思うが、これは江別の土が入っている。私たちは土から音

楽を作るという活動もしている。うるうる亭さんのお芝居を見た方がいらっしゃると

思うが、地元を題材にしており、私たちは普段の活動は札幌で、演奏も道内外活動を

しているが、江別の土からつくった土器で、地元にしっかりと足を付けて発信しなけ

ればいけないと思っている。今回は、うるうる亭さんからこういったお話をいただい

てとても嬉しく思う。 

予算については「札幌市こどもの劇場やまびこ座」という施設で、キャパシティ

としては 150 人ぐらい入ると思うが、2 回公演をする予定である。やまびこ座は、

札幌市の劇場なので、そこまで会場費は掛からないが、今回は札幌でやるに当たり、

まず、突出するのが広告費になっている。これを助成して頂きたいと思っている。

このリーフレットは 2 代目のリーフレットで、この制作に 5 万円ぐらい掛かり、そ

の他チラシも作り、更に新聞広告をしてみようと思っているので、それでも 12 万円

ぐらい掛かるようになっている。ぜひ、このえべつ俄（にわか）が全道に広がるた

めに力を頂きたいと思う。 

 

◆質疑応答 

【選考委員】うるうる亭さんのお芝居や縄文太鼓はものすごく魅力的なコンテンツだ

と感じた。しかし、私が気になるのが、そこまで額は大きくないが、料金

を徴収する有料の公演事業に対して、新聞広告やリーフレットの作り変え
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を含めた広告費がメインというところに少し引っかかりがあり、全面的に

少し賛成しにくい部分がある。有料事業というからには、基本的には収入

の中で支出を賄えるようなかたちで事業の組み立てをされるべきだと思

うし、新聞広告が必要なのかどうなのかという必要性についても、まだ私

の中では理解できていないので、広告費がどうしてもこれだけ掛けなけれ

ばいけないのか。その事業収入、入場料収入の中で賄える支出で抑えよう

というような気持ちは当初考えられなかったかどうか、少し考えをお聞き

したい。 

 

【発 表 者】私たちはとても安い予算の中で活動をしており、えべつ俄に関しては年

間 10 回以上の公演をしているが、江別市内に関してはそこまで赤字では

ない。うるうる帽子というものがあり、こういうものをつくり、売って製

造販売しているので、そういう収入等はあるが、それほどの額ではない。

ただ、今回は札幌市で公演するので、これを人に知ってもらいたいという

のがメインにあり、やまびこ座で公演しても、恐らくその入場料収入の中

でやろうということになれば、なんとかなるとは思うが、広告にお金を掛

けることによって、少なくとも北海道の中に、このえべつ俄があるという

存在感を示すことが出来ると考えている。 

 

【選考委員】やまびこ座の方で公演なさるきっかけは何か。向こうから声が掛かった

のか。 

 

【発 表 者】私は、やまびこ座とは長い付き合いになっており、古くは、劇団さっぽ

ろに出た時に、公演でのつくり物をさせていただいたこともあったり、今

は、あしり座という人形浄瑠璃芝居があり、私もそのあしり座の一員とし

て義太夫の太夫や語りをすることがある。また、うるうる亭のメンバーに

も 3、4 回もやまびこ座で公演をしているものがいる。今回はやまびこ座

さんが時間帯のいいところで空きがあるのでやってみたらどうかと、お声

がけをいただけた。 

 

【選考委員】江別の外で、この活動をすることによって、逆に多くの江別市民に知ら

しめるような効果があり、その為に、新聞広告もすると言っていたが、新

聞広告は江別版なのか札幌版なのか。それによっては、札幌だけの広告で

あれば、江別市民が誰も知らないということになるので、どのような計画

をしているのか。今回、この広告費でパンフレットを作ると思うが、その

パンフレットは江別市民や、やまびこ座がある東区の方にもお配りになっ

ているのか。 

 

【発 表 者】これから配る予定ではあるが、それは札幌でも配布しなければならない

と思っている。新聞の方はまんまる新聞を予定している。まんまる新聞だ

と江別から札幌まで多くカバーしている。 

 

