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１．開１．開１．開１．開    会会会会    

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

    初めに４月１日付の人事異動により、本委員会の事務を所管しております企画政策

部の職員に変更がございましたので、紹介させていただきます。まず４月より企画政

策部に配属になりました部長の川上でございます。 

 

●川上●川上●川上●川上部長部長部長部長    

    川上でございます。景観委員の皆様におかれましては千里委員長をはじめ、日頃よ

り大変お世話になりまして、どうもありがとうございます。引き続きどうぞ宜しくお

願い申し上げます。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

 同じく４月より企画政策部都市計画課に配属になりました、私、課長の鳴海でござ

います。今日は宜しくお願いします。 

 それでは開催につきまして、本日は当委員会の委員６名中、５名ご出席いただいて

おりますので、本委員会は成立していることをご報告申し上げます。 

 また、只今委員６名と申し上げましたが、当委員会の中井委員につきましては都合

によりまして、令和２年５月２７日付で辞任され、当委員会は総勢７名から６名とな

りましたことも併せてご報告いたします。 

 続きまして本日ご議論いただきたい内容につきまして、私から簡単に説明させてい

ただきます。 

 ２年前に景観啓発に係る新たな取り組みといたしまして、ＳＮＳを利用した都市景

観フォトコンテストを開催いたしました。初めての開催でしたが予想以上の応募をい

ただきまして、ＳＮＳを用いた都市景観啓発に可能性を見出しつつも、いくつかの改

善の余地もあったところでございます。来年度３年振りにこのフォトコンテストを開

催する予定でございます。この後に担当より前回のフォトコンテストのデータをお示

しするとともに事務局として考えておりますフォトコンテストの課題を説明させて頂

きますので、次回開催の内容等についてご議論いただきたいと思います。 

 それではこれ以降の議事進行につきましては、千里委員長にお願いしたいと思いま

す。宜しくお願い致します。 

 

２２２２．．．．委員長挨拶委員長挨拶委員長挨拶委員長挨拶    

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 それでは今年度最初の会ということですので、私の方から挨拶をして始めたいと思

います。 

コロナで非常に大変な時期ということで、中々人が集まって出来ない中ですが、今

日も距離を保って広い会場でやっております。都市景観賞は、令和元年に賞を出しま
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してその時は、江別蔦屋書店とドラマシアターどもⅣ、いこいのひろばの３つでした。

ただ開催が非常に長い期間で毎年ではないということでその間に色々なものが忘れら

れるのではないかということもありまして何かできないかということで、２年前に景

観啓発に係る新たな試みとしまして、フォトコンテストを開催いたしました。それは

ＳＮＳを使ってということで、今のコロナ禍にはぴったりと言ったら悪いのですが、

丁度動きやすいものだと思うのですけれども、それを実際に行って多くの応募がござ

いました。それについて今回議論したいということでございますので、宜しくお願い

致します。 

 

３．議事３．議事３．議事３．議事    

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

それでは議事に入って行きたいと思いますが、本日の議論で出された意見をなるべ

く反映させた内容で来年度開催されることになりますので、活発なご意見をお願いし

たいと思います。 

それでは、第２回えべつ都市景観フォトコンの実施内容の検討について、事務局よ

りご説明を宜しくお願いします。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 都市計画課の齋藤でございます。宜しくお願い致します。 

それでは、私から本日の議事につきまして資料を基にご説明させていただきます。 

 

（資料の確認） 

 

それではご説明させていただきます。お手元の資料は、右上に議事（１）と記載さ

れたものをお取り願います。それでは、資料１ページをお開きください。 

２年前に第１回を開催し、来年度、第２回の開催を予定しております「都市景観フ

ォトコン」についてでございますが、初めての方もいらっしゃいますので、改めて、

この「都市景観フォトコン」を開催するに至った経緯とその目的について、ご説明さ

せていただき、次に前回、第１回のフォトコンの概要及び結果分析について、最後に

次回のフォトコンについてご説明させていただきます。 

それでは、「１．えべつ都市景観フォトコンの目的」についてでございますが、この

フォトコンは、平成２８年度の第３回及び、平成２９年度の第１回江別市景観委員会

における議題「景観に関する今後の取組みについて」でご議論いただきまして、都市

景観の普及啓発についての新たな取り組みとして開催する旨ご了承いただいたＳＮＳ

を用いたフォトコンテストでございます。開催の目的ですが、まず江別市都市景観賞

の知名度向上を図ることと、写真を撮るために、実際に現地に足を運んでもらうこと
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で都市景観に対する意識の高揚を図ることとしております。また、フォトコンを開催

することで次の年に開催する江別市都市景観賞の応募件数の増加や市外の方が江別市

に来訪するきっかけになることも、併せて期待できるのではないかと考えております。

ここからの前回のフォトコンの概要については、担当の渡邊からご説明させていただ

きます。 

 

●渡邊主任渡邊主任渡邊主任渡邊主任    

 都市計画課の渡邊です。私から、第１回えべつ都市景観フォトコンの概要について

ご説明いたします。 

はじめに、募集写真ですが、これまでに江別市都市景観賞や都市景観奨励賞を受賞

したもののうち、活動終了したものやプライバシーの関係で公開できなかったものを

除いた全４７か所を被写体とした写真であれば、募集期間前の写真でもスナップ写真

でも応募可能としました。また、過度な加工をした写真は対象外としました。 

次に募集期間ですが、平成３０年６月から１２月までの約半年間としました。なお、

作品に投票できる期間につきましては、この募集期間より一か月ほど長くとっており

ます。 

応募の方法としましては、メインの舞台となるインスタグラムでの応募のほか、電

子メールや郵送、持参でも応募できることとしました。なお、インスタグラムでの応

募からエントリー完了までの流れは、１ページ下段の図のように３ステップとなって

おります。まず、応募する方が、江別市の公式アカウントをフォローすることで、応

募の準備が整います。次に、応募する方が自身のアカウントで撮影した写真を本文に

「ハッシュタグ」とよばれる合言葉のようなものを添えて投稿します。最後に、事務

局がハッシュタグを検索して応募いただいた写真を見つけて、リポストと呼ばれる行

為をすることで、エントリーが完了します。 

次に、資料の２ページをお開きください。 

広報及びＰＲにつきましては、市の広報誌「広報えべつ」の６月号で告知したほか、

江別市のホームページや Twitter、フォトコンの舞台となりましたインスタグラムの

市公式アカウントでも告知を行いました。なお、２ページに各媒体での告知の様子を

掲載しております。ホームページに関しては、下段に掲載しているようなバナーを数

種類用意してトップページの一部に差し込むことでホームページを閲覧している方の

目に入るようにしました。また、ＰＲポスターやパンフレットを作成しまして公共施

設や大学、ＪＲ各駅に掲示、配置しました。パンレットにつきましては、今回の委員

会の資料に添えて皆様にも配布しております。後ほどご覧ください。その他に、市の

担当部局を通して市民ブロガーズに開催情報の発信を依頼しました。また、お配りし

たパンフレットの表紙にもなっております「美原大橋」ですが、東日本大震災後の国
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からの節電要請をうけてしばらく休止していたライトアップを期間限定で実施しまし

