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１．業務の目的 

 

 この事業は、札幌市市民まちづくり活動促進条例（以下「条例」という。）第７条第１項に基づ

き、「市民まちづくり活動」の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定された、

札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（以下「基本計画」という。）の第２期基本目標に掲げる

「向上」を実現するため、団体の課題解決能力の向上を図る人材を育成することを目的として実施

する。 

 

２．業務の概要 

 

（１）全体プログラム 

 

１）プログラムの配慮点 
 全体のプログラムを検討するにあたり、次の３つの視点を考慮した。 

 

●自分と社会課題との接点をつくり、人との関係が深まるプログラム 

 参加者自身が社会的課題に向き合い、その課題を自分ごととして捉えることができるよう、社会

課題と自分との接点づくりを大切にした。また様々な人が集まる中で自分の役割を得てやりがいを

得られるよう、人間関係の構築にも配慮した。 

 

●参加団体を牽引者として、実践プロセスを共に歩く伴走者の体験 

 既存の活動団体の「やりたい」と実践の動機で活動を牽引してもらい、参加者は課題に共感し、

団体を応援するかたちで自らの役割を得て取組を一緒に進め経験を積むという、実践しやすいプロ

グラムづくりを検討した。 

 

●チームワークで活動を進める、お互いに育ち合う関係づくり 

 参加する個人、参加団体が、お互いのプラスになる関係を築いて活動を進められるよう、人間関

係づくりに配慮した。 
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２）全体プログラム構成 
 

 以下の全体プログラムにそって事業を行った。 
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（２）各事業の概要 

 本業務で行う事業は５つの内容で構成される。以下に各内容の概要を示す。 

■まちでちょいチャレキックオフミーティングの実施 
 市民を対象に、複雑・多様化する地域課題を解決するまちづくり活動を進めるための考え方や手

法の概要等について、初心者向けセミナーを企画し開催した。 

 100名程度の市民などを対象に参加を見込み、１回実施した。 

■まちでちょいチャレ企画ワークショップの実施 
 実践体験や報告会にも継続的に参加できることを条件にまちでちょいチャレ企画ワークショップ

への参加者を広く募集した。 

・参加者でチームを作り、各チームで取り上げるフィールドやテーマ検討する 

・決定したテーマを解決するために必要な基礎的知識や手法を参加者が習得する 

 参加者がテーマを解決するために作成する事業（行動）計画の企画立案やアイデアの具体化に必

要な支援を行い、30名程度の市民などを対象に３回実施した。 

■まちでちょいチャレ実践体験の実施 
 企画ワークショップでまとめた事業計画を基に、実際に課題解決する体験を行い、参加者が課題

解決に至る過程や結果をまとめるために必要な支援を行った。実践体験は、ワークショップで知識

や手法を学んだ参加者が、それを実践する場として位置づけることから、ワークショップから実践

体験に参加する一連の流れをつくり実施した。 

 また、実践を進めるうえで必要な研修を、実践研修として１回開催した。 

■コーディネーター派遣の試行実施 
 地域課題を解決するためのまちづくり活動を進めるために必要な知識やスキルを習得した人材を

コーディネーターとして有効に活用するため、実際にその人材をまちづくり活動団体に派遣し、習

得した経験をアドバイスすることにより、コーディネーターとしてのスキルを学ぶ体験を行うこと

ができるよう支援した。 

 派遣者はちょいチャレチームのリーダーのうち対応可能な１名に依頼し、１回の派遣を行った。

派遣先となるまちづくり活動団体については、委託者と相談の上決定した。 

■報告会の開催 
 取組を振返り、発表する場を設けるとともに、人材育成を専門としている講師を招き、講評を行

った。 

 参加者のほか一般市民を対象として１回開催し、本事業の取組成果を広く周知した。 
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（３）広報、参加者募集の方法 

 

 全体のプログラムを進める上で、最初に実施するキックオフミーティングに多くの参加者を得て

その後のプログラムに関心を持ってもらうことが重要であった。このため、チラシ・ポスターを作

成し、公共施設を中心にさまざまな方法で施設や団体に向けて広報活動を行った。キックオフミー

ティング以降は実践講座の開催まで同様に広報活動を行い、参加者の獲得に努めた。 

 これらの参加者募集の呼びかけは、以下の公共施設へのチラシ配架やFacebook、webなどのメ

ディア、地域情報誌等への情報掲載を通じて行った。また、エルプラまつりなどの市民まちづくり

活動に関心のある人の集まるイベントでもチラシを配布した。 

 その他、札幌近郊の10の大学には教員を通じてゼミ等での周知依頼を行った。その他、つなが

りのある民間施設、大学生、大学サークル、NPO等を通じて周知依頼を行った。 

 

■チラシの配架や広報活動を行った公的施設とメールマガジンの例 

手段 相手先／方法など 

公共施設への 

チラシ・ポスター配架 

各区役所 

各区民センター 

本庁分 

北海道イベントインフォメーション（チカホ） 

市民活動サポートセンター（エルプラザ、チカホ情報コーナー） 

ボランティア活動センター 

道立市民活動促進センター（かでる 2・７） 

市民活動プラザ星園 

若者活動センター 

メルマガ配信 

札幌市民参加メールマガジン 

しみさぽメールマガジン 

札幌商工会議所メールマガジン 
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３．各取組の実施概要 

 

（１）キックオフミーティングの開催 

 キックオフミーティングでは、多くの人にまちに関わるきっかけになるような情報提供ができる

敷居の低い入口づくりを意識した。まちづくりの初心者に、どんなことを思ってどんな活動をして

いる人達がいるのかを知ってもらう場として、様々な団体による活動の紹介の時間を設けた。また

子どもや若者を対象に全国でまちづくりの取り組みに関わり活躍するコドモワカモノまちingの星

野諭氏から、社会課題と自分の「ワクワクすること」を掛け合わせて活動に繋げるヒントを講演い

ただいた。 

 また今後ちょいチャレに参加協力する団体の活動キーワード「子どもとワクワク」「まちでワク

ワク」をもとに、参加者と一緒に、ちょいチャレの芽となる取り組みの展開の可能性についてワー

クショップでアイデアを出し合った。 

 

１）実施準備 
■会場準備 
 会場は、立地がわかりやすく、多く

の人が集まりやすい場所であり、広い

会場が確保できるという条件で、ホテ

ルポールスター札幌を選択した。 

 

■チラシの作成 
 参加者を募集するため、キックオフ

ミーティングの募集チラシを1200

部作成した。 

 

■参加者募集 
 札幌市民に広く参加を呼びかけた。

チラシを主な公共施設に配架したほ

か、web媒体への掲載、メルマガへの

掲載などを行った。また北海道新聞の

お知らせにも掲載された。 
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２）プログラム 
 当日のプログラムを以下に示す。 

 

13:30 ■ごあいさつ 

■趣旨説明 

13:35 ■オープニング 

・満席さん 

・福島の子どもを南幌へ招待する会 

・コンカリーニョ 

13:50 ■講演「私のワクワク」で社会課題の解決に！可能性は∞だぜ！！ 

  講師：星野 諭さん（NPO法人コドモ・ワカモノまちing代表） 

講演・質疑応答 

14:50 ■休憩 

15:00 ■その活動、ちょっと聞かせてタイム 

・参加団体の活動紹介 

15:35 ■テーマ別交流タイム 

・4 つのグループで情報交換 

16:20 ■チャレンジの芽紹介 

・４団体より「ちょいチャレでチャレンジしてみたいこと」を発表 

  札幌おやじネットワーク 

  白石まちづくりハウス 

  コンカリーニョ 

  Sapporo Smile Woman project 

16:28 ■ワークショップへ向けてと、アンケート記入のお願い 

16:30 ■終了  
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３）オープニング 
 「福島の子どもを南幌へ招待する会」の協力を得て、お琴とギタースペシャルライブを行った。

また、ちょいチャレに参加するコンカリーニョから「満席さん」を招いて、活動の紹介と寄付を募

るパフォーマンス「お金をください」を披露いただいた。 
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４）札幌市よりあいさつ 
 市民のみなさんの中には、まちの課題やまちづくりに関心があるけれども、参加しなくてもなか

なか一歩を踏み出せない方々もおられると思う。札幌市では、市民の方が積極的に自らの手で、札

幌のまちを良くしていこうとするまちづくり活動に必要な支援の一つとして、一昨年からまちづく

り活動を担う人材育成のためのセミナー等を開催してきた。今年度は、市内を中心に活動している

団体から実際に取り組んでいる活動内容や、手本となるような事例等を伝えていただくことで、地

域課題の解決に必要なノウハウを学んでいただきたいという思いで企画をさせていただいた。 

 本日はその１回目として、活動に取り組んでみたいという方々のチャレンジを応援するため「ま

ちでちょいチャレ」というテーマでセミナーやワークショップ等を行う。また、10 月以降に実際

にまちづくり活動の課題について解決する手立て等を話し合い、実践に繋げていくというワークシ

ョップを用意しているので、本日ここにお越しの皆様方には引き続きそちらの方にもご参加いただ

きけるようお願いしたい。結びに、本日のキックオフミーティングがご参加いただきました皆様に

とって実り多きものとなるよう祈願している。 
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５）星野講師の基調講演概要『「私のワクワク」で社会課題の解決に！可能性は∞だぜ!! 』  
  �  

 

 オープニングでは非常にワクワクさせてもらった。福島の子どもたちを招待している活動を紹介

いただいたが、私も東北で活動をして福島の遊び環境、大人向けの研修に取り組んでいる。福島の

子ども達は「土」「水」「空気」で遊べない環境にある。ぜひご支援をしてほしいと思う。 

 コンカリーニョの劇場の方は、ものすごいパワーがいい。ワクワクは本当に無限大なのでぜひ皆

さんもワクワクしてまちづくりをしていただけたらと思う。 

 

 「あなたが主役 ワクワクの掛け算」。先に結論から言うと「それぞれのワクワクの掛け算」。こ

の感動物語づくりというのがとても大事なことだ。一人ひとりの生きてく人生の感動物語で、１人

じゃなくて 2 人、2 人じゃなくて 3 人つながっていく中でそういう物語を作っていく。そういう

時間軸意識して活動していくとより豊かになる。 

 私は遊びを取り巻く色々な環境を豊かにしていくことを仕事としている。地域コーディネーター

という、子どもを取り巻く環境の中で多様な関係性を紡ぐことをしている。「遊びは、世界を平和

にする」と考えている。 

 私は新潟県の妙高高原で育った。雪が３m くらい降り、子どもの頃からまき風呂で育った。子ど

1978 年、新潟県妙高高原町（現妙高市）生まれ。幼少時代は

野山を駆け回り川魚を捕まえ、薪風呂を楽しみ育つ。 

高校時代から様々なボランティア活動を行い、大学時代に地域

活動団体を設立。子どもにとっての「遊び＝生きること」を通

じて、様々な人や文化、自然や知恵との「縁」を再び紡いでい

きたいという思いで、長屋を借りての路地遊び、里山体験キャ

ンプ、神田の子ども祭りや企業や商店との協働事業なども実施

した。その活動を基に 2008 年、「NPO 法人コドモ・ワカモ

ノまち ing」を設立。子どもに豊かな遊びを提供するだけでな

く、コミュニティやまちを育む事業を展開している。遊びを出

前するプレイワーカーとして全国で活躍、震災以降は東北でも

活動している。若者の人材育成にも力を入れている。 

講師：星野 諭 さん 

NPO 法人コドモ・ワカモノまち ing 代表 

プレイワーカー 

一級建築士 

地域コーディネーター 
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もは学校の帰り道に小川で笹船を浮かべたり、野生動物のいる森に基地をつくったり、廃墟に内緒