【選考委員】審査員が少し気にしているのが、気持ちとしては応援したいが、江別市

の税金からみなさんの活動に補助をする事業なので、江別にとってどんな
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メリットがあるのか。間接的にでも構わないので、江別市民や、江別とい

う地域にとって何かの課題解決や、地域の活性化になることや、札幌でも

知名度、認知度が上がることによって江別にもメリットがあるという観点

で、もう少しお話をいただけるととても理解しやすかったと思う。札幌で

やろうとしていて、理解をお願いするのでは、江別にどのようなメリット

やフィードバックがあるのかが、お話の限りでは見えにくかった。 

 

【発 表 者】私どもは観光特使なので、札幌の中で江別を題材にした公演をすること

によって、札幌の中での江別の知名度を上げて、そういう知名度が上がっ

た江別に住んでいるということによって、市民の皆さんにもプライドを持

っていただけるようにしていきたいと考えている。 

 

 

 

５ 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 

こども支援ワーカーズ みんなのいえ） 

 

【事業名】江別にもあったらいいな！プレーパーク！ 

◆事業内容 

○かつて子どもだった大人が子どもの現状からわかる問題点に気づき、解決に向けて

何が出来るかを考えるきっかけを作るため、プレーパーク体験を行う。 

 

皆さんの中には、プレーパークを初めて聞く方もいるかも知れないので説明したい

と思う。皆さんは子ども時代どんな事をして遊んだか、すごく楽しかった思い出など

色々あると思う。路地や空き地で子ども同士、日が暮れるまで思う存分遊んだものだ

と思い出した方もいると思う。それに比べて最近は、子どもの元気な声を聞くことも

なく、子どもが少なくなったと感じる方もいると思う。何故、元気な子どもたちの声

が減っているのか。子どもが減っているというのもあるが、実際には、江別市はここ

のところ人口が増えており、学校の人数も横ばいになっており、極端に減っているわ

けではないかと思う。実は、私達の子どもの頃、当たり前だった一緒に遊ぶ仲間、時

間、空間という「遊びの三間」が今はなくなってきている。子どもたちが塾や習い事

で忙しい時間を過ごしている。やっと仲間もいて公園で遊んでも、ボール遊びはやめ

させて欲しい、犬の散歩の邪魔だ、またうるさいので公園で大声を出させないでくれ。

今の 3 つの点は、実際に私の子どもが通っている小学校で、ここ数年の間に学校に寄
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せられた苦情になっている。公園の子どもの声がうるさいというのはこの春の事であ