た。 

次に資料の３ページをお開き下さい。 

その他取組としましては、Googleマップの機能を用いた専用マップを用意しました。

３ページ中段にイメージ図を掲載しております。この専用マップでは、左の図のよう

に Googleマップ上で対象被写体の位置を確認できるほか、被写体を表すカメラマーク

をタップすることで中央の図のように被写体の概要や写真を見ることができます。そ

のほかに、右の図のように現在地から対象被写体までの道のりの確認や道案内をする

ことができました。 

次に資料の４ページをお開き下さい。 

入賞作品の選考方法及び結果発表についてですが、先ほどご説明した方法でインス

タグラムの市公式アカウントにエントリーされた写真についた「いいね！」の獲得数

で入賞作品を決定しました。この「いいね！」というのは、インスタグラムの機能の

ひとつでして、市公式アカウントを見て気に入った写真があれば一つの写真につき一

票まで誰でも投票できます。この「いいね！」獲得数の多い順に最優秀賞１件以上、

優秀賞２件以上、準優秀賞２件以上決定しました。この何件以上というのは、票が同

数の場合を考慮したもので、実際に準優秀賞は３件となりました。入賞結果は、特設

ＷＥＢサイトで発表し、入賞者には賞品として江別市特産品を贈呈しました。その他

に対象被写体５か所以上の写真を応募された方には、先着順で特別賞として過去に都

市景観賞を受賞した喫茶店３店から提供された専用の商品券や商品引換券を贈呈しま

した。なお、４ページに入賞作品の一覧や賞品の写真を掲載しております。 

次に資料の５ページをお開き下さい。 

こちらには、各媒体での結果発表の様子を掲載しております。上段がホームページ、

下段がインスタグラムでの結果発表の様子です。なお、市のホームページからも応募

された全ての応募作品を見ることが出来るようになっております。応募作品について

は、別冊で配布した資料、白い紙の冊子にすべて掲載しておりますので、後ほどご覧

ください。 

次に資料の６ページをお開き下さい。 

続きまして、第１回えべつ都市景観フォトコンの結果分析についてご説明いたしま

す。 

はじめに、応募件数ですが、応募作品の総数は４１４件でありまして、２週間ごと

の集計値を６ページ上段グラフに示しました。 

応募件数としては、募集開始直後と締切前に集中する結果となりました。 

次に、応募者数ですが、６ページ下段にデータを示しております。 

合計で、６４名からの応募がありまして、その内訳としては、インスタグラムで応
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募された方が７５％以上、電子メールでの応募は２０％ほど、郵送や持参のかたはほ

とんどいらっしゃいませんでした。また、単純計算になりますが、応募者一人当たり

６～７件の応募件数となります。そして、５件以上応募して特別賞の対象となった方

は３３名おりまして、うち、１０件以上応募された方は１２名いらっしゃいました。

また、一人で６９件もの写真を応募された方もいらっしゃいました。これらのデータ

から、応募件数に対して応募者の人数は比較的少ないように思われます。また、メイ

ンはインスタグラムからの応募でしたが、電子メールでの応募もそれほど少なくない

ように思われます。 

次に、資料の７ページをお開きください。 

投票者に関係が深い数値としまして、市公式アカウントのフォロワー数は応募締切

時点で２６０名、その推移は７ページ上段のグラフのようになりました。また、全作

品合計での「いいね！」の数は７，１６５票でした。なお、ここでの「フォロワー数」

とは、都市景観フォトコンに興味を持っていただいた方の数というのに近いと言えま

す。グラフを見ると、投票する側を含めた指標に関しても開始直後と締切前に大きく

増加する結果となりました。 

次に「いいね！」獲得数と各種数値の関係ということでこちらはあくまで参考とな

りますが、いくつかグラフを示しました。なお、グラフの作成にあたりまして平均か

ら大きく外れた値は除外しております。 

まず、応募順との関係ですが、７ページ下段にグラフを示しております。なお、グ

ラフ中の黒い直線は近似直線となります。グラフから、応募順が遅い方が「いいね！」

獲得数がやや多い傾向が読み取れます。 

次に、資料の８ページをお開きください。 

ハッシュタグの数との関係ですが、８ページに上段にグラフを示しております。 

なお、インスタグラムでは投稿する際に３０個までハッシュタグをつけることがで

きますが、主に検索に引っかかりやすくするためにつけているようです。グラフを見

るとつけたハッシュタグが多い方が「いいね！」を多く獲得した傾向を読み取れます。 

次に、応募者のフォロワー数との関係ですが、８ページ下段にグラフを示しており

ます。応募者のフォロワー数とは、インスタグラム上で応募者の投稿を注目している

人数と言い換えられます。グラフを見ると、応募者のフォロワー数が多い方が「いい

ね！」獲得数が多い傾向があります。 

これは、フォロワー数が多いと応募者自身で応募作品を宣伝しやすいことが影響し

ていると考えられます。 

次に、資料の９ページをお開きください。 

被写体についてです。対象被写体と応募数の関係は９ページの表のようになりま

した。市内の駅から１ｋｍ以内、すなわち駅から徒歩圏内である被写体の平均応募数
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は約８件、駅から徒歩圏外である被写体の平均応募数は約１０件という結果となりま