で入ったり・・・そういう遊び場だった。こういう原体験はとても大切で、皆さんが子どもの頃に

ワクワクした遊び環境を、現代の子ども達に同じように提供できているかを考えてほしい。その時

間軸を感じてもらうと色んなことが見えてくると思っている。 

 ちなみにマッチングという意味の「まち ing」。こどもと自然や文化を紡ぐという意味と育んで

いく時間軸も大事にしている。もう一つ大切にしていることは「感育」で、一人ひとりの感動する

こと、そして感性、感謝、それらが育まれる環境を大切にしている。 

 ※星野氏の活動のきっかけと経歴について紹介 

 

 ボランティア活動を本業としていくには 1 人では難しかった。仲間やその場所の資源、可能性を

引き出してその掛け算をひたすら編み出した。地域の資源、地域の人、モノ、文化と自分たちの中

の掛け算をして新たな価値を作ってきた。ちなみに組織の資金は、はじめは助成金が中心だったが、

助成金は期間が決められておりなかなか続かない。それを持続可能にするために、事業を受託し、

企業と一緒になって多様な関係性（多角形）で活動している。 

 ここで 3 つのキーワードを伝える。一つ目は「ぐるぐる巻き込むコミュニティビルド&シェア」。

その中で「子ども・若者の参画」ということをとても大切にしてきた。子ども達と一緒に考え一緒

に作っていく、サービスを提供する側・される側という関係性を越えて共に考えて共にする。 

 ※長屋を借りて子ども基地を作った取組の例 

 ※JR 秋葉原の高架下のまち中デザインの取組の例 

 ※公園・学校づくりの取組の例 

 ※中高生の政策提案の取組の例 

 津波で全て流されてしまった海沿いの公園が石巻にある。地球からいただいたプレゼントである

石や土、またまちの記憶であるガレキといった資源を集めて、子ども達と遊び場を再生しようとい

う企画が始まった。「のぼり棒がほしい、樽のお風呂に入りたい、テントがほしい」など子どもの

アイデアを１つ１つ、先人の知恵を体験しながらつくった。大人が全部用意して組み立てるのでは

知恵は育まれない。でもこのプロセスを一緒にやることで知恵が育まれる。子どもが今まで使った

ことの無い道具を使いこなしていく。またみんなで作るとモノに愛着が生まれ、人と人が繋がって

いく。 

 一つ目のまとめは、子ども・若者が参画する。①やりたいをサポート：１人１人のやりたいをサ

ポートしていく②「私」の居場所づくり：子ども達が自分の居場所を自分でつくっていく。③地域

とのつながり：①②のプロセスの中で繋がりを作っていくということだ。 

 

 キーワード 2つめは、「第三の答え～ワクワクの解決案～」。先程の子ども基地が再開発で取り壊

しになったのが私にとって大きな転機となった。そこで逆転の発想で子ども基地を移動式にした。

トラックの中に自然素材や昔遊びなど色々なモノを積んで、道路や空き地など街中をもっと遊び場

にして多世代の交流の場を作ろうとした。遊びを出前することで、まち全体が遊び場になり、多世
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代交流の場になった。 

 ※自然素材＆打楽器遊び、流しビー玉、道あそび、多世代交流、職人体験・交流の取組の例 

 

 また 1 年に 1 回は色んな市民団体が集おうと、上野公園で「ハッピーフェスタ」というイベン

トを 50 の団体、250 人のスタッフで行った。2 日間で 3 万人が来場した。イベントがきっかけ

でイベントの後の活動でも繋がっていくという展開がある。集客数だけでなく、ぜひ横のつながり

が育まれるイベントをすることをお勧めしている。 

 月に 1 回程度は東北で「コドモ∞ムゲン プロジェクト」で、仮設住宅や駐車場等で遊び場の出

前をしている。ここで一つのエピソードがあった。震災から 6 ヶ月の頃、遊びに来た 4 才の子、

はじめはずっとお母さんから離れられなかった。津波に流されたせいで、一日中怖くて手が離せな

くなったそうだ。だがこの遊び場にきて 1 時間経ってからふと見ると、その子は手を離して遊んで

いた。それを見たお母さんはずっと泣いていた。子どもを守るためにずっと緊張していたのだろう。

このことから遊び環境を豊かにすることが子どもにとっても親にとっても大きな力になるという

ことを改めて感じた。現在色々な移動式遊び場を作っているが、ぜひワクワクの車が街中を走り、

遊びを出前していくという環境を札幌でも進めてほしいなと思いう。 

 2 つめのまとめは「ピンチはチャンス」。①場・資源を活かして新たな価値（遊び）の創造 ②

多世代で無縁社会の子育て社会の課題解決とあるが、子育ての孤立しないため地域のおじいちゃん

おばあちゃんやナナメの繋がりが必要である。そして最後に③それを継続することでまちの担い手

育成に繋がっていく。 

 

 最後のキーワードは「多様な分野の協働～「Happy&Happy」のかけ算～」。Win・Win という

2 者の関係より、社会やまちにとっても Happy でなければならない。自分たちがやりたいワクワ

クポイントと、相手が求めているところが重なる部分（価値のダイヤモンド）は何だろうと少し意

識するだけで色々なことが見えてくる。この「価値のダイヤモンド」を考えていくことこそが社会

の課題解決に繋がる。 

 ※千代田区のタワーマンションの多世代交流の取組の例 

 ※NHKとの防災パークの取組の例 

 ※東京都の防災教育・防災あそびの例 

 ※石巻市の「子どものまち・いしのまき」の取組の例 

 四季の「感育学校」ではそれぞれの季節だからできることをする。私たちだけではできないが、

地域の方々と関わり教えてもらうことで多様な体験ができる。繋がりが無ければできないことがた

くさんある。 

 最後の 3 つ目のまとめは「わくわくの掛け算」をたくさん作ること。特に分野を越えるととても

面白くなる。例えば清掃活動がしたいといっても、普通にするだけでは疲れてしまう。ここで音楽

と合体させ、ホウキに楽器をつけてチンドン屋のようにして、まちをパレードするように掃除をす

ると、やりたい子どもがどんどん増えていく。またまちのガイドの人に会えばまちのことについて
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深く知るというように、分野を越えて様々なワクワクの掛け算をすることができる。 

 もう一つのまとめは「今だけ×ここだけ×私たちだけ」。時代やニーズ等「今」とは何かと考え

てみる。そしてここだけのもの、地域資源など「ここ」を考え、そして好きなこと得意なことなど

いちばん大事な「私」を掛け算すれば、世界でたった一つの価値が生まれる。価値のダイヤモンド

は無限大にある。自分の可能性を狭めないということが大切だ。 

 

 最後に、個人的に大切にしている３つのことをお伝えしたい。 

①「感動とは 感じて動くと書くんだなあ」という相田みつをさんの言葉がある。学生時代にこの

言葉に出会ってから、24 時間以内に動こうと決めた。できるようで難しいことだ。子どもが生ま

れた時に、まちに子どもが遊べる環境を作りたいと思った。しかし 1 才の子どもと散歩をするとタ

バコのポイ捨てが非常に多く、子どもが自由に遊んだり手で触ったりできないと思った。それで散

歩中にでも 1 日 30 分ゴミ拾いをするようになった。そういう小さい一歩はとても大切だ。自分が

ビビビ！と来たことに対してアクションをしなければ、社会は何も変わらない。今回のちょいチャ

レもそういうことだ。小さな一歩が未来を作るのだ。 

②「欠けを知る！足るを知ること」。誰にでもできないことや障害はある。だからこそつながれた

り、助け合えたりできる。自分は完璧だ、自分だけでやるといことではぶつかる。できないから一

緒にやろうというように、少し欠けた部分がありそこから繋がっていくということが、まちづくり

にとって大切なことだと思う。 

③最後に「ワクワクが必ず未来を変える」。ここにいる人や皆さんの資源のワクワクを掛けて「世

界一ワクワクするまち札幌」をぜひ作ってほしい。「ワクワクは人と社会を動かす力になる！」。以

上で講演を終わらせていただこうと思う。 
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６）その活動ちょっと聞かせてタイム 

 

 キックオフミーティングでは、市民まちづくり活動が例えばどのような取組をしているものかを

紹介し、少しでも関心のある人が地域の活動の場とつながっていくきっかけとして情報を得られる

よう、ちょいチャレ参加団体以外に、さまざまな分野で活躍している４つの団体を招いて活動紹介

をしてもらった。代表に登壇いただき、画像を交えて活動紹介をしてもらった。活動概要は資料と

して配布した。 

 

◉参加団体の活動紹介 5 分×4 団体＝20 分 �
 ①あさぶでむすぶボランティア部 

   紹介人：代表 萩原英里 さん 

 ②ていねコミュニティカフェめりめろ 

   紹介人：鈴木 玲 さん 

 ③八剣山エコケータリング 

   紹介人：ビアンカ フュルストさん 

 ④猫と人を繋ぐツキネコ北海道 

   紹介人：吉井 美穂子 さん 

 

◉ちょいチャレ団体の活動紹介＆ちょいチャレの芽（チャレンジしてみたいこと）の紹介 

6 分×4 団体＝約 25 分 

 

 ⑤札幌おやじネットワーク 

   紹介人：竹内 嘉昭 さん 

 ⑥白石まちづくりハウス 

   紹介人：常盤野 晴子 さん 

 ⑦コンカリーニョ 

   紹介人：髙橋 智信 さん 

 ⑧Sapporo Smile Woman project 

   紹介人：内川 亜紀 さん    
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 以下、当日配布資料を掲載する。

   

��������

こんな仲間を募集しています団体概要

���������������� 代表：藤原 美由紀
　

サポーター：30名

自分のできる時間で、できることを
持ち寄って運営しています。週１回
や月１回でもOKです。
●カフェの運営お手伝い
　キッチンやカフェの接客、お掃除、
　飾り付けなど、自分の得意なこと
　での参加
●賛助会員
　資金でのご協力も募集中

～����������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

活動の拠点：手稲区手稲本町 1 条 3 丁目 3-1 メディカルスクエア手稲２階

　　　　　 電話/FAX：011-699-5179　メール：melimelo.teine@gmail.com

設立：2015 年

①コミュニティカフェ「めりめろ」の運営　11 時半～ 17 時（LO16 時） 月～金曜

②「レンタルスペース」の運営：9：30～ 11：30、14：00～ 16：00

③「レンタルBOX」の運営

④定例のイベント「ほっとるーむ」（毎木曜日 14:00-16:00）「お仕事BARって
いいね」「カードゲームっていいね」（月１回程度）　のほか、セミナー、コン
サート、寄席など、各種交流事業の企画・運営

こんな仲間を募集しています団体概要

����������� 代表：ビアンカ フュルスト 会員：13名

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

�����������������������

��������������������������������

�������������������

活動の拠点：南区砥山 126（八剣山果樹園）　メール：qwk10477@nifty.ne.jp

            011-596-2280 [ 八剣山果樹園]080-6060-2405 [ ビアンカ・フュルスト]