る。公園で遊んでいても、実はなかなか自由に思い切って遊べないというところが今

の子どもたちの課題となっている。 

そこでプレーパークとは何かというと、遊具とかではなく、子どもが自由に自分の

責任で怪我は少ししてしまうかもしれないが、自分たちでルールを決めて遊ぶことを

見守るということである。運営は、市民が行うことが基礎になっている。正式なプレ

ーパークではプレイリーダーという大人がいて、特別なお金を掛けずに、ロープを 1

本掛けるだけでもこの様に展開できると、少し遊びを示唆してくれる大人がいること

が一番良いプレーパークだが、誰でも自由に参加でき、そして、プレイリーダーなど

の大人の見守る目があれば、ある程度、始めからここが危ないというところは見守り

が出来る。大人が居なくても子ども同士の判断で色々と決定して過ごす。大人に口を

出されずに夢中になって遊ぶ子ども時代というのは非常に大切なものだと考えている。

子どもの遊び場づくりを通して、子どもが地域が様々な大人の存在を知っていく場所

でもあると思う。今述べたように、私達はこのプレーパークを広めたく、元気に遊ぶ

子どもたちの外遊びを応援したいと思い活動を始めた。この活動のきっかけは先程言

ったように、子どもたちが散歩している犬にボールをぶつけ、散歩中の大人から裁判

に訴えるという収まりがつかなくなるような事件を目撃し、これは本当に公園に子ど

もがいないのは子どもの問題なのかと思ったのがきっかけになっている。子どもが公

園にいない理由の一つにゲームやスマホ依存、それからインターネット依存が見られ

ると思うが、実はこのゲーム等は子どもだけの問題ではない。ゲームを与えれば、子

どもは誰ともけんかもせず、怪我もせず、大声も出さない。実は与えると周りにトラ

ブルが無い。こういうことも公園遊びをしない理由の一つと捉えている。このプレー

パークには自分の責任で自由に遊ぶことになっているが、子どもたちが、自分でチャ

レンジしてみること。この坂は登れるのだろうか、この崖は降りられるのだろうか。

そんな小さな判断のひとつひとつを自分の手足で探って外遊びをするという経験を私

達はさせたいと思っている。そして、声を出さない子どもはいない。楽しく遊んでい

る時には奇声なども上げてしまうものなので、このプレーパークを実施するために、

最も大事なことは地域住民の理解だと考えている。 

今年で 3 年目なので、29 年度から何をしていたのかというと、まずは、プレーパー

クや子どもの課題を知ってもらって、遊びを知ろうということで学習会を開催した。

それから札幌で行われているプレーパークの見学に行った。去年は 2 年目ということ

で、このプレーパークは、市との連携や地域住民にどのように知らせるか、どうやっ

て開催にこぎつけるのかということで、この助成金を使わせていただいて、東京のプ

レーパークに 2 件ほど視察に行ってきた。また、実際にプレーパークを、まずはやっ

てみようということで、大麻西公園で実際に開催した。私達の構想は、まず 1 年目で

プレーパークを知る。2 年目はまずはやってみようということと、そもそものプレー

パークを知るということで実施した。今年は 3 年目なので、定着が出来たら良いなと

いう理想を掲げて 3 年計画でやってきたが、実際に定着を図るためには、まだまだ江

別市内にたくさん住んでいる大人の皆さんの理解と、私もプレーパークをやってみよ

うかな、というたくさんの大人の協力が実は必要だということに気付いた。そして、

去年勉強させてもらって気付いたことを課題として、今年の組み方としては、まずは、

プレーパークを知らせるということで、皆さんのお手元に折りたたんだ厚紙の立派な

パンフレットがあると思うが、昨年度作成したパンフレットなどをしっかりと活かし、

市内にたくさん置かせていただいて、皆さんの手にとってもらい、このようなプレー
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パークという考え方があることをたくさんお知らせしたいと思う。これから色々なと

ころに依頼するが、みんなのいえが協力してくれることで、このパンフレットやポス

ター等を常設で置いてもらい、うちにも置きたいという方がいれば、ここに連絡して

いただければいつでもここから持っていける形にできることになった。それから、プ

レーパークの体験を今年もやっていく。昨年、何回か開催した中で、やはりのぼり旗

がないと、この人達は何しているのかと、遠巻きに通り過ぎる方がたくさん居たので、

今年は「自由遊び開催中」というのぼり旗を作ろうと思っている。それと今年が最後

ということもあり、今まであまり備品を買っていなかったので、もう少し備品を買わ

せていただきたいと思っている。 

もう一つ、一番大切なこととして、沢山の大人の協力者を求めるために、講演会を

実施したいと思っている。2 名ほど考えており、島村さんという方は、札幌に講演会

でいらっしゃる日に合わせて、9 月 14 日に計画しており、こちらは自己資金で呼びた

いと思っている。もう 1 人の方は、地元の大学の先生だが、講演会活動しているとい

うことでお呼びして講演していただこうと思う。 

 

◆質疑応答 

【選考委員】３年目ということで、私は昨年度から関わっているが、昨年度も申請の

段階、成果報告でお話を聞いた。今年度、連携団体が 1 つ増えているとい

うことだが、申請の書類を拝見したところ、割とメンバーが共通されてい

たり、代表者が２つの団体で一緒だったりと、連携団体なのか、悪い言い

方だと、内輪の中でグループの名称を活動内容で変えたようにしか見えな

い可能性があり、連携がある場合にはこの事業の補助の割合が高くなるの

で、私達はシビアに見ざるを得ないのだが、内部の体制を含めて推進体制

はどうか。 

 

【発 表 者】みんなのいえがここに加わることで、補助金の額が変わるわけではなく、

えべつ未来を考える会が連携団体なので、補助金の関係上は影響しない。

私がたまたま、みんなのいえの代表でもあるが、学童という立ち上げをし、

ワーカーズ・コレクティブという雇用の関係ではなく、全員が代表者で働

くというもので、便宜上鈴木の名前が代表にはなっているが、メンバーの

代表が重なっているだけ。他に１３人働いているが、これらは他のメンバ

ーと重なっていない。 

 