した。このことから、比較的遠くて行きづらい場所にもフォトコンをきっかけとして

足を運んでいただけたのではないかと考えられます。 

次に、資料の１０ページをお開きください。 

美原大橋についてですが、期間限定でライトアップを実施した美原大橋の応募件数

は全被写体のうち、第２位と非常に人気がありました。ただ、ライトアップを実施し

たのが６月の週末のみ、合計１１日間と日数が短かったこともあり、応募総数２８件

のうち、ライトアップした夜景の写真は６件と多くありませんでした。 

都市景観賞への影響についてですが、フォトコンの開催目的の一つが都市景観賞の

認知度向上ということもありまして、１０ページ下段に歴代の都市景観賞応募物件数

の推移を示しました。第１８回と１９回の間にフォトコンを開催しましたがその前後

で応募物件数は２１件から２７件に増加しております。このことから、フォトコン開

催の目的が成果として表れたのではないかと言えます。 

次に、資料の１１ページをお開きください。最後に第２回開催に向けた取組み案に

ついての説明を、再度齋藤に代わらせていただきます。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

それでは、続きをご説明いたします。先ほどご説明しましたように、前回のフォト

コンでは一定の成果を挙げていると考えられますので、事務局では、基本的に前回の

取組み方をベースに課題点について改善していく方向で考えております。それでは資

料に基づき順にご説明いたします。 

まず開催年度でありますが、来年、令和３年度としております。前回が６月からの

開催でしたので、次回は、春の写真が撮影できるように少し早めて５月からの開催を

考えております。 

（２）から（６）につきましては、資料記載のとおり、前回と同様、特段変更はご

ざいませんので、説明を割愛させて頂きます。 

次に（７）でございますが、先ほど、ご説明しました分析結果などに基づき、事務

局が考えた課題と対応案を表にしております。表①の課題、応募やフォロワー数の増

加が序盤と終盤に集中ということですが、これは、６ページ、７ページのグラフから

分かるように、応募期間の序盤と終盤に、応募などが集中したことで、中盤、盛り上

がりに欠けたような、中弛みが感じられたということでございます。こちらの対応と

しましては、単純に応募期間を短くしたり、季節ごと複数回の応募期間に分割したり

ということが考えられます。 

次に、表②の課題序盤の投稿が、終盤の投稿に埋もれ、注目されづらくなったとい

うことですが、これは、インスタグラムに限らず多くのＳＮＳで言えることで、古い
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投稿の上に新しい投稿が掲載される仕組みにより、投稿数が増えれば増えるほど、そ

の分、序盤の投稿が深く埋もれてしまい、注目される機会が減ってしまったのではな

いかということでございます。これは７ページ下段のグラフから読み取れるように、

グラフの右側、すなわち後半に投稿された写真の方が「いいね！」の獲得数が多い傾

向があったということでございます。こちらも対策としては応募期間を、何かしら工

夫することで、改善が見込めるのではないかと考えられます。 

次に③の課題応募総数に対して、応募者数が少ないということですが、一人あたり

の応募件数が比較的多いため、応募人数で見ると、やや少なく感じられるということ

でございます。こちらの対策としては、広報や告知の、仕方や頻度を多くするなど、

何かしら工夫する必要があると考えられます。 

次に④の課題、ハッシュタグの数や内容により「いいね！」獲得数に差が生じてい

た印象があるということですが、こちらは８ページ上段のグラフのとおり、ハッシュ

タグの多さが「いいね！」獲得数に影響していることが分かります。フォトコン開催

の目的は、先ほどご説明したとおり、知名度向上や意識高揚ではありますが、フォト

コンと冠している以上、幅広く支持された、選ばれた写真が賞を受賞するのが、本来

望ましいものと思っておりましたが、結果を見ますと、単純な写真の良し悪しとは違

うところで、つまり、ハッシュタグを多くつけている、フォロワーを多く抱えている

等、インスタグラムの特性を活かせるか、使いこなせるかで、結果が左右されていた

ように考えられます。しかしこれらはインスタグラムの正式な使い方でもあり、決し

て不適切な手段だったわけではありません。ただ、一切ハッシュタグをつけず、電子

メールや郵送での応募というのも一定数あったことから、こういった方々への何かし

らの配慮が必要ではないかと考えております。そこで対策としては、インスタグラム

に不慣れな方だけが不利にならないよう、ハッシュタグの有用性や付け方について、

あらかじめ周知するなど、広報や告知の方法を工夫することが考えられます。 

最後に⑤の課題、ライトアップした美原大橋の応募件数は多くなかったということ

ですが、こちらは前回、６月の週末限定、計１１日とライトアップした日数が少なか

ったことから、タイミングが合わず写真が撮れなかった応募者がいたのではないかと

考えられます。こちらの対応としては、対応案に記載のとおり、ライトアップの実施

日数を増やすことが考えられます。 

事務局からの説明は以上でございます。委員の皆様におかれましては、（７）の課題

以外の事でも構いませんので、第２回都市景観フォトコンの開催内容につきまして、

活発なご議論やご意見をいただければと思います。それでは、よろしくお願いいたし

ます。 
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●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

 今、事務局から１１ページの（７）課題と対応案ということで説明がありましたが、

主に開催期間だとか広報の仕組みだとか、色々と課題が出てきたと思います。その他

にも委員の皆様から是非ご意見、質問等ありましたら議論していきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 参加者の年代や性別はわかりますか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査    

 基本的にはインスタグラムの応募をリポストすることでエントリーとなりますので、

匿名性の高いインスタグラムを使っている以上、年齢というのは集計しておりません。 

ただ、入賞された方には賞品を郵送するため、ダイレクトメールでお名前、ご住所、

電話番号の３点はお伺いしておりますので、入賞された６名の方に関してはわかるの

ですが、それ以外の約６０名の方につきましては、性別も何もわからないということ

でございます。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

直接申し込んでくださった方はどうですか。年配の方とか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査    

年配の方だったと思います。事前に電話で問い合わせがあり、応募の仕方などご説

明した時の印象ですが、年配の男性の方だったと思います。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

その方は何を見てこの情報を得たのですか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

パンフレットや駅のポスターだったと思います。広報にも載せておりましたので、

ご年配の方の場合は比較的広報で知った方が多かったと思います。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

限界はあるとは思うのですが、どんな人が投稿しているのかわからないのは課題だ

と思います。 

やる意義を考えると市民の方が江別の景観のどんなところが好きなのかなといった

ところを把握できると凄く素晴らしいと思うのですが、そこまで追跡できないので、
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イベントで終わってしまっていると非常に良い取り組みなのにもったいないなと思い

ます。 

データをもっと上手く使えるような企画になっていくと非常に有用だなと思います。

機能的に限界があるとは思います。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

例えば、何で知ったかとかは追跡してこちらでわかった人に関してはわかるのです

が、インスタグラムで投稿している方についてはわからないですよね。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

そうですね。ハッシュタグをつけて応募していただくとか、本文に撮影した被写体

の名称など必要最低限の情報を添えていただくようにはしていたので、例えばおっし

ゃる通りそこに何かしらの匿名性を確保して答えられる範囲内の設問を添えて応募を

していただけるのであれば、年齢や性別は難しいかもしれませんが、どこでこのイベ

ント、フォトコンテストを知りましたかという程度であれば答えていただけるのでは

ないかと思います。 

 

●●●●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長    

最近年齢や性別を聞くことは非常に難しい時代になってはいるのですが、データ分

析という意味では、あると本当は助かるなということがあります。ただ外のものを使

っていますので、そこにある程度の限界があるのかなと思います。 

それと同時に課題が当然あるのだなというのが、話を聞いていて違う側面があるの

だなと思いました。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長 

林委員がおっしゃられた通り、年代とか性別とかわかりにくいのかもしれませんけ

れど、例えば９ページにあるようなかたちで、どういうものに皆さん興味があって応

募する件数が多いとか、逆に少ないところをどのようにケアしていくとかということ

に関しては参考になるのかなという話が１点と、１０ページに記載の第１回を開催し

た目的のうちのひとつの都市景観賞を周知していただいて出来るだけ応募数を多くす

るということに関しては、１８回から１９回で応募件数が増えたということで、一つ

の成果があったのではないかと事務局としては考えてございます。 

今後、来年度新たな取り組みをした時に、もうワンステップということであれば、

林委員がおっしゃられたところも参考に出来ればと考えてございます。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