設立：2012 年
①ドイツの環境教育の手法も取り入れたエコケータリング事業とエコにこだ
わった料理の提供 

②体験型学習（体験型のワークショップ、料理講習会、クラフトワークショップ、
教育セミナー）

③エコ製品の製造・販売　など

●食育に興味があり、ソーラードラ
イフルーツづくりにかかわりたい
人

●エコエネルギーラリーのスタッフ
としてたまに活動したい人

●自然素材のクラフトを作ったりす
る協力してくれる人

●活動レポートなのの資料作成に経
験とノーハウのある人

●ＥＳＤ活動の夢とアイディアのあ
る人

�����

こんな仲間を募集しています団体概要

�������������� 代表：内平 淳一 　会員：17 名・５団体

��������������������������������

������������������������������

��������������������������������

���������������������������������

��������������

活動の拠点：北区麻生町6 丁目 14-6 高橋ビル 3階（麻生商店街振興組合事務所）

            電話：090-7646-3688（萩原）

●何かをやりたい人へ、活動の企画から実施、成果の振り返りまで、一緒に作り
上げる活躍の場の提供

●「あさぶおすそわけマーケット」など、地域交流イベントの企画・運営　など

●麻生で「何かをやりたい人」を
募集しています！

　特別な知識や経験はいりませ
ん。単に作業をするだけでな
く、企画から終わった後の達成
感まで一緒に分かち合いま
しょう。
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こんな仲間を募集しています

��������������� 会長：大西 なおこ スタッフ：25名　

団体概要

�������������������������������

���������������

 連絡先：電話：090-6263-0817（シブタニ）　　

        メール：koto17jp@ybb.ne.jp

 2013 年から、毎年８月に福島の子どもたちを南幌に招待し、自然観察や海遊
び、カヌー体験、農業体験、地域の方や子どもたちとの交流など、様々な体験
をしてもらっています。これまでにのべ 70 名を超える子どもたちが、南幌で
のキャンプを思いきり楽しみ、思い出を刻んでいきました。

 子どもたちを招待するために、ギターとお琴、パーカッションからなる「な
おこBAND」は、札幌市内をはじめ各地でチャリティライブでの募金活動や南
幌キャンプの報告会を行っています。　 

　

会の運営や広報、会計、料理、子ど
もたちの引率、そして子どもたち
と遊ぶなど、できる範囲で活動を
ともにする仲間を募集！
子どもたちが南幌に来ている間の
短期ボランティアも大歓迎です。
地元の方々だけでなく、高校生や
大学生たちも海水浴などのボラン
ティアに参加しています。
何より子どもたちの笑顔が見たい
方、子どもたちと一緒に笑いたい
方、一緒に活動しませんか？

代表：竹内 嘉昭 役員：9 名　会員：35名�����������

団体概要

�������������������������������

�������������������

 連絡先：電話：090-7056-4675（竹内）　　

         メール：sapporo.oyaji.network@gmail.com

 少子化・核家族化が進む今日、子育てにおける親の悩みは大きくなっていま
す。地域コミュニティが機能しづらくなっている中、PTA の枠ではなく地域
の「おやじ」として父親が連携して問題に取り組む動きが始まっています。
父親・おやじが集い「おやじの会」組織を結成し、それぞれの資質向上やネッ
トワーク化を通じ、子供たちのために、また、家庭や地域の中で主体的な役割
を実戦していこうと活動しています。

 主催行事「おやじサミット」や講演会、「おやじ級グルメNo.1 決定戦!!OG-1
グランプリ」、協力行事「おやじスノーフェス『真冬の逃走中！』」、その他各
種交流会、単位おやじの会や類似団体の活動への協力も行っています。

　

こんな仲間を募集しています

子育て中および子育てを終えた保
護者、又は地域の子どもたちの健
全育成を行う方を対象とし、会へ
の入会や・脱会は妨げません。
おやじのネットワークを広げて一
緒に楽しく活動しましょう。

「おやじと子ども、自然の中で楽しみ
学ぼう！」という企画を実施したい。

�������
�

こんな仲間を募集しています団体概要

������������� 理事長：吉井 美穂子

活動の拠点：中央区北 6条西 25 丁目 1-6　ツキネコカフェ　12:00-19:00

            電話/FAX：011-641-8505　メール：mail@tsukineko.net

設立：2012 年 9月 25日

①猫の保護活動と里親探しに関する事業

・札幌発の保護猫カフェ「ツキネコカフェ」、「ニャイダーハウス」を運営

・猫の保護に関するご相談・保護目的の捕獲器の貸し出し

・天売島猫の保護活動（環境省・羽幌市連携事業）　など

②地域の住民と地域猫が共生できるための活動。

　子どもの夏休み猫飼育体験、引きこもり児童等の職業体験　など

③猫の適正飼養に係る相談や終生飼育の啓蒙普及のための事業　など

出入り自由！特別なことはいりま
せんので、ボランティア参加したい
と思った方はどんどんお声掛けく
ださい ！
●猫の給餌と保護施設の清掃のお

手伝い
●ご自宅での猫の一時預かり・子猫

の授乳（用具は貸出）
●物資支援（トイレ砂や柔らかい

エサ、爪研ぎなど）
●イベントのお手伝い参加
●サポート会員で支援金によるご

　melimelo.teine@gmail.com
協力　など

��������������������������������

��������������������������������

����������������

�����
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７）ワークショップ ちょいチャレの芽にワクワクのかけ算 

 ２つのテーマグループに分かれて「ちょいチャレの芽にみんなでワクワクの掛け算をつくってみ

よう」と題してワークショップを行った。 

 各テーマにごとに10月以降の「ちょいチャレ」参加団体（★）が一人以上固定で参加し、★以

外の参加団体と参加者は、20分経過後声をかけ、希望があれば隣のテーマに移動して意見交換を

行った。グループの進行は、講演講師の星野氏、今後行う企画ワークショップの全体講師を行う石

塚が行った。 

 

ちょいチャレの芽にみんなでわくわくの掛け算をつくってみよう 

 

  

 

  

  

テーマ１ もっと子どもとワクワクしよう！ テーマ２ もっとまちでワクワクしよう！ 

＜ちょいチャレ団体＞ 

★白石まちづくりハウス ☆ 

 （子ども食堂の取組をやってみたいな） 

 

★札幌おやじネットワーク ☆ 

 （おやじと子ども、自然の中で楽しみ学ぼう！） 

 

 

＜ちょいチャレ団体＞ 

★Sapporo Smile Woman Project ☆ 

 ：  

（小さなコンテンツから札幌の魅力をもっと

高めていきたいな） 

★コンカリーニョ ☆ 

（まちとふれあう「出前コンカリ」をしてみたいな） 
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■ テーマ１：もっとまちでワクワクしよう 

 

  

NPO 法人コンカリーニョ 

「★まちとふれあう「出前コンカリ」をしてみたいな」 

 

＜琴似＞ 

・コンカリではダンス等色々なことができる。わかりやすいところ（まち）に出て行きたい。 

・琴似は生産年齢人口が少なく、15 才未満と高齢者が多い。 

・まずは児童会館へ出前をしてみてはどうか。そこが出会いの場にもなる。 

・児童会館でお母さん方に楽しいと思ったら、コンカリに行ってみようかなとなるかも。 

・普段は幼稚園や保育園で活動してはどうか。 

・演劇、個人活動（わんわんズ）、ヒーローショー、路上パフォーマンス等は見てもらうのが難

しい。まちのどこかに場所が有れば良いが、場所を探す事や興味を持ってもらう事は大変であ

る。 

・ダブルダッチパフォーマンスは見るだけじゃなく、ちょっとチャレンジしてもらうことが大切。 

・出前で高齢者の施設に行けたらいい。 

・琴似パトスをお父さん達の出会いの場にしたい。 

 

＜あけぼのアート&コミュニティセンター＞ 

・ファームをやってみたい 

・盤渓に行ったら面白いことがある。自然豊かな盤渓で活動したいな。 

 →畑、花畑づくり、土づくりをしており、個人でやっている方もいるため、ささやぶが変化し

た（素晴らしくなった）と実感した。個人で畑、土づくり等をしている人達とネットワーク

をつくっていけたらいいな。 
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Sapporo Smile Woman Project 

「★小さなコンテンツから札幌の魅力をもっと高めていきたいな」 

 札幌の魅力 up 小さな一歩 

 

・男性も OK 

・小さな事から 

・仕組みを変えていくことでまちづくりにつながっていけたらいいな。かつオシャレに！ 

・働く女性自身のニーズを掘り起こして動きをつくっていきたい。働くお母さんのニーズを捉え

る事ことも大切。 

・働き方が違う人達が集まっている。その中でも共通点を見つけられるといい。 

・働いている女性を豊かにするために、多世代交流（年代の掛け算）をしてみたい。 

 →次世代の人のために何かできないか。年齢が違う人と何かできないか。 

・猫がいるところには年齢関係なく人が集まる。可能であれば猫を色々な場所に貸し出したい。 

・真駒内の「Co ミドリ」で親が遊べることがしたい。女性向けのものやたき火講座等楽しくで

きたらいいな。冬のアイスキャンドルやウッドキャンドル等。 

・盤渓で、秋には収穫体験や収穫したものを使って何かできたらいい。植生の違いもよくわかる。 

 →リースをつくったり植物をステキにアレンジメントもできる。 

 →冬には収穫したものでクッキングをしてはどうか。その際プロの力を借りてみてはどうか。 
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■ テーマ２：もっと子どもとワクワクしよう

 

  

白石まちづくりハウス  

「★子ども食堂の取組をやってみたいな～子ども食堂」 

 

・孤食は寂しい。子どもにフォーカスをあてるが、大人達が見守っていきたい。 

・リタイア世代の男性はあまり料理をしない。みんなでつくって食べたらすごく会話が弾んだ。 

・日本の味（みそ、しょうゆ）の良さをお年寄りから教わる。 

・おばあちゃんの味のレシピの伝授もいいよね。 

・おやじと子どもが料理をつくるのも良いのでは。おやじの料理のスーパーテクニックを子ども

に見せる。 

 →料理が得意な夫を貸せます。 

・おやじのつくるおにぎりっていいよね。 

・おやじのエプロンもいいよね。 

 →エプロンはおばあちゃんが残した着物とかをリメイクしておやじエプロンを作ってはどう

か。 

・石山では食改さんが子ども達に夏休みに料理を教える。そして朝ご飯を自分たちで作れるよう

にする。 

・農家なので、畑で野菜を一緒に育ててから食べることができる。（子ども農園） 

・ソーラークッカーは貸出ができる。 

・料理や食事をしながら子どもに英語を教える。 

・最近の子どもは火へのなじみが少ない。廃材をもらってきて薪ストーブを使った料理を作って

みてはどうか。 
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札幌おやじネットワーク 
「★おやじと子ども、自然の中で楽しみ学ぼう！」 