【選考委員】ご説明を聞いてそこは理解できた。今年度が補助事業としては 3 回目の

区切りになるが、去年私達が期待していたのは３年目の計画で、実践が本

格的に展開出来るようなことを期待していたが、知られていない大人のサ

ポーターや協力者がまだまだ掘り起こしが出来ていないとなると、1 年目、

2 年目に気が付けなければならないところに戻ってしまっている気がして

いる。期待値が割と高かった分だけ、今年も 2、3 回のプレーパークの実

践と講演という勉強で終わってしまうのかなと思ってしまう。色々な課題

に気づきにくいというのも当然あるし、皆さんの熱い想いとやりたいこと

も多いというのは賛同するが、プロセスの中で、皆さんでの相談の場に誰

か、しっかりしたアドバイザーやコーディネーターを、最初の段階から用

意していれば、迷わずにホップ・ステップ・ジャンプの 3 年目で充実した
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取り組みになったのかもしれないという思いで聞かせていただいた。 

例えば今回の９月に予定されている講演の中で、教育大学の先生にも協

力していただけるようなので、引き続き来年度以降もそういった先生に上

手くアドバイザーやコーディネーターとして、経験不足のところを補って

いく可能性としてはどうか。 

 

【発 表 者】一応３年目になるが、札幌の方も見学に行けたので、そのときに札幌で

開催しているプレーパークの団体の方とかなり繋がれた。今回の大学の先

生も札幌で実際にやっている方からの紹介だったので、それも含めて連携

していけるような形が出来ている。活動の広がりや、連携という目で見れ

ば、実際に活動している人たちのつながりを活かして活動していけるとい

う手応えはある。 

 

【選考委員】土台は出来てきているということか。 

 

【発 表 者】はい。どこに繋がりがあり、どこにお声掛けをすれば、どのようにやっ

ていけるかというプロセスははっきりしている。ただ、私達の団体だけで、

公園で開催するというのは可能。私達のボランティアは居るので年に何回

かやるということは可能だが、子どもがランドセルを置いて行ける場所に

あるということがとても大事になっている。江別市内で私達１箇所だけで

やるというよりも、あちこちで面白いとやってくれる人が出るのが大事だ

なと思ったので、今年はこちらに力を入れた。 

 

【選考委員】今、代表の方がおっしゃったように、去年、世田谷の羽根木という場所

に行き、札幌の方のつながりもできているということで良いのですが、実

は、今、先生がおっしゃったように、私も今年３年目どういう動きがある

かとても楽しみにしていた。しかし、繋がりが確かに広がって行っている

と思うが、実際の活動が少しまだ定着していないという気がしている。 

 

【発 表 者】常設の場所を選考会に至るまででは難しいということもあり、今、行っ

ている西町のプレーパークを定期的に開催できるように、来年度以降も、

これで事業が終わりではなく、今回我々が開催し、反省も含めて備品など

の購入をして、来年度以降も続けられるように、そしてプレーパーク自体

はさほどお金がかからないものなので、そのシステムやノウハウとしてつ

ながれば、やりたいという人たちをサポートできる。私達だけではなく、

江別で更にプレーパークというものを広めて行きたい。常設は最後の目標

だが、そこまでに至るまでには、羽根木や川崎夢パークを見ても、市と絡

んでいかないと出来ないことだと痛切に感じ、今回は出来る中での 3 年目

を計画した。期待していただいて本当にありがたいと思うが、少し備品の

方にも充てて、来年度以降に常設をにらんでいくというタイミングにしよ

うと思っている。 

 

 

【選考委員】今後そういう方向に発展することはとても楽しみにしている。ただ沢町
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の西公園で行っていると思うが、私が一番心配しているのはここで 3 回ぐ

らい開催する予定だが、雨降ったときはどうするのか。 

 

【発 表 者】雨を降ってもやります。雨降った中での楽しみ方もあったので、去年も

雨の中で開催した。 

 

【選考委員】屋外で危険が伴ったら困るので、事故とか気をつけて今年３年目を更に

頑張って定着するように努力して欲しい。 