他にご意見等ございませんか。 
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●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員        

６ページで同一応募者による最多応募数が６９件とあるのですが、この時制限はな

かったのですか。一人の人が簡単に撮れて、簡単に応募が出来るので、１００枚、２

００枚撮った場合には景観としての情報はアップされますけれど、応募者数としては

一人とカウントになってしまう。あと、「いいね！」の数もありますが、今回フォトコ

ンをやるにあたって、どこを見ていくのかなというところがあります。 

応募の数字って制限した方が良いのか悪いのかわかりませんけれど６９件というの

が目についたので意見を言わせていただきました。 

 

●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長    

 確かに１人で６９件というのは私たちも想像していなかった部分ではあるのですが、

これが良いのかどうかに関しては微妙なところで、沢山出してくれたのは非常に良い

ことですので、ただ、かなりの数を占めてますよね。 

 

●林●林●林●林委員委員委員委員    

全部で何件でしたか。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長 

 全部で４１４件で、１０件以上が１２名いらっしゃる中で、特段に多いのが一人で

６９件というのも確かにございます。 

 

●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長    

 撮り溜めたものなのか、この期間に撮って出したものなのですかね。 

 

●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査    

 写真は応募期間外に撮影したものでも応募可能でした。前回は第１回ということで

なるべく沢山応募いただけるよう、制限するよりは、間口を広げて応募を受け付けま

した。これは冬の写真が撮りたいけれど、冬期間に募集していなければ雪の写真は応

募できない訳で、そういう部分も考えまして過去に撮影した写真でも条件を満たした

写真であれば応募できますというように、間口を広げたものです。先程の６９枚全て

が募集期間内に撮られたものなのかということは、データとしては把握しておりませ

ん。 

 

●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長 

 例えばもっと過去に撮り溜めたものという可能性もありますよね。 
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●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

 ただ、１箇所の被写体につき１人２枚までという規定があったみたいですので、３

０ヵ所位行ったのかなと思います。１箇所で６０枚撮った訳ではないですね。 

 

●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長 

 そういう意味では沢山撮ってくれたということは、効果としては良いことですので、

悪いということは全然ないのですが、ただ、明らかに６９という数は多いということ

は気になるので、制限を付けるべきか付けないべきかという話でございます。 

 

●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 どちらかということは話し合わなければいけないのですけれども、１１ページで募

集を令和３年の５月から始めて春の写真を撮ってもらいたいとのことですが、告知だ

けは年明けたらできると思うので、早めに告知をすれば募集は短くても、例えば冬に

わかれば冬の写真も撮れるのかなと思うので、応募はこのままで良いと思うのですが、

告知だけは早くしていただければ良いかなと思います。 

あと、応募は江別市民対象ですか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査    

 対象は江別市民に限定はしておりません。 

 

●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 世界中から応募しても良いのですね。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 はい、被写体が江別市内にしかありませんが、何処にお住まいの方でも応募できま

す。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 今、３つご意見がありましたが、１つは６９件といった数をどうするのか。これに

ついて意見どうでしょうか。 

制限をするべきなのか、どうつけていいかというのは具体的に難しいなという気は

するのですけれど、またこのような数が出てくるのか、でも、３０箇所回ってくれる

なら回ってほしいなという想いもありますので、どうでしょうか。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長 

 これだけ回ってくれるなら、ありがたい気持ちもありますし、１人で６９件もやろ

うと思ってもできることではありません。 
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●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長    

 １件についての制限は良いと思いますが、一人の上限について、確かに始めた時に

は制限をしないでなるべく多くの人が参加してくれて、更に色々な人が見てくれると

良いねという感じで始めていたので、初期の目的が達成できているのかなと思います

が、どうでしょう。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

１箇所の被写体につき１人２枚までという規定がありまして、今手元にある資料に

は、４７という番号があるので掛ける２をしたら、９４がマックスになるのかなと思

います。 

 

●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長    

マックスが決まるのですね。 

 この数字は市民に出ていくものですか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査    

 ６９件という数字はホームページ等で公表はしておりません。総数は出ております。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 個人的には良いのかなと思いますが、これが市民に出ていくと誤解を生みかねない

と思いまして質問させて頂きました。 

 ここに関しては上限を付けないというかたちで良いのではないでしょうか。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 上限なしで良いのではないかと思います。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員 

 １箇所の被写体につき一人２枚という応募作品についての規定があるのですが、こ

れを例えば１枚までにすると一人の応募を減らすことができると思いますがどうでし

ょうか。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 １枚しか出せないと折角回ってくれたのにとなりますから良いと思いますよ。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員 

 他の方に影響が出ますね。 
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●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 この方はまたたくさん応募してくれるかもしれないですし、これはこのままでよろ

しいでしょうか。 

    

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 当初の目的だったらこういった数字が伸びるかたちにしても良いのかなと思います

が、皆さんが感じられているように、１人で６９件というのは、質が下がっている感

じが否めないです。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 事務局に質問ですが、この方は何か賞に入っていますか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査    

 準優秀賞を受賞されております。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 それならば、気合を入れて撮っていらっしゃる方かもしれない。これだけ撮るとい

うことは写真好きだと思います。 

 

●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 募集があるということを以前からわかっていて、１年なり２年かけて撮っていただ

いていると解釈すると、とても良いことだと思います。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 ただ、６９件というのはあまり公表しない方が良いと思います。引っかかる感覚は

あると思います。 

 例えばですが、撮ってすぐそのまま投稿するのではなくて、そこにストーリーをつ

けてもらうとかどういう思い入れがある写真なのかを入れてもらうとか、やっていた

のでしたか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 写真についてのコメントは任意でしたので、写真だけの方もいらっしゃれば、撮っ

た時の思い入れや感想を添えて応募してくれる方もいらっしゃいました。 
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●林委員林委員林委員林委員    

 そこはもう少し丁寧にやると、凄く質が担保されるかなと思います。それできちん

と書いていて８０件やっていたら、もうおめでとうございますということになります

ね。 

 

●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

応募する人が多いとかそういう為の募集だったと思いますので、景色とか景観に対

しての気持ちがこちらに伝わるような応募であってほしいなと思います。 

 

●林●林●林●林委員委員委員委員    

難しいかもしれないですけれども、評価する側にもコメントの方もきちんと読んで

貰えるような評価の仕組みがあるとすごく良いなと思います。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 私もインスタグラムの方を何回も見させてもらったのですが、あまりいい加減な写

真は無かったなと思います。逆にいうとアート作品的な撮り方で良く見えているのか

なとか、賞を貰った建物とかそういうものではなくて、テクニック的なところで点数

を稼いでいるかなという写真もあったので、結構写真好きな方が参加してくれたのか

なと思います。全部とは言いませんけれど、そのような気はしました。 

 