・熊、シカ、キツネ等野生生物が大都市札幌のすぐ近くにいる。子どもにその良さを知って愛し

てもらいたい。 

・美香保公園、伏古公園、丘珠空港緑地等東区の公園でぜひやってもらいたい。 

・木の実を取って食べるとかシカを猟って解体して食べるとかできるといい。 

・麻生のお寺の台所はとても広く、シカの解体ができるくらい大きい。その広さを生かして何か

できないか。→命を頂いてとむらう。 

・鹿肉料理のシェフを知っている。 

・手稲で自然のフィールドで同じ活動をしていたので、子どもへの案内ができる。 

・猫カフェを場所として提供できる。 

・ダブルダッチに親子で参加してお腹を空かしてから一緒に食べるのはどうか。 

・おやじと子どもで何かのギネスに挑戦してはどうか。すごくくだらないギネスとか。 

・動物に関する絵本をお父さんが読み聞かせてはどうか。 

・円山動物園ではボランティアガイドがいて、子どもに生き物への興味を大いに与えてくれる。 

 



22 

８）参加者アンケート 
�

参加者  合計 74 人  （一般参加者 55 人 団体関係者 19 人） 

     アンケート記載 26 人 

 

 

【問１】今回の「まちでちょいチャレ」キックオフ・ミーティングにご参加された理由に

ついて、あてはまるもの全てに○をつけてください。 
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③興味があった団体 の記載 � コンカリーニョ 

⑥その他の記載 � 交流を重ねたい � 研究活動 � 知人に誘われて � 参加団体のメンバーに誘われて！！ 
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【問２】今日のプログラムの中で良かったと思われたもの全てに○をつけてください。 
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【問３】本日のご感想や改善が必要な点など、ご自由にお書き下さい。 � 熱意を持って活動されている方が多いことに驚かされました。「ワクワク」の掛け算の無限の

可能性を実感させて頂きました。素晴らしい出会いもありましたので、是非この繋がりを仕事

に生かしたいです！ � どんな会でもグループ活動と交流交流の積み重ねです。 � 色々な活動団体が色々なワクワクする活動をしていることが知れました。とても楽しかったで

す。 � ファシリテーションの手法に着目していました。勉強になりました！ � 既にボランティア活動をしているので、参考になればと思い参加しました。第 1 部の講演は

子どもを中心とした活動ですが、対象世代は別として大変参考になりました。地域や企業との

共同、多世代交流等“かけ算”の重要さが大変参考になった。 � 札幌市の支援策等についてもお聞きしたい。 
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⑤その他の記載 � 参加者との個々のトーク 
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� 星野さんの講演が聞きたくて来ました。来てよかったです。 � 感想：初めてこういった会に参加し、社会を良くしようと尽力している方々と触れ、大変有意

義なお時間を過ごすことができました。改善点：交流タイムは、違うテーマを 2 つに分かれ

てやるより、同じテーマで前後半で分けた方が席に移った際にテーマにすっと入っていけるし、

2 つのグループでどう意見が変わるのかがわかり面白いのでは？と思った。 � 私は学生での参加だったのですが、若者だけでなく 50 代、60 代で働く方々も、生き生きと

自分の活動を楽しみ、広げようとしていく姿に、とても刺激を受けました。ありがとうござい

ました。 � 交流タイムで意見が聞き取りにくかった。 � 様々な活動をされている方々のお話を聞けて参考となりました。ありがとうございます。ワー

クショップも検討してみます。 � いろいろな方の話や意見が聞けて有意義な時間でした。 

【問４】あなたご自身について 性別、年代 （値は実数とパーセンテージ） ��
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（２）まちでちょいチャレ企画ワークショップの開催 

 まちづくりの活動の企画から実践までを体験するために、連続３回の企画ワークショップを行っ

た。キックオフミーティングからの引き続きの参加者のほか、新規に参加申込をいただいた。 

 

１）実施準備 
■ 会場準備 
 会場は、参加者が集まりやすく気軽に話せるような雰囲気を作るため、公共施設以外の会議室を

検討し、まちなかスペース COVO を選択した。 

 

■ チラシの作成 
 参加者を募集するため、参加者募集チラシを作成し、1200部印刷した。 
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■ 参加者募集 
 

 チラシを市民活動区民センターなど札幌市の主な公共施設に配架した。キックオフミーティング

の参加者にはメールで参加者募集をお知らせした。Webでは、Facebookページを作成し告知した。

（以下は作成したFacebookページ） 

 

 

 

�������

��������
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２）全体プログラム 
 

 ちょいチャレ企画ワークショップ、実践講座は以下のプログラムで実施した。全体講師を弊社石

塚がつとめ、第３回では都岐沙羅パートナーズセンター斎藤主税氏より講演と企画づくりへのアド

バイスを受け、実践講座では弊社東京事務所長の千葉が講演と指導を行った。 
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３）各回の記録 
（ア）第１回「ちょいチャレの芽」の根っ子をしっかりつくろう 
 第１回ワークショップは10月15日（土）に開催し、21人が参加した。 

①プログラム 
 第１回ちょいチャレ企画ワークショップは以下のプログラムで実施した。  

   



29 

 
②ワークショップの概要 
 はじめに、9 月 24 日（土）に行ったキックオフミーティングをふりかえり、キックオフミーテ

ィングでの『「私のワクワク」で社会課題の解決に！可能性は∞だぜ！』と題して講演いただいた

星野諭さんからのメッセージを振り返りながら、「私のワクワク」カードを記入して、参加者全員

でそれぞれの関心や特技などを紹介し合い、会場の雰囲気がホカホカになったところで、４つの団

体のうち関心のあるところへ移動して意見交換をした。 

 その後は、それぞれの特技を生かすアイデアを出し合い、インターネットで社会課題を掘り下げ

たり、参考になる取組事例を調べたりしながらさらに話し合って「取り組んでみたいちょいチャレ

のテーマ」を４グループごとにまとめた。 

 

③講演概要 
 グループワークでは、相手の伝えたいという気持ちを、笑顔で受け止めなければならない。相手

の話をどんどん聞き出して色々な知恵や力を集めていくことがグループワークにおいて大事なこ

とである。その時に笑顔で接すれば、その発言者はどんどん発言したくなる。その人の中に眠って

いる良いアイディアが形になって出てくる。グループワークではそこを大切にしてほしい。 

 

 私たちはグループの進行役の研修をすることがある。１日、あるいは２日かけてワークショップ

の進行役のスキルを身につける。そのうちの１番重要なスキルがこの「笑顔と頷き」である。プロ

に対して教える際にも笑顔と頷きが一番大事だと伝えている。 

 ２番目に重要なスキルは「書く」ということである。それはなぜか。例えば６人のグループ内で

１人あたり５つぐらい意見を言ったとすると、30 の意見が出たことになる。それを記憶の中だけ

で整理をして大切だということが確認できるだろうか？結局ワイワイ喋ってはいても最終的には

たくさん意見が出たねで終わってしまう。しかし意見を書き留めておけば、記憶だけでなく視覚を

通じて意見をグループの中で共有することができる。それだけでも、他の人の意見を参考にしなが

ら、自分の意見を豊かにしていくというきっかけが作れる。だからそこで話された内容を記録に留

めることもとても大切である。 

 ３番目に大切なことはその記録を「整理する」ことであるが、テクニック的にかなり難しいとこ

ろがある。今回はファシリテーション研修ではなく実際の活動企画作りであるので、深く話さいな

い。とにかく一番頭に置いていてほしいのは「笑顔と頷き」、そして自分の意見や他の人の意見を

「書き留めて」、文字を通じていろいろな意見があるということを共有できるような環境を作るこ

と。これさえやれればグループワークは結構上手くいく。   



30 

④ちょいチャレ４団体の自己紹介 
●Sapporo Smile Woman Project：柴田 

 この団体は取組が始まったばかりで、名前の通り札幌の働く女性が笑顔に過ごせるようにと女性

のサードプレイスを応援する団体である。自宅でもなく仕事でもなく、女性のための何か新しい活

動の場をどんどん生み出していこうと活動をしている。先月はキッチンワークショップという料理

をしながら会話も楽しもうという企画を行った。Facebook で情報発信もしている。 

 

●白石まちづくりハウス：常盤野 

 ちょいチャレの中では子どもの食堂の取り組みをやってみたいとしているが、まちづくりハウス

は障がい者、高齢者など縦の枠ではなく、横の繋がりを生み出したいということで活動をしている。

出入りしている人は高齢の方、障害を持つ方が多かったが、最近は放課後に子ども達が来て宿題を

したり遊んだりしている。子ども達も大人と何か活動をできないかなと思い色々聞くと、１人でご

はんを食べる子が多いことを知った。私も障がいのある方の世話をする中で、勉強ができず学校に

ついていけなくなって私たちのような施設に来ている子がいることも知った。子どもの時に勉強を

したりごはんを食べたりする習慣を身につけるなど基本的なことができれば、障がいのある方は減

るのではないか（カテゴライズという意味で）と思い、何か子どもが大人と一緒にできる活動がな

いかと今回参加した。 

 

●札幌おやじネットワーク：竹内 

 札幌市内の各小学校のおやじの会のメンバーが集まって情報交換をしている場である。独自のイ

ベントとして子ども達を巻き込んで「真冬の逃走中」や、おやじ達だけが頑張る「OG-1 グランプ

リ（おやじ級グルメ No.1 決定戦）」などをして盛り上がっているが、最近は少し企画が行き詰ま

った状態であると感じることもある。 

 子ども達と色々なイベントをやりたいという中で札幌の自然や動物を知ってもらいたく、何かや

りたいと思っている。逃走中の話に戻るが、追いかけっこはおやじ達だけだと体力的にもたないの

で、色々な仲間を募りたいということで今回参加させていただいている。 

 

●コンカリーニョ：高橋 

 コンカリーニョは西区八軒にある劇場と、地下鉄琴似駅のパトス、中央区曙地区のあけぼのアー

ト＆コミュニティの３つの場所で活動している。ミッションはまちとアートを繋ぐことである。し

かしなかなかまちと繋がれないでいる。コンカリーニョでは夏祭りや餅つき大会などの交流事業も

行っているが、もう少しまちと上手く繫がりたいと思っているので皆さんとどのようにしたらいい

か考えられたらいいなと思っている。今は劇場をまちの中に出前できたらいいなと思っている。 
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（イ）第２回「ちょいチャレの芽」に水をあげ、小さな花を咲かせよう 

 第２回ワークショップは 11 月 5 日（土）に開催し、14 人が参加した。 

①プログラム 
 第２回ちょいチャレ企画ワークショップは以下のプログラムで実施した。 
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②ワークショップの概要 
 はじめに、第１回の「私のワクワク」カードを使って、もう一度ちょいチャレのテーマを、自分

のできることやワクワクすることの視点からみつめて「こんなことができたらいいな！」と思うこ

とを話し合った。 

 休憩をはさんで、ちょいチャレに参加してくれる「誰か」を想定して、「物語づくり」に挑戦し

た。今回の取組のターゲットを確認しながら具体的な成果をみんなでイメージして共有することが

できるプログラムである。それぞれのチームで、小学生の女の子、男子高校生、札幌移住女子・・・

などを主人公に物語をまとめた。 

 後半は、物語を振り返りながら、企画内容を「6W2H」シートにまとめて整理した。 
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（ウ）第３回 「ちょいチャレの芽」育て人の斎藤さんとブラッシュアップ 

 第3回ワークショップは11月19日（土）に開催し、19人が参加した。 

 

①プログラム 
 第３回ちょいチャレ企画ワークショップは以下のプログラムで実施した。 
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②ワークショップ概要 

 

 講師として新潟県の都岐沙羅（つきさら）パートナーズセンターの斎藤主税（ちから）さんをお

招きし、新潟の取組のご紹介や「ちょいチャレ」へのアドバイスをいただいた。 

 「おしゃべりカフェ」という若い世代が気軽に集まる場ができて、そこに集まった人たちの会話

の中から、お互いのスキルや興味のあることを生かした交流企画が生み出されている事例は、「ち

ょいチャレ」にも通じるものだった。活動の中で「やりたいこと」「できること」に加えて、今「求

められていること」は何かを考えて、変化するニーズに対応させていくことの大切さを教えていた

だいた。 

 ３種の「タワーゲーム」の体験では、４人一組になってのチームワークと発想力、調整力が問わ

れた。３つめのタワーゲームでは、斎藤講師の講座の中で「国内第２位」の記録がSapporo Smile 

Woman Projectチームから生み出された。 

 午前の講座やゲームをとおして、最初から大きなことをねらわず「まずはやってみる」トライ＆

エラーで見直しながらつくっていくこと、また、達成目標と前提条件を理解・共有したうえで準備

することの大切さを体感し学んだ。 

 午後は、前回までに各グループでまとめた「ちょいチャレ企画案」を斎藤講師にプレゼンしてア

ドバイスをいただいた。少し欲張りだった企画も、さらに達成目標とターゲットを絞って、内容が

シンプルになってより実現に近づいた。今後は各グループごとにさらに打合せを重ねながら12月

～3月の実施に向けて活動を進めていくことになる。 

 斎藤講師には３月の報告会にお越しいただき、取組の成果をお伝えする。 
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③斎藤講師の講演概要

 

 

 

 私の活動の中心は新潟だが、大学卒業後東京で都市計画のコンサルタントをして、参加型のまち

づくりに業務として長く関わってきた。たまたま地元新潟の仕事が舞い込んだのをきっかけに新潟

に戻った。今は都岐沙羅パートナーズセンターの事務局との他に、5 つほどの NPO の理事をして

いる。まちや地域の人達と一緒に取組を動かしていくということを仕事にしている。 

 今日は「思いをカタチにするコツ」ということで話をする。私が支援する側で関わる地域は大き

くない方なので、地域の人達にどう動いてもらうかが全てであり、方法や手法は全てそのためにあ

ると思っている。 

 さて、簡単に普段私がいる地域を紹介する。 

※新潟市村上地域の説明 

 私たち都岐沙羅パートナーズセンターは平成 11 年にスタートして、平成 14 年に NPO 法人化

した。今、会員が 140 名程。そんなに大きい組織ではない。民設民営の組織で、地方自治体から

の事業が多い。主にコミュニティビジネスといって、地域の資源を活かしたり、問題解決型の事業

を、お金を含めて地域自ら取り組むというしくみに、日本の中ではかなり早く、それを田舎で実施

してきた。普段は地域の中で「集める・繋げる・支える・広める」、これをぐるぐる回しながら活

動している。 

 

斎藤 主税 氏 

NPO 法人 都岐沙羅パートナーズセンター事務局長 

新潟県で、持続可能な地域のまちづくりを支える中間支援組

織として、住民、企業、行政のパートナーシップによる地域

づくりを行っている。人材育成、コミュニティビジネスの推

進、情報受発信、地域プロモーションなどを手がける。 
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 ここから本題に入りたいと思うが、事業の組み立てには「段取り」が肝となる。そもそも、坂道

に石段を作る際、勾配をみて何段にするか見積もることを「段を取る」という。物事を考えるとき

は現在の位置からゴールの位置、つまりどこに石段を作って到達するかを考え明確にし、さらに勾

配の状況や斜面の状況がどうなっているかっていうのをふまえて、石段、プロセスを考える。 

 ではこれから、「段取り」を実感していただくワークをやっていただこう。 

 

(ワークショップの時間) 

 

 つまり、前提条件が１つ変わると大きな影響がある。それをどれくらい企画の段階で把握してお

けるかにより打つ手が全然変わってくる。今のワークショップでは紙の種類が変わっただけで大き

な影響があったことを実感していただけたのではないだろうか。 

 現在の状況から達成目標を定めるのはいいが、前提条件を整理することはとても重要だ。つまり

みなさんがこれから取り組もうとしている地域の状況、あるいは対象者、関わる人達が条件として

どういう状況にあるのか、あるいは何ができて何ができないのか、ここをきちんと把握しつつ、予

算と実施期間があって、プロセスがあるわけである。とにかく最初から最終形つくろうとしないこ

とが大切だ。最終的にやりたいことをうのも必要だが、着実なことを積み重ねてゴールに近づけ、

そのプロセスをきちんとデザインすることが大切である。 

 まちづくりを進めていく上で基本となるポイントがある。特に現場で実感するのは、関わる人達

のハートを高めるということ。そのあとに、共感を呼ぶ良好な仕組み、ソフトを作る。そして最後

にハードを整備する。 

 ハートを高める例として、村上市の「朝日まほろば夢農園」を始めるときの例を紹介する。 

（※村上市の猿沢地区では、農園開設にあたり、事務局が都市農村交流イベントの試行を行うこと

で、地域の方々が農村交流が「求められている」ことを実感し、「交流こそが一番の目的」である

ことを理解して、地域が主体的に運営に関わる体制ができた例。） 

 

 意識を変えようとするとき、重要になるキーワードは「共感」である。 

 共感を呼ぶしかけとして電通モダンコミュニケーションラボでは「S・I・P・S」をまとめてい

る。ソーシャルメディア、インターネットがこれだけ普及した社会の中で、人々の購買行動につな

がる動きは変わって来ている。とにかく「共感」が大切だ。 

 シリコンバレーの投資家の方々はプレゼンテーションの順番を重視している。なぜこの問題を解

決しようとしているのかという点で感情移入させ納得してもらうことが大切で、「共感」させられ

るかどうかのプレゼンテーション能力を磨くのが、シリコンバレーで投資を受けるポイントだと言

われている。 

 事業を企画立案する時には、まず「やりたいこと」を考え、「できること」を考え、通常は「や

りたいこと」と「できること」の交わっている部分で何かを考えていこうとする。それだけでは「何

が求められているか」が欠けてしまう。私たちは地域に対して働きかけることをやりたいわけであ
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る。そうであれば、この「求められているところ」で事業を考えていかないといけない。この求め

られている部分がいわゆるニーズの部分だ。 

 この「求められているところ」を探っていくにはいろいろな方法がある。求められていることを

無視している事業ははっきりいってうまくいかない。ただ、これは事業をやってみて初めてわかる

ことが多い。だから実験が大切になる。活動の蓄積によりできることは増えていく、しかし求めら

れていることは刻々と変化するため、常に事業内容を見直し、ニーズに対応させていくことが必要

だ。ただ、年月が経過し実績が積み重なっていっても、やりたいことは変わらない。 

 それでこのちょいチャレがあると思うのだが、この「実際にやってみる」がどれくらい大事か、

またみなさんにワークショップを体験してもらいたい。 

 

(休憩&ワークショップの時間) 

 

 最後に今村上の方で取り組んでいる「おしゃべりカフェ」を紹介して終わりにしたいと思う。 

（※「おしゃべりカフェ」は地場産材のモデルハウスを使って若い人たちが気軽に集まる場を作っ

た取組。告知は SNS のみで、平日の水曜日、15 時から 20 時まで開設。毎回少なくても 30 人、

多い日で 60 人以が参加する。おしゃべりの中からちょっとした悩み、関心、趣味の話など、若い

人たちのつぶやきを拾いそこから具体的なチャレンジが生まれている。若い人たちが自らの発意で

小さなアクションを起こして成功体験を積み重ね、徐々に地域の担い手に成長していっている。） 

(映像上映) 

 

 おしゃべりカフェの月 1 回の場からチャレンジプロジェクトというものが生まれてきた。月 1

回以上のペースで開催している。企画者側にまわってくれた人が、延べ 50 人くらい。純粋にイベ

ントに参加した人が 500 人くらい。この効果は、地域のイベントに仲間内で参加するようになっ

たり、今までやっていたことは知っていたけれど行ったことがないという人が実行委員会に参加す

るようになったり、自主開催のイベントを自分で企画・主催・人集めまでやるようになったりして、

地域に飛び出す若者が増えてきている。 

 最近の若者はやればできる。やり方の部分を変えてあげるだけでいい。回を重ねるごとにどんど

んレベルアップしている。実験やこのちょいチャレは、そういう効果があるということを頭におい

ていただきたい。 

 「思いをカタチにするコツ」ということで、とにかくやる、最初から完成形を目指さずに一回や

ってみる、それを重ねるごとに、精度が高まって来て最終系が見えてくることを伝えたい。   
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④ワークショップのまとめに対して、斎藤講師からのアドバイス 
  

【白石まちづくりハウス】 

 

・平日昼の方が一人ごはんを食べている子が多いかも知れない。求められていることとマッチング

しているだろうか。おしゃべりカフェはチラシをまいていなくて掲示のみで集客している。若い

人は図書館へ行くので図書館と SNS のみの告知だ。 

・（参加者）大人が与えるという要素が多いように思われる。子ども達がデザートを作るとか子ど

も達が遊びに来て教えるなどが良いのでは。やりたくないのにおじいちゃんに折り紙を教えられ

て嫌だったという子どもの意見も聞いたことがある。 

・以前子どもを対象に活動したときに、とても人気があったのはピザ焼き体験。バウムクーヘンづ

くりも大人気。そういう非日常的な体験をして面白いと思ってもらえると、日常から来てもらえ

るようになるのでは。ペットボトルピザ（ペットボトルの中に材料を入れて発酵させる）は子供

の方が結構上手。自信を持って大人とより積極的に遊ぶようになる。「とりあえず子どもとごは

んを食べる」をゴールにして、その中で話をしながらさぐるという方法もある。リサーチでも良

いのではないか。 

・曜日は土曜日でいいのか→ スタッフの都合で土曜日にしている 

・平日と土曜の子供の動きは違う→ 平日にできるかたちを考えて行くのが良い。今の延長でやる

のもいいのでは。 

 

【コンカリーニョ】 

・やりたいこととできることでいっぱいになっているのでまとまりがない印象を受ける。ターゲッ

トが高校生なら、高校生が何を求めているのかを考えることが大切。高校生が歴史の話を聞きた

いのか？たとえば昔のコスプレをやるとか。「求められていること」のフィルターをかけること

によってブラッシュアップされていく。たとえばそこに萌えキャラをかけてみる。萌えキャラも

歴史をしっかり知らないとできない。高校生と歴史に詳しい人が一緒に活動せざるを得なくなる

ような仕掛けを考えるとよい。 

・場所をどこでやるかはかなり大事。歴史資料館などが使えるなら、そういう場所で実施すること

も考えるのが良い。 

・アート要素をどう盛り込むか 

・（参加者）屯田兵の歴史に詳しい人が 2 人いて、話をしてもらうことは可能。 

・高校生がインタビューをして題材にポスターと CM を作るのをサポートしている取組もある。 

・（参加者）琴似は古いまち・新しいごちゃ混ぜのまちの魅力がある。 
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【サッポロスマイルウーマンプロジェクト】 