●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 それはありですよね。同じ場所で撮ると１０枚の内１０枚同じ写真が送られてくる

こともあると思います。市民にとって見慣れた景観とか建物でも、こういう角度とこ

ういう切り口で見るとまた素敵だなと思う写真もあったので、トリミングが良かった

りとか、そういう努力されている写真もあるなと思いました。一件の建物でも新しい

見方ができたなと思いましたので、そういう技術を使うのも見る方を楽しませてくれ

るから良いなと思いました。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長 

 参考ですが全ての応募作品の中で、６０数件撮られている方に関しては、２３２番

の方のペンネームあたりから送られていて、このときは春で、２３６番のこいのぼり

も春で、その後のセラミックアートに関しては雪があるから冬でというふうに１日と

か同じ時期に回ったものではないような感じがします。 
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●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

 その方は、色々な箇所で撮られていますね。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長 

 そうですね、一気に投稿した訳でもないようですね。 

 

●渋谷●渋谷●渋谷●渋谷委員委員委員委員    

 趣味で撮り溜めていらっしゃる方でしょうね。 

 

●●●●鈴木鈴木鈴木鈴木委員委員委員委員    

美原大橋のライトアップなのですが、２年前にライトアップした時の時間とか、ど

れくらいでされていたとか、人の集まりとかどのような感じだったのか覚えていらっ

しゃいますか。 

 

●●●●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 時間は日没の少し後から付くようにタイマーセットしまして、夜１１時までの週末

限定でライトアップしました。このライトアップですが、美原大橋のような大きな構

造物になりますと点灯する事で渡り鳥、野鳥などに与える影響もあるものですから、

年中どのような時期でもライトアップできるものではなく、２年前は７、８月に点け

るのは自粛ということで、６月の週末のみにして日没過ぎから夜１１時までライトア

ップしました。 

また美原大橋は徒歩で行けるような場所ではなく、車を停める駐車場もないので、

河川の堤防に入っていかないと車を停められず、意外と現地の状況がわかっている方

じゃないと近づきづらいのかなと思いました。 

橋を渡ることは当然できますが、停まってゆっくり写真を撮ろうとするとある程度

現地の状況をわかっている方じゃないと難しかったのかなと思われます。 

夜何度か行ってみましたが、写真を撮っている方を見る機会はありませんでした。 

 

●鈴木鈴木鈴木鈴木委員委員委員委員 

 そこまで密になる感じではないのですか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 そうですね。 
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●鈴木鈴木鈴木鈴木委員委員委員委員    

 コロナもやはり江別市内でも出てきているので、せっかくのフォトコンなので密に

なったり人を寄せてしまって何かあったら嫌だなと思いました。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 基本的に屋外の施設で外からの写真が主なので、室内の中、密閉された空間にとい

う、勿論コロナの心配もあるのですが、そこまで密集して現地が込み合うというとこ

ろまでは想定しておりません。 

 

●千千千千里委員長里委員長里委員長里委員長 

 密という話も出たのですが、実際にフォトコンをやってみて管理している方々から、

困った点等はありませんでしたか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査    

 そのような苦情とかご意見は特にございません。 

実際被写体にするにあたりまして、小学校とか幼稚園の園舎というのも都市景観賞

を受賞しておりますので、そのような施設の管理者には予めフォトコンの被写体にす

る取り扱いとして問題ないかという伺いを立てております。 

実際幼稚園からは、やはり子供たちが通っているので、見知らぬ方が園の周りをう

ろうろしてカメラを向けられるのは保護者に対しても心配な部分があるということで

ご遠慮願いたいというお話をいただいており、そういった施設については、対象の被

写体から除外して前回は開催をしております。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 多分来年のこの時期もコロナを引きずっている気がしますので、そういう意味では

配慮が必要かなと思いますが、今回やったのを見ても大丈夫かなと思います。屋外と

いうことですので、屋内よりもかなり安全性が高いと思います。ただ、逆に屋外イベ

ントを市民がどのように見ているか、例えば前回の連休でも月形のキャンプ場なんか

もよくこの寒い時期に沢山人がいるなと思いました。そういう意味ではこういう時だ

からこそ屋外のイベントという点で良さもあるし、気をつけなければいけないところ

もありますので、そこは十分注意してやっていただければ良いかなと思います。それ

と事故に遭われても大変ですので、橋の近くとか何処に車を停めて撮っているのかな

と不思議なのですけれども、歩いて行っている方もいるかもしれませんが、そういう

方にも十分気をつけて行っていただきたいと思います。事故は特になかったのでたぶ

ん大丈夫かなと思います。 
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●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 １２号線沿いに碑があるところに何台か停められるようになっていて、そこから歩

いて行ったかどうかわからないですけれど、駐車場はたしかあったと思います。 

 

●●●●千里千里千里千里委員委員委員委員長長長長    

 ニセコとかだとビュースポットといって、車を停められてというようなところはあ

ります。いつライトアップしているのかというのが広報でやっていたとは思いますが、

市民の方がこれを見てるのかなとは思います。今回もライトアップするのですか。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 はい。来年度もライトアップを考えております。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 そうですか、この件につきましては宜しいですね。 

先程の話の中で終わっていないのが、６９件これについて確かに気になる数字ではあ

りますが、もし代案があるなら、こうした方が良いのではないか等もしあれば検討し

たいのですが、どうでしょうか。 

 条件は設けないということで良いですね。 

 

●林委員林委員林委員林委員 

 はい、あとは質の低下ということでコメントのところは検討の余地があるかなと思

います。 

事前にレクチャーをする時は、ハッシュタグのやり方とか、そういうのを重視して

も良いのかなと思います。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 インスタグラムというのは訪れた数はわからないですよね。「いいね！」を付けない

で見る方は沢山いますよね。例えばホームページであればわかったりするのですけれ

ども、そういう機能は無いですよね。それがあると、もしかしたら同じ人が何回も見

ているかもしれないとかがわかりますよね。ここでは反応してくれた人の数をカウン

トしていますが、実際はこれ以上多く見ている方もいるでしょうね。私なんかのよう

にただ見ている方はカウントされていないと思いますので、そういう人も入れたら、

何人くらい見てくれたのかなと少し気になりました。 
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●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 私たちが見る分にはわからないと思います。 

 

●齋齋齋齋藤主査藤主査藤主査藤主査 

 インスタグラムの公式の使い方ではわかるようにはなっていないもので、把握でき

ておりません。 

 

●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 ハッシュタグの数が多いと「いいね！」の獲得数につながっているとあるのですが、

市の方からこういったハッシュタグを使えますよというようなものがあると良いと思

います。初めて応募する人がハッシュタグは何をつけたら良いのかわからないと思う

ので、そういった見本みたいのがあれば良いのではないかと思います。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 市で推奨しているのがえべつ都市景観フォトコンというハッシュタグだけでして、