・不特定多数に参加を呼びかけるよりも 1 本釣りをする仕掛けを考えた方がいいかも知れない。メ

ンバーがそれぞれ友達を連れてくるとか。友達の友達同士は知り合いじゃない。集まってしまえ

ば女性陣は何とかなる。後から来る人も大歓迎という雰囲気を作る。 

・フラワーアレンジメントやストリートパフォーマンスなど、参加者が特技を生かして満足感を得

られることに力を入れて良いのでは。 

・おしゃべりカフェがモデルになりそうだ。 

・丸の内朝大学（旅学、酒づくり、おしゃれ感）～企画側にまわってもらうしくみ作りも大切。 

 

 

【おやじネットワーク】 

・自分たちにとっては当たり前のことでも、外国人にとってみればすごく面白いこともある。掛け

合わせて全く新しいものが生まれる可能性がある。妄想を広げることが大切。 

・実験だったら目的などをあまり気にせず、トライしてみても良い。雪合戦世界大会、かんじきレ

ース世界大会等は新潟で実施している。非日常的なものをつくるというところからまずやってみ

てはどうか。 

・外国人の雪見酒体験もおもしろそうだ。 
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⑤第３回ワークショップでの各チームの企画案 
 第３回までにまとめた、各チームの企画案を示す。 

 実践講座終了後は、各チームごとに必要な打ち合わせを行い、企画に改良を加えながら検討を進

め、プロジェクトを実施することとなった。 
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⑥企画ワークショップアンケート 
 

 ３回のワークショップを通じてのアンケートを行った。  
 

【問１】今回の企画ワークショップ（全 3 回）で良かったこと 

・今まで地域コミュニティに関わってきた中で何が足りなかったかを学ぶことができた。くじけて

いたので、他の皆さんのがんばりに力をいただいた。 

・様々な活動をしている団体があることを知り、今後の活動のヒントになった。 

・段取りの大切さなど、外部講師の方のお話から気づきとなる点が多かった。 

・ちょいチャレをしたいと思っている方が多くいることに驚いた。 

・自分たちの団体以外の方々と話しながら企画を考えることができて楽しかった。 

・異業種の方達との交流ができて楽しかった。 

・実践的な活動の場、そして一緒に行動できる人たち、まちづくりのために様々なアイデアにふれ

ることができ、本当に良かった。 

・皆で知恵を出し合って、良いアイデアが出た時の達成感を味わえたこと 

・実際に活動するという目標があるので、ワークショップが形だけで終わらないのが良いと思う。 

・初めて会った人達と 1 つのものを作り出すプロセスが楽しかった。皆意見が違うのでまとめるの

が大変だが、基本的な流れや共通のルールがあるから安心して取り組めた。今の自分の Needs

と札幌のまちの価値が見えてきて面白かった。このワークショップを通して、まちとの関わりを

考えることができた。 

・実践的な説明がとても良かった。これからの企画実行にとても役に立ちそう。 

・初めての参加だったが講師の方々により方向性が見えてきた。やってみなければわからないこと

がある。 

・外部の方々と企画を立てたが、かなり多くの意見をいただいた。また、企画を立てる上での考え

方を学ぶ良い機会になった。 

・実践を考えて、企画を練るという取組自体がすごく楽しかった。企画を練る前に様々なアドバイ

スポイントをいただけて学びの多いワークショップで大満足。 

 

【問２】今回の企画ワークショップで改善が必要だと思ったこと 

・各テーブルにファシリテータを設置、もしくは各テーブル 1 つ 1 つに対するサポート時間を長

めにした方が良い。 

・至れり尽くせりだが、環境的に（ECO 的に）もったいないことがあり少し気になった。 

・１回のワークショップが時間的に長いので、全時間参加するというのがなかなか厳しいかな!? 

・メンバーがコロコロ変わるので、情報の共通認識のとり方について何かプラスα必要かと思った。 



42 

・それぞれ予定もあるが人が固定しないことにより、一体化が難しくなってきた。企画会議で細部

につめていくことにしている。広がり続けていくのが願い。 

・最終的に参加できるところを選べるといい。 

・特にないがレベルが若干高めだと思った。 

 

【問３】その他、参加されてのご感想など、ご自由にお書き下さい。 

・とても有意義だった。色々なセミナーやワークショップがあれば参加したいし、今後も情報がほ

しい。 

・人が入れ替わっても成立するワークショップで、運営側としての勉強になった。こまかな気遣い

がされていて気持ちよく参加できた。 

・色々なセミナー等に参加しながらも、どこか「このままでいいのか」という思いがあったが、今

回初めて本格的な活動に取り組むことができ、嬉しいという思いと不安でいっぱい。でも一生懸

命頑張りたい。 

・貴重な体験の場となり、勉強になったことや参考になったことが色々あった。 

・色んな方の意見や熱意などが聞けて面白かったし楽しかった。 

・せまいボランティア活動の中では得られない、広がりのある体験が新鮮で刺激になり、エネルギ

ーをいただいた。 

・自分の思い込みの部分などの振り返りができ良かった。 

・講師の齋藤さんのお話がとてもわかりやすく共感する部分が多くて、とても楽しい講演だった。

それをすぐに午後の作業に反映させるとなおプロセスが身に付きやすいと実感できた。 
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（３）実践講座 受け手の心に響く情報発信と活動資金のゲットテク 

 

 実践講座は11月26日（土）に開催し、19人が参加した。 

 

１）プログラム 
 実践講座は以下のプログラムで実施した。 
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２）実践講座の概要 

 各プロジェクトの今後の活動の実践に役立つ講座として、弊社東京事務所長の千葉を講師に、こ

れまでの市民まちづくり活動団体との関わりを通して得られた経験から「受け手の心に届く情報発

進と活動資金のゲットテク」というタイトルで情報提供を行った。 

 「いいことをしていても、活動がわかりにくくて、アヤシイと思われてしまう」という状況を、

PRという考えを通して改善していくポイントや、情報発信に活用できる様々な手法を、事例を挙

げながらご紹介した。チラシ改善ビフォー・アフターの解説を通じて、情報発信の工夫で具体的な

効果があがることが実感できた。 

 グループ作業では早速実践として、これから実施する「ちょいチャレ」を、どんなキャッチコピ

ーで、どんな説明をすればターゲットの心に届くチラシになるのかを、個人作業とグループでの共

有をしながら考えた。 

 最後に資金調達の手法や、資金づくり経験者のお話、審査員の視点からみた助成審査の留意点な

どを紹介した。 

 

３）千葉講師の講演概要 

 まちづくりに関わるデザインを仕事の中で取り組んでいる。美術分野からまちづくりに入ったの

で、まちづくりをわかりやすく伝えることに努力してきた。今日はチラシ作りや広報の話をするが、

市民活動をされる方にとって知ってほしいことを中心にお話したい。 

 

 市民活動をしている人が陥りやすいことがあると思っている。ひとつは「自分たちはいいことを

やっている」ということが誰にでも伝わると思ってしまうことである。町内会にも講座をしに行く

機会があるが、町内会は本当に良いことをやっているし、まちを守るために活動している。しかし

そこに住んでいる人全員がそう認識しているわけではない。活動している人と周りの人には温度差

がある。もう一つは活動が「わかりにくい」ということ。これは自分の家でしか通じないギャグや、

自分の会社でしか通じない用語を思い浮かべてほしい。よそから来た人が聞いた時に、どういう意

味か通じない言葉を使っていることがあると思う。次に、「怪しい」と思われることがあること。

これは、例えばテレビで名前を聞いたことがある会社は認知度があるので良い会社に違いないと思

い（時に悪い会社もあるが）、ブランド力があるものはなんとなく信頼性がある。札幌市がやって

いることだからきっといいことに違いないとも思う。「怪しい」というのは、良いことをしていて

千葉 晋也 

（株）石塚計画デザイン事務所東京事務所長 

まちづくりの視点から、わかりやすいチラシやウェ

ブデザインなどの情報発信、資金調達などのほか、

まちづくりワークショップでの豊富なファシリテ

ーター経験からコミュニケーション形成のアドバ

イスも行う。 
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も知名度が低い故に「本当に大丈夫なの？」「ついて行ったら変なことになるんじゃないの？」と

思われる可能性があること。結局市民活動は最初はみんな怪しい所からのスタートである。 

 活動をしている人達はみんなで「こういうことやれたらいいね」「こういうこと伝えられたらい

いね」と盛り上がっているが、外の人達はこの人達のことを知らないし、関心もない。だから外の

人達に振り向いてもらうためには、外の人達に通じる言葉で伝えていかなければならない。こうい

うことを考えるのが広報だ。他人に理解してもらい共感や共有を得ること、簡単にいうと両思いの

関係をつくるということだ。 

 「好きになってほしいがための必死の努力」の広報事例を紹介する。 

※交通安全意識啓発の広報物の事例紹介 

 広報では、相手がどんな人か、何に興味を持つかを相手目線になって考える。例えば子ども食堂

だったら、来てほしい子はどんな子ども？どんな家族？と考えていく。チラシの置き場所は、子育

て層が行く所に置いていないと意味がない。子育て層がどこに行って、どんなものになら興味があ

るかを考えることが大事だ。 

 広報、PR には、チラシ・ポスター・パンフ・DM など自分が作って外に発信する「自薦」でつ

くるものがある。これは変な言い方をすると正しくないことも自分で発信できる。「自分ってもの

すごいかっこいい」と発信することはできるが、「そうだね君はかっこいいね」となるかは別の話。

チラシを札幌市民全員に届けるのは大変だけれど、札幌市の広報など、自分で発信しなくても、広

域に影響を与えているメディアが助けになる可能性もある。 

※それぞれのメディアの特徴を説明 

 また他団体が作成する広報紙、新聞や本、冊子など「他薦」で情報を発信することもできる。た

とえば「みんなのしみさぽ」広報誌に取材をしてもらうと、自分で発信するのとは違う切り口で興

味を持ってくれる人がいるかもしれない。自分で発信するのとは違う強みがある。 

 

※この後、個人、グループごとにちょいチャレのテーマの作成を行い、千葉講師からグループごと

に講評、アドバイスを受けた。 

※最後に助成金情報として、札幌市及び北海道でまちづくりに関わる助成金情報と、札幌市さぽー

とほっと基金の紹介をした。 
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４）参加者アンケート 
 参加者にアンケートを行い、15 人の回答を得た。 

 

【問１】実践講座について感想をお聞かせください。 

講義「伝えるチカラ」について 

 
 

講義「知っておいて得する情報・手法」について 

 
 

講義「資金調達のいろいろ&助成金のゲットテク」について 
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【問２】その他、参加されてのご感想など、ご自由にお書き下さい。 

・これまでビジネス関連のプレスリリースを書いたことがありますが、その際に文字量を極力減ら

し、図をメインにしていました。まちづくりに関わるプレスリリースも視覚効果を大切にした方

がいいのではないでしょうか。というのも、記者さんは日々大量のプレスリリースを見ていると

思うので。 

・正直ここまで詳しく教えていただけるとは思っていなかったので、良い意味で期待以上のものを

得ることができました。今日の千葉さんはもちろん石塚先生はじめ石塚事務所のみなさまには本

当に様々な財産を教えていただきました。ありがとうございました。そしてこれからもよろしく

お願いします。 

・今回の「ちょいチャレ」だけでなく、自分が目指す活動にとても参考になる内容でした。 

・長時間、実施準備等ありがとうございました。大変ためになりました。 

・プレゼンのポイントとてもわかりやすかったです 

・知らなかった情報もあり、勉強になりました。ありがとうございます。 

・これからもセミナー情報がほしいです。チラシ作り大変参考になりました。 

・最も苦手とするテーマでした。苦手意識を持たずまずはやってみること、と思いました。 
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（４）ちょいチャレ事業の実施 

 

 各チームごとにプロジェクトの企画準備会を数回重ね、次の日程で打ち合わせや広報物の準備、

実施に向けた事前準備を行い、プロジェクトを実施した。 

 

札 幌 お や じ ネ ッ

トワークチーム 

12 月 15 日（木）19:00～20:30 

1 月 23 日（月）19:30～21:00 

3 月 10 日（金）19:00～20:00 

３月 12 日（日）9:00-15:00 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

ちょいチャレ実施（美香保公園） 

Sapporo Smile 

Woman Project

チーム 

12 月 20 日（火）18:00～20:00 

1 月 17 日（木）18:00～20:00 

1 月 26 日（木）18:30～20:30 

2 月 14 日（火）18:30～20:30 

２月 18 日（土）11:30～14:00 

3 月 2 日（木）18:30～20:00 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

ちょいチャレ実施（ドリノキ） 

まとめ打ち合わせ 

コ ン カ リ ー ニ ョ

チーム 

12 月 1 日（木）19:00～21:00 

12 月 10 日（土）17:30～19:30 

12 月 27 日（火）18:30～21:00 

1 月 29 日（日）18:30～21:00 

2 月 12 日（日）10:00～13:00 

2 月 13 日（月）16:30～17:00 

2 月 22 日（水）14:00～16:00 

３月１日（水）19:00～21:00 

３月４日（土）14:00～15:30 

       17:00～18:30 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ、広報活動 

ラジオ出演での広報活動 

商店街で広報活動 

事前打ち合わせ 

ちょいチャレ実施（八軒会館） 

終了後振り返り 

白 石 ま ち づ く り

ハウスチーム 

12 月 17 日（木）13:00～15:00  

1 月 21 日（土）13:00～15:00  

2 月 18 日（土）13:00～15:00 

2 月 24 日（金）15:00～17:00 

2 月 25 日（土）10:00～14:00 

実行委員会 

実行委員会 

事前準備 

事前準備 

ちょいチャレ実施（白石まちづくりハウス） 
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それぞれのチームが告知のために作成したチラシを掲載する。   
１）札幌おやじネットワーク 
  （作成は札幌おやじネットワークチーム） 
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２）Sapporo Smile Woman project 
 （データ作成は Sapporo Smile Woman Project チーム） 
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３）コンカリーニョ 
  （以下、データ作成はコンカリーニョチーム） 
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４）白石まちづくりハウス 
  （データ作成は白石まちづくりチーム） 
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（５）コーディネーター派遣の試行実施 

 

 ４つのグループのうち、白石まちづくりハウスチームのリーダーである常盤野晴子氏に、今回の

ちょいチャレの体験やこれまでの活動についてお話いただいた。 

 派遣先は白石区にある「まちのお茶の間くるくる」とした。 

 

１）派遣先 
派遣先：みんなのお茶の間くるくる 

    （代表：土橋紘子氏  所在地：白石区本郷通８丁目 5-17 土橋氏宅） 

日時 平成 29 年３月 21 日（火） 13:30～14:40 

派遣コーディネーター：常盤野 晴子氏（白石まちづくりハウス代表） 

参加者：くるくるの参加者 ９名、常盤野、小林（（株）石塚計画デザイン事務所） 

 

 以下の内容について映像を投影して説明した後、参加者による意見交換を行った。 
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２）活動紹介 
①地域の交流の場としての白石まちづくりハウスの取組について 

②今回の「ちょいチャレ」で、新しい参加者を得て、ワークショップから実施までのプロセスでど

んな気づきがあったか 

（市民活動に興味のある方や関係各所の方たちを仲間に引き入れた新しい事業の組み立て方） 

③子ども食堂という取組をやってみた感想や今後の展開について 

 

３）意見交換 
 

◉子ども食堂について 

・子どもに与えるだけでなくお手伝いをしてもらうのはいいことだと思う。様々な体験が子どもの

成長につながる。 

・自分は白石区でカラオケ居酒屋をやっているが、夜間営業なので昼間は空いている。スペースは

かなり広いので、月に１回程度なら自分の店舗を無償で貸し出しても良い。 

 

◉地域でのサロン活動について 

・サロンに男性を誘ってもなかなか参加しない。 

・本郷会館でランチサロンを月に１回やっている。その時は男性も結構来ている。お茶やお菓子で

おしゃべり、というよりご飯を食べるとかふまねっとをするとかいう方が男性は参加しやすいの

ではないか。 

 

意見交換のようす 
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（６）報告会の開催 

 企画ワークショップ、実践講座を経て、４つのプロジェクトチームが、それぞれ企画したプロジ

ェクトを実施した。その体験と学びを報告・共有するためのプロジェクト報告会を開催した。プロ

ジェクト関係者だけでなく一般にも広く参加を呼びかけ、関心のある市民へ参加を促し、29 人が

参加した。 

 

１）実施準備 
■ 会場準備 
 会場は、参加者が集まりやすいわかりやすい場所として、わくわくホリデーホール（札幌市民ホ

ール）を選んだ。 

 

■ チラシの作成 
 参加者を募集するため、参加

者募集チラシを作成し、1000

部印刷した。 

 

■ 参加者募集 
 市民活動サポートセンター、

区民センターなど、札幌市の公

共施設にチラシを配架した。ま

た Facebook で告知を行った。 
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２）プログラム 
 報告会は以下のプログラムで実施した。 
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３）斎藤氏基調講演概要「ちょいチャレの育て方・広げ方」 

 
 11 月の講義内容をもう一度おさらいしたい。 

 まちづくりを考える際は、「やりたいこと」「できること」「求められていること」の３つの接点

で考えることが大切だ。通常は「やりたいこと」と「できること」で考えてしまいがちだが、それ

ではなかなか広がっていかない。「求められていること」をきっちりと考えて交わる部分を探して

いかないといけない。「求められていること」は実際にやってみないとわからないことが多く、「求

められていること」を無視した事業はなかなか上手くいかない。活動の蓄積によりできることは増

えていくが、求められていることは刻々と変化しているので、常に事業内容を見直してニーズに対

応させていくことが大切だ。ただ、年月が経過し、実績が積み重なっていっても「やりたいこと」

は変わらない。こういうことを 11 月にお話しさせてもらった。 

 皆さんは実際にちょいチャレで実行してみた。その実行することを通じて求められていることが

得られたのではないかと思う。 

 もう１つ得られることがある。まずは一度やってみて、形にして使ってもらうことが大切で、そ

れによって「求められていること」を探ることができる。ちょいチャレで実際にやってみると、良

いとか、無理だと思っていたものが意外に反応があったり、できると思っていたことが難しかった

ことなどがあったかと思う。実際に人々に向けてやると色々な価値基準、判断基準が生み出される。 

 これを周りに広めていくためには、とにかく共感してもらうことが重要だ。この時点で形となっ

ているものが見えないといけない。見えないと広がっていかない。まずは共感してもらって、イン

ターネットでアクセスしてもらって詳細を確認してもらう。ホームページにアップしただけでは埋

もれてしまう。いいね！と共感してもらって初めて見てもらえる。共感という入口をどう作ってい

くかが重要である。詳細の確認後、いいねと思ってもらえればすぐ参加し、良かったらそれを共有・
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拡散していってもらえる。 

 何を始めるか、共感を広げていくためのリーダーシップはもちろん大切だが、広めていくために

はフォロワー、続く人をどう確保するかが大切だ。その人達を見て他の人達も続いていく。つまり

共感を生み出すポイントはフォロアーシップにある。今回のちょいチャレで各団体がやりたいこと

を提示したが、ちょいチャレに参加した方々が賛同して追随したから大きな動きになった。フォロ

ワーをどう確保していくかが広げる中で大切である。 

 前回も話した内容だが、シリコンバレーでは多くのベンチャー起業家が投資家に話を持ちかけて

いるのだが、特に投資家が重要視しているのは、どういった問題を解決しようとしているのかとい

うことである。ここがピンとこなければ気にも留めない。これを解決するために必要と言われてい

るのが「エレベーターピッチ」。自分のやりたいことを伝える時に、エレベーターに乗り合わせて

降りるまでぐらいの 15～30 秒の間に売り込みをするというもの。具体的には 250 字くらいで

30 秒。何かちょっとした時に会ってパッと説明できるプレゼントークで、準備しておくと色々役

に立ち、フォロワー獲得にも貢献する。 

 またフォロワーを獲得する際に、どういった人に声をかけていくかだが、これからは足し算では

なく掛け算で考えることが重要だ。つまり何と何を組み合せるかが重要。例えば皆さんの行う事業

と全く接点の無い分野・領域とを掛け合わせることで、イノベーションや今まで無かったものが生

まれる。 

 ※新潟県村上市の「おしゃべりカフェ」×「モデルハウス」の取組の紹介 

 ※島根県雲南市の「水道検針」×「高齢者の見守り」の取組の紹介 

 ※高知県津野町の「シシトウの選荷作業」×「介護予防」の取組の紹介 

 

 全く違う分野を組み合せて、どう新しい価値作りをしていくか。組み合せれば新しい価値はどん

どん生まれる。新しいことをやろう、新しい発見が無ければだめだではなく、これからはさまざま

な分野を組み合せていくことが重要だ。 

 

 最後のまとめとして、フォロワーの獲得や新しいフォロワーとの出会いは何気ない会話や井戸端

会議の延長の中から始まって広がる。つまり色々な場面でチャンスがあるということだ。そしてや

りたいことを明確に伝えていくのがフォロワー獲得のカギとなる。そして足し算ではなく掛け算を

すること。マイナスとマイナスを掛け合わせるとプラスになる。良い所を足すのではなくてお互い

に困っているところを持ち寄って一緒に取り組めばプラスになることもあるので、とにかく掛け算

で考えることが大切だ。  
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４）各プロジェクトチームからの活動報告 
 各プロジェクトから、活動報告を行った。当初の活動目的、活動の中で得られたこと、今回のプ

ロジェクトの成果を紹介した。またプロジェクトに参加したメンバーや一般参加者からも感想を発

表してもらった。  
（ア）札幌おやじネットワーク 
 プロジェクト報告資料を抜粋して紹介する。（データ作成は札幌おやじネットワーク）  
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（イ）Sapporo Smile Woman Project 

 プロジェクト報告資料を抜粋して紹介する。（データ作成は Sapporo Smile Woman Project）  
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（ウ）コンカリーニョ 
 プロジェクト報告資料を抜粋して紹介する。（データ作成はコンカリーニョ）  

 
 
 



66 

 
 
 
 



67 

（エ）白石まちづくりハウス 
 プロジェクト報告資料を抜粋して紹介する。（データ作成は白石まちづくりハウス）  
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５）全体意見交換 
 