もしも慣れている方でしたら、それ以外にも景観に関するものだとか、自分に関する

ものをどんどん付けて、見ていただける確率が増えるのですけれども、やはり不慣れ

な方でしたらそれ１個しか付けません。渋谷委員が言われているのは、それ以外でも

市が推奨するものを２，３つ用意するような仕組みがもう少しあれば、不慣れな方で

も３つ位つけることができ状況が変わって来るのではないかという趣旨だと思うので

すが、そこは検討事項とさせていただきます。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 やはり使い慣れている人が得点を集めやすいというのが若干あると思いますが、そ

れが全てではないですし、そしてそれはそういう機能なので、そういう意味では問題

が有るのか無いかもわかりませんが、どうでしょうか。 

 

●松本委員松本委員松本委員松本委員 

 特性を使っていると割り切れば、問題ないと思います。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 そうですね。逆に言うと、知らない人は損ですけれども、知ることができれば、あ

るいは使いやすくサポートができれば良いのかなと思います。 

 最優秀賞の方はハッシュタグを多く付けていたりフォロワー数が多かったりします

か。 
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●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査 

 はい。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 やはりそうなのですね。 

 検索に引っかかりやすいとか、フォロワーが多いということは応援してくれる人が

多いということですから、その分それだけ見てくれているということですね。 

 

●松本委員松本委員松本委員松本委員 

 フォロワーが宣伝してくれているかもしれないですね。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 これについては、機能を使っているだけなので、問題なさそうですね。 

 

●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員 

 私も例えば花を見たい時に検索するとハッシュタグを付けている投稿がたくさん出

てきたことがあるので、そういう意味ではハッシュタグはこういう時には大切だなと

思いました。 

 

●林林林林委員委員委員委員    

 郵送、持参２名というのはちょっと少ないと思うのですが改善出来たりするもので

しょうか。今回ＳＮＳに特化した訳でないですよね。色々な人が参加できるフォトコ

ンということだったと思います。多分ここでも議論した結果ＳＮＳになったと思うの

ですが、２名というのは改善、検討の余地があるのではないかと思います。 

 

●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

 議論した中で高齢の方とか、使ってない方もいるということで、色々な方法でと言

ったと思います。確かに２名というのはどうなのでしょうね。 

 

●林林林林委員委員委員委員    

 普通に写真撮って応募すれば良いだけですよね。ですから情報の発信の仕方という

ことですよね。フォトコンがあるということを７０歳以上の方が知らなかったのかな

と思いました。 
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●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長 

 別にデジタルでなくても、写真が出来たら送ったり、持ってきてもらうことができ

るのですが、それが少ないのではないかということですね。 

もっと言うと広報が上手くされていなかったのではないかということですね。どう

でしょうか。インスタグラムをやっている方の中には、結構年配の方もいるとは思う

ので、年齢関係ない部分もありますけれども、印刷した写真での応募が少ないですね。

少ない理由というのは事務局ではわからないですよね。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査    

 そうですね。ＳＮＳという部分が比較的前面に出ていたので、その時点で応募する

気力が失せた方がいたのかもしれません。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

 これ以外にも過去に市内でフォトコンをやってますよね。実は都市景観賞の宣伝の

時にたまたま違うフォトコンと並んでやっていたのを見たのですが、それは多分普通

の写真受付してやっていたと思うのですね。だからそういう方が応募しないで逆にＳ

ＮＳの方でやったのかどうなのかな。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 江別市さんの方でもう一個フォトコンやってますよね。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査    

 ２年前のフォトコンを開催した年の春に経済部の観光協会の方でインスタグラムを

使って開催しています。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

 インスタグラムを使ったやつを印刷したのですね。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査    

 ただ、被写体を限定していないので江別の風景であればおそらく何でも受け付けて

いたと思います。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

 貼ってあったので、それもそうなのですね。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 ちょっと時期とか調整した方がいいかもしれないですね。 
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●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査    

 そうですね。 

 似たようなことをあっちでもこっちでもとなると良くないですね。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

 でも、今やってますかね。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査    

 その後開催した話は聞いていません。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 確かに資料の広報えべつを見てもＳＮＳのところが太字になっているので、パッと

見たらまあＳＮＳ用かなって思ってしまいますね。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    そうですね。印刷した写真も受付していることがわかるようにしたいですね。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

    広報感としてどうなのですかね。今はちょっとＳＮＳが強めで広報してましたけど、 

実物とＳＮＳをフラットにして考えるのはどうですか。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    ただ、傾向としてはやはり強くなるのかなと思います。例えばカメラを持って動い

ている人って例えば学生なんかでもほとんどいないです。スマホで全部やってしまう。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    カメラで撮ってもパソコンに落としたりします。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    そうです。結局その作業が入りますよね。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 目的が何かなと思うのですよね。写真の応募件数を増やしたいということだったら、

ＳＮＳの簡易なかたちで良いと思います。前回は第一回ということで効果も出したい

し、最初はそれで良かったかもしれないですけど、同じことをまたやるのかというこ

とも議論の余地があって、一定程度成果が見えたということになったら、次は質を担

保するだったりとか、より多くの世代にとか、もう一歩ステップアップできれば、第
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二回を開催する意義がすごく出てくると思います。書き方だけだと思うのですよね。

ＳＮＳでの応募の仕方と普通に郵送でもいけますみたいなふうに。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    普通に応募できるということも含めてわかりやすく告知するというかたちで、事務

局に考えてもらうということでどうでしょうか。 

 

●●●●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長     

 わかりました。こちらのパンフレットの裏面にも書いているのですが、やはりイン

スタグラムというのが一番上に出ており、郵送、持参が三番手に出ているというとこ

ろも影響があるかもしれません。ＳＮＳの世代というのは景観賞から少し離れている

という印象があったものですから、まずはそっちということで、逆に偏りすぎてしま

ったというところもありますので今のご意見を基にもう少し記載の方法を考えさせて

いただきます。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    ひとつ気になったのが、５か所以上応募された方に対して先着順で特別賞というこ

とが掲げてあるのですが、募集を開始した直後の応募が多かったとか、何か影響があ

ったりしたのでしょうか。いつくらいに先着順の特別賞の該当者は決まったのですか。 

  

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 当初、予算の都合があったもので、制限なしにする余裕があるか全く見えない状況

だったので、予算の範囲内で早い者勝ちということで謳ってはいたのですが、結果と

して５か所以上応募されたほぼ全員が対象となりました。当初予算では３０名分の特

別賞の予算を確保していたのですが、連絡が取れず発送先がわからないとか、応募は

されたけれども対象外の写真が含まれていたので特別賞に該当しないケースなどもあ

り、ちょうど３０名の方に特別賞を贈らせていただいたということです。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    抽選というのもありなのかなと思いました。もちろん予算があるので全員という訳

にはいかないのですけれども、もし該当者が多かったら最後抽選というかたちにした

らいいのかなと思ったのですが、前回たまたま予算に合い、全員が対象となりました

けれども、次回、先程の６０何件ではないですけれども、そういう方が増えた場合、

先着順となると前に集中してしまうのでないかなということで、それであるならば、

抽選というふうに書いておけば、最後予算に応じたなかで、人数を割り振れるかなと

思います。あとは、内容も事務局で確認していただいて、抽選とは言いながらも、た

だ単に上げたらいいのではないかみたいなところももしかしたらあるかもしれないの

で、先着順より抽選の方が良いのかなと個人的には思ったのですが、そこらへんはい
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かがですか。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    今抽選という話も出たのですが、本当は全員にお金がかからないもので何か江別の

ものがあれば一番良いのですけれども、例えば何名まではこうだけど、何名からは何

か江別のシールを贈るといったように、そういうものがあれば良いと思いもしますけ

れども、ないですよね。 

 

●●●●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長     

 今松本委員が言われたように、５件以上の賞品があたる３３名がひょっとしたら、

賞品があたるという目的で、最初の６月３０日の早い段階で出られたという可能性も

あります。そういうような状況を考えると満遍なく出るようなしくみである抽選とい

うのもひとつの方法だと思いますので、そこもご意見として検討させていただきたい

なと思います。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    実は、松本委員の話を聞いて、気になったところがあったのですけれども、先程事

務局の説明で応募期間をいくつかに分けるという考えも出てました。その場合に、ど

うなるのかなと思いました。先着としたときに、やはり季節ごとに募集した場合にど

うなのかなというのもあったので、それも含めてどうするか決めないといけないかな

と思います。そうすると最初に人数分で終わってしまったとなったら次に影響してく

るので、是非良い案が出るといいなと思いますが、ここも改善点ということでよろし

いですか。あと今少し言ったのですが、事務局から提案あった応募期間を分割すると

いうのは皆さんどうですか。中弛みがあったということもあったり、なぜ最初と最後

が多いのかというのはちょっとわからない部分もあるとは思うのですが、そこで、分

割とかそういうかたちでできないかなということで提案ありましたけれども、それに

ついてはどうですか。やってみないとわからないですよね。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 クラウドファンディングでのセオリーでは最初に急激にあがって、中間で下がって

最後にまた急激にあがるという曲線は同じですよね。最初と最後にどれだけ稼ぐかと

いうので、プロモーションの仕方を工夫する。ある程度これは仕方ないのかなと思い

ます。それが、細々することで、それぞれが小さくなって全体が落ちてしまったら、

もったいないなというところもふと思っています。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    分割すると聞いたときに、イメージが湧かなかったですね。質問するにも何を質問

していいのか、分割という言葉でイメージが湧かなかったので、季節ごとということ
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でしたけれどもそれでもちょっとわからないなと思いました。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 分割するというのは、例えば前回は６か月間連続した募集期間としておりまして、

それで、最初と最後に集まって真ん中あたりが弛んでしまったなと印象だったもので

応募期間を二か月位で例えば春夏期間とか秋冬期間のように設けてそれぞれで賞を決

定すれば、中弛みする前に終わるのではないかと思ったものです。少し安直ではある

かもしれませんがそういった意味合いでございます。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    わかりました。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    これが良い方に出るか、悪い方に出るかちょっとわからないですが、これは実は重

要なことかなと思ったものですから、今他の話からこっちに飛んでみました。今事務

局の中では二か月、二つくらいに分けてという考えですか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 そうですね。案ですけれども。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    二か月ですか、それとも二つの期間、５月から８月、９月から１２月とかですか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 一期目を締めたあとに、集計とか表彰とかという事務手続きがどうしても発生する

ので、それが終わってから二期目を始めるということです。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    表彰も二回に分けるということですか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 そのように考えております。当然予算の範囲ですけれども、春夏部門優秀賞のよう

に、一旦そこで授賞して、表彰式は開かず、ホームページ等で発表して、改めて秋冬

部門を開催するというような流れを考えています。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    そうすると、先程回数制限という話がありましたけれども、同じ人がまた、同じ建

物を違う時期に出すという可能性もあるということですか。 
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●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 あると思いますが、そこは先程も議論になったところなので、制限するべきなのか、

もしくは改めてということで受け付けるのかというのは、検討の余地があろうかと思

います。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    現行のままで良いのではないかと思います。案としてはそういう考えもあるのだな

と思ったのですけれども、応募する方も混乱したり、逆に印象が薄くなるような気が

します。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    実は、応募期間を二つに分けるだけで、表彰は一個かなと思っていたものですから、

分けるとなると、少し難しくなるかなという感じは強いです。それも含めて再検討し

てもらっていいですか。意見としてはちょっと難しくなるのではないかと思います。

松本委員どうですか。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    もともとは、最初のほうで募集した方がインスタグラムで埋もれてしまうからとい

う意味があったということですよね。それで、分割することによって前に出した方も

良いよという雰囲気になるだろうと思ったのですけど、ただ前半部分を一回締め切る

ということになりますよね、そうなるとどうなるのかなというのが。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 一旦中間ではないですけれども、春夏部門の発表ということで、事務局の方で結果

発表をインスタグラム上で行います。そのうちまた、秋冬部門の応募が始まるという

ことです。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    そうなると、他の部門が消えるということですか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 深く埋まっていきます。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    でも、「いいね！」は付けても意味はないのですか。 
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●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 「いいね！」は付けられますけれども、集計を何月何日時点ということで締めてそ

こでの結果になろうかと思います。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    どこで切れるというのはわかるようになるのですか。見る方に、春夏部門はこの写

真で終わっているけれど、ここからが次だよということは。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 事務局で、なるべく目につく投稿を間に挟むことで区別はしやすくなると思います

が、そのページにしおりがあるということではないです。 

 

●●●●松本委員松本委員松本委員松本委員    

    わかりました。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    結構複雑になるかなという感じはしてきますね。この提案についてはどうでしょう

か。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    先程林委員の話で必ず中弛みはあるというので、それをどうやったら解消できるか

というのを考えた方が、期間を区切るよりは良いのかなと思います。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    最初に広報で告知すると思いますが、途中で再度、開催中ですというような内容を

広報に入れることはできるのですか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 広報を発行している部署との調整にはなろうかと思います。 

 

●●●●千千千千里委員長里委員長里委員長里委員長    

    初めの時は当然色々なところで広報されたり、新聞に載ったりとかあると思います

が、その後はどうなるのかなと、気づかない人はいるのではないかなという気はしま

す。 

 

●●●●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長     

 中間で、例えば同じようなパンフレットですけれども文字を若干変えながらといっ

た手段はあるのかもしれませんし、確かに渋谷委員がおっしゃられたとおり、こうい
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う曲線の途中の落ちかかったところでもうちょっと引き戻す方法を考えた方が早いの

かもしれません。今この場では申し上げづらいところはあります。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    二回に分けるよりは、今まで通りで中弛みしないような手法を考えるということで

よろしいですか。そういう方向で検討お願いしたいと思います。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 クラウドファンディングでいうと、活動報告ですよね。今これだけ集まっています

とか。景品とかちらつかせて良いのではないですか。度々そういうのを上げていくと

もしかしたら良いのではないかと思います。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    事務局の方でも、広報とか周知方法を工夫するということも言っておりますので、

是非その辺よろしくお願いいたします。あと、美原大橋のライトアップを増やすとな

っているのですが、増やせそうなのですか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 はい、当然ライトアップすると電気料金がかかるのでこれまで自粛していた電気料

金の予算措置を改めて行うという部分がどう判断されるかという問題はありますが、

先程申し上げた野鳥、渡り鳥に関しましては、時期を外して９月とか１０月とかにま

だライトアップできるタイミングはあったと思いますので、予算の範囲内ではあるの

ですが、日数を増やすことは可能と考えております。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    これも、市民が案外知らない時に点いていたということもあると思うので、これも

周知の仕方が重要なのかなと感じますのでそれも合わせてお願いします。他にご意見

無いですか。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 そもそものところで思うところがあって、先程も言ったように、目的のところが第

一回目と第二回目で全く同じで良いのかなというのもやはりあったりもしながら、更

に遡ると景観って本当に見た目の評価だけなのかなというのは、景観賞の時もずっと

言っていて写真を撮ってみんなで評価してというのもどこまでずっとやっていくのだ

ろうという話もこの場であったと思うのですけれども、個人的な意見ですが、景観っ

てもっと広義で捉えられていて、本当に市民が江別の景観を好きになってくれたりだ

とか、地域への愛着が湧いたりだとか、あとはそれを基に行動を起こしたりだとかそ

ういう市民の振る舞い自体が景観になっていくと思います。そういうところに寄与す
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るような取り組みに景観賞やフォトコンがなっていくと本当に素晴らしいなと思って

います。かなり難しいのですが。そういう意味でも、ただ写真を集めてえべチュンら

～めんをあげるというのよりも、少し考えても良いのかなと思います。この場で結論

は出ないのですが、例えば、先程言ったコメントの部分になぜそれが好きかとかそう

いう部分をきちんと書いてもらってきちんと評価するというだけでも市民の人が何に

興味を持っているのかというのがすごくわかると思います。それをきちんと分析する

ことで、例えば生涯活躍のまちにも使えるかもしれません。どういう人がどういうこ

だわりのまちの使い方をしたり見方をしているのかというのがわかれば、違うものに

もそのデータが使えそうな気もするので、そういうただやって評価して景品を渡す以

外にも意義があるととても良いなと思います。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    先程の話なのですが、コメントって大切だと思うのです。そのコメントの中からも

しかしたらパンフレットに出るキャッチコピーになるかもしれないのですね。これは

きっと考えているのでしょうけれども、真面目なキャッチコピーでも良いのですが、

写真を撮った人がくれたコメントの中になんて良い表現なのだろうとか、そういう想

いが詰まった言葉がもし選ばれたら次の時にパンフレットに使えるかもしれないとい

う、少しでも良いから参加してくれた人の想いとかが私たちにも市民にも届くような

感じになればちょっと楽しいかなと思います。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 そういうのがまた、色々な市民にも広がっていけば、ググッと入っていけますよね。

ただ写真を評価するだけではなくて。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    もしかしたら親子で応募というのも、お父さんが写真を撮って、お嬢さんがコメン

トを書いてくれたとか、そういう物語を一枚の写真の中に表現してもらえるとこちら

側の評価もまた一枚の写真でも全然違うと思うので、写真が綺麗とかというのも大切

ですけれども、そこに物語が見えたらもっと素敵なフォトコンになるような気がしま

す。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 今フォトショップの加工技術の勝負になってしまっていますからね。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    これから違う部門ができるかもしれない、加工部門とか。どんどん加工して良いで

すよという加工部門とか。 
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●●●●林委員林委員林委員林委員    

 物語部門とか。 

 

●●●●渋谷委員渋谷委員渋谷委員渋谷委員    

    そうです。そういうのがこれから、林委員がおっしゃっていた進化していったらい

いなと思います。毎年同じことをずっと続けているのではなくて、前より今回にプラ

スになることが見えるためには内容も変わっていく必要があるかなと思います。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    実際、この都市景観賞は例えば最近だとこいのぼりフェスティバルとか、ノハナシ

ョウブとか過去に何回も出ていて賞に入らなくてやはり活動も含めて評価したという

実績がありますのでそういうものに関してこのフォトコンテストがうまく出せるよう

になっていないというのも事実なのでそういう工夫ができればした方が良いのは当然

だと思います。コメントのところは今は任意でしょうか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査     

 任意です。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    必ず書くというかたちにしても良いのかなと思います。想いを伝えてもらうという、

当然事務局の方で誹謗中傷があるのであれば、カットするとか、そういう作業は当然

必要だと思いますけれども、そうではないものに関しては、そういうかたちでやるの

も良いのかなと思います。 

 

●●●●林委員林委員林委員林委員    

 それで仮に応募数が少なくなってしまったとしても、それは目的の書き方だと思い

ます。そういう目的ではなくて、質が上がったというふうになればそれはひとつの成

果ですし、今の目的のまま応募数が下がったらもうこれは失敗だと思いますので、そ

れは合わせて考える必要があると思います。 

 

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    最終的な目的としては、都市景観賞の数が減ったり増えたりしているので、そっち

につなげていくというところもありますので、やはりその想いを伝えてもらって最終

的には２年後につなげていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 他何かありますか。事務局の方から特にこれについて聞いてほしいとかありますか。 

もしご意見がこれ以外でありましたら事務局に直接言っていただくかたちでお願いし

ます。 

 それでは、概ね意見が出たと思いますので、事務局の方で意見をまとめていただい
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て次回開催するときの素案を作成していただくということでよろしくお願いします。 

    

４４４４．．．．その他その他その他その他    

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    それでは、その他につきまして事務局から何かございますか。 

 

●●●●齋藤主査齋藤主査齋藤主査齋藤主査    

    本日は活発なご意見をいただきましてありがとうございました。委員長の方からも

お話しいただきましたが、本日出されたご意見、ご提案等を事務局の方で集約、精査、

検討いたしまして次回開催のフォトコンの内容を詰めていきたいと思っております。

次回の景観委員会の日程につきましては、未定ではございますが委員の皆様とまた開

催するに当たりましては日程等を調整させていただきたいと思います。その際はよろ

しくお願いいたします。 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉    会会会会    

●●●●千里委員長千里委員長千里委員長千里委員長    

    ありがとうございました。本日の予定の議事に関しましてはすべて終了いたしまし

たので、以上をもちまして、閉会したいと思います。皆様ありがとうございました。 

    