  
＜3／25 斉藤さんの講演を聴いて＞ 

○様々な業界の人達でアイデア出しをすることで新しいアイデアが生まれた。 

 →色々なスキルを持っている人がたくさんいる！ 

 →色々な価値観にふれることも大事 

○色々な人と話をするのは楽しい！共感が生まれる 

 →人は自分のやっていることを聞いてほしいもの 

○楽しさ×リフレッシュ×自然な学び 

○やる側はラクをするように毎回担当も分担する 

 →女子は意外と上手い！ 

○キーワードとしている活動のコアな部分と何かの掛け合わせ 

○何がおきても良いような準備をしっかりとしておくことも重要 

○ニーズの掘り起こし 

 →何気ないつぶやきの中にヒントがある 

○参加する人はお客さんじゃなくて巻き込んでいく 

 →自分たちからのお願いだけじゃなく、地域のためにもなるように 

○大風呂敷を広げるのではなく、何とかなるところで開催していく 

 →まずやってみる 

 →リサーチのためでも OK！ 

 →２回目以降は前回の様子があれば伝わる 
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＜斉藤さんへの質問＞ 

○斉藤先生のまさにお話されたことが活動を行っていく中で起こったのかなと思いました。 

○フォロアーシップのうまくいっているまちづくりの事例の中では、フォロワーは具体的にどんな

人でどんな職業なのか？ 

○わざわざ新潟から来ていただきありがとうございました。先生のお話の内容や、今回の活動、他

のプロジェクトの皆さんから学んだことを活かしていけたらと思います。 

○求められていることがわからなかったけど、「まず、やってみる！」で少しずつ前に進めた。 

 →最初から完成形は目指さない。話し合いは必要だが話し合いだけやっていても意味が無い。 

○ニーズの見つけ方は？ 

 →まずは日常のつぶやきを拾う。何をしたいかストレートに聞いてもうまくいかない。次に小さ

な仮説を立てる。そして小さな実践をする。つまり、PDCA サイクルを回すことでニーズが

みつかっていく。 

○仲間（フォロワー）の見つけ方は？ 

 →良質なフォロワーと出会うためには、分野・場面を問わず言い続けることが大事。また、エレ

ベーターピッチも重要。 

 →ぽろっと本音を語れるような場づくりが大切。ものごとが決まっていないからこそ相談できる。

初期のぼやっとした頃から関わった人こそ良質なフォロワーになる。 
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＜各プロジェクトへの質問＞ 

○男性は参加できないの？（Sapporo Smile Woman Project への質問） 

 →力仕事は手伝ってくれると嬉しいが、あとはそっと見守ってほしい。 

○いつもしている上手な人の巻き込み方のコツを教えて！（コンカリーニョへの質問） 

 →コツとして、そこに行けば何かをやっているという期待感を持たせること。色んな人が参加で

きる場の楽しさがある。 

 

 

＜プロジェクトへの応援メッセージ＞ 

◉札幌おやじネットワークへのメッセージ 

○小学校に子供がいるのですが、学校経由でチラシが届きませんでした。残念です。 

○おやじネットワークさんと白石まちづくりハウスさんの取り組みが合わさると、何か子ども達や

地域の発展をもたらす取り組みが生まれるような気がしました。今回のチャレンジ同士で新たな

取り組みを生み出せたら、札幌も豊かになるんじゃないかと思います。 

○雪遊びのニーズは、道外の大人にもあると思うので、若者で PR する範囲を広げても良いと思っ

た。ゲストハウスにチラシを持っていくと良いと思いました。 

○おやじの皆さんが子どもに関わってくれるとお母さんも助かります！これからも続けて下さ

い！ 

○オヤジンピックは子どもだけの参加が多かった？留学生との交流は子どもだけじゃなく大人に

も良いと思うので、次回に期待をしています。 

 

 

◉Sapporo Smile Woman Project へのメッセージ 

○女性にとってサードプレイスは、かけがえの無い居場所となると思います。皆さんも楽しんでい

て素敵でした。 
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◉白石まちづくりハウスへのメッセージ 

○サイン帳での名前交換が良いと思いました。大人でも有効な交流方法ですね。 

○幼稚園の頃、クッキー作りをしたことを 20 年近く経った今も楽しい思い出として胸に残ってい

ます。子ども達のために続けていってほしいです！ 

○あったカフェ×おやじネットワークのかけ算はおもしろいかも！ 

 →民間での連携の密度が強くなることが充実した地域づくりにつながる。 

   
６）報告会の成果まとめ 
 最初に、11月に各プロジェクトにアドバイスをいただいた斎藤主税氏（NPO法人都岐沙羅パー

トナーズセンター事務局長）から講演いただき、ちょいチャレの広げ方について力強いメッセージ

をいただいた。 

 「『求められていること』を無視した事業はうまくいかない、けれど実際にやってみることで初

めてわかることは多い。」まずはやってみて形にして見せることが大切であるとのアドバイスがあ

った。その中で、「共感を生むしかけ」がとても大切だということも学んだ。 

 ４つのプロジェクトからは、格段に進化したプロジェクトの内容と実施した結果を発表いただい

た。実際にやってみることで、新たに気づくこと、そしてさらにやってみたいことが見えてきたと

の報告だった。 

 「このまちで何かしたい」という思いを持った方々と、既にまちで活動している団体が一緒にな

って企画しつくりあげた各プロジェクトだったが、全ての団体で、今回一度きりの取組だけではな

く、さらに発展させた内容での展開が予定されることとなった。また今回のちょいチャレでのご縁

のコラボなどさまざまな発展が予感された。   
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４．今後の人材育成の取組に向けて  
（１）「まちでちょいチャレ」のプログラムごとの成果と課題 

 「まちでちょいチャレ」プロジェクトを通じて得られた成果と課題について、プログラムごとに

整理した。（以下、ちょいチャレ参加団体は「参加団体」という。参加団体以外の個人参加者は「参

加者」という。） 

 

プログラム 成果 課題 

 

参加の入り口

づくりとして

の「キックオフ

ミーティング」 

 

◯参加者ばかりでなく活動団体同士が、さ

まざまな団体の活動を知ることができ

た。 

◯講演をつうじて、ワクワクの掛け算、価

値のダイヤモンドなど、共感をもたらす

活動のポイントを知ることができとても

参考になったという声が多かった。 

◯「ちょいチャレの芽」として、参加団体

がチャレンジしたいテーマを設けたこと

で、ワークショップなどを通じて参加者

のできることをイメージしてもらった

り、参加の仕方などのアドバイスを伝え

られた。 

◯地域活動に関わって自分のスキルを高め

たいと思う参加者を集めるのは、ターゲ

ットを明確に絞れないことから告知が難

しい。人材育成のターゲットをもっと明

確にする必要がある。 

◯企画に協力してくれる団体が複数集まら

なければ事業が実施できないリスクがあ

る。 

 

 

まちづくり活

動の企画づく

り「まちでちょ

いチャレ企画

ワークショッ

プ」 

◯第１回企画ワークショップで自分の特技

や興味、参加のきっかけについて紹介し

あうことで、お互いのワクワクを共有で

きた。 

◯参加団体に参加動機と普段の活動を紹介

してもらうことで、参加者に団体の考え

る社会課題と自分との接点を考える機会

を提供できた。 

◯参加団体は、新しいことに「チャレンジ

したい」という気持ちに加え、参加者の

何かしたいという思いを共有すること

で、ちょいチャレの企画を実現する励み

とすることができた。 

◯参加団体の持つスキルやネットワークが

ちょいチャレの企画を実現する力となっ

た。 

◯活動経験の少ない参加者も、団体を応援

する、もしくは団体と一緒に活動に取り

組んでみたいという気持ちを持つこと

で、プロジェクトの企画から実践までを

経験をすることができた。 

◯参加団体と参加者が、やりたいことと社

会のニーズの関係を意識し、参加ターゲ

◯各講座の時間が長く、参加しにくいとの

声もあった。現役世代をターゲットにす

るのであれば参加しやすい時間スケジュ

ールの検討が必要である。 

◯３回連続して参加することが基本のプロ

グラムとしたことで、途中からの参加者

や、参加できるメンバーが少ない回のサ

ポートが必要だった。 

◯プロジェクトを牽引する団体と、参加者

のどちらにもメリットがあるバランスあ

る関係づくりが必要である。 

 

◯参加者自身がスキルアップをしていくに

は、ちょいチャレに参加したという体験

だけでは不十分で、体験を振り返り理解

を深めるプログラムが必要である。 
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プログラム 成果 課題 

ットを具体的にイメージしながら、活動

に必要な項目を話し合うことをつうじ

て、プロジェクトを組み立てるプロセス

が体験できた。 

◯普段出会わないような、様々な活動や仕

事をしている人との出会いがあり、交流

の機会となった。 

◯話し合いのスキルの習得よりも、チーム

ワークでの企画づくりのプロセスを重視

したワークショッププログラムとするこ

とで、ちょいチャレ企画の実現を促すこ

とができた。 

◯目標をしっかり持ちながら、小さくても

良いのでアクションを起こすことで試行

錯誤をするプロセスが大切など、講演が

ちょいチャレ企画を考える上で参考にな

ったという声が多かった。 

 

まちづくり活

動の実践 

各チームごと

の「まちでちょ

いチャレ企画

の実践」 

◯３回の連続ワークショップ、実践講座、

実施に向けた準備を通じて、お互いのア

イデアを出し合いながら特技を生かして

協力しあうチームができていった。 

◯各プロジェクトが企画した活動をお試し

で実施することができた。 

◯各プロジェクトで、参加団体はもとより

参加者の専門性や特技、できることが生

かされた。 

◯参加団体、参加者とも実践のプロセスを

学び実践を体験することで、気づきやや

りがいを実感することができた。 

◯実践時期が１～３月になり、取組内容に

季節的な制約が生じた可能性がある。事

業実施時期をできるかぎり早めることが

必要である。 

◯参加団体と参加者がともに実践経験を積

むことで、参加団体が参加者の活躍する

受け皿になることも見受けられたが、選

択肢が限られている。 

 

コーディネー

ター派遣の試

行 

 

◯試行として参加団体のなかから１団体１

名をコーディネーターとして、他団体へ

派遣し、情報交換や交流の機会をつくる

ことができた。 

◯コーディネーターとして、ちょいチャレ

の企画検討や実践を振り返り、新しい人

材を受け入れながら新規事業を立ち上げ

ていくプロセスを伝えることができた。 

◯企画から実践体験を経験しただけでは、

他団体の多様な課題や問題意識に対して

方向性をコーディネートするのは難し

い。あくまで、ちょいチャレの経験から

得られた内容を伝えるのが限界。他団体

の課題解決のコーディネートができる人

材の育成を目的とするなら、一定のスキ

ルを有する人材をターゲットにしたスキ

ルアッププログラムを検討する必要があ

る。 

◯ちょいチャレ実施時期が１～３月にな

り、コーディネーター派遣まで十分な準

備期間をとることができず、派遣希望の

団体の把握が十分にできなかった。１年

目は人材育成と登録、２年目を派遣とす

るなど、事業設計の工夫が必要である。 
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プログラム 成果 課題 

 

報告会 ◯講座に参加した全チームの経験と成果を

共有し振り返りを行うことができた。 

◯報告会の講師を、企画ワークショップと

同じにすることで、実施の前後を知る立

場から、適切なアドバイスをもらうこと

ができた 

◯全ての参加団体から、ちょいチャレの経

験を生かして、新たな事業を行いたいと

いう意向が出された。 

◯参加団体、参加者の振り返りの機会とし

ては有意義であったが、ちょいチャレの

経験をもっと多くの人に伝え生かしてい

くことを目的とすると、報告の会だけで

は市民の参加動機に乏しい。 
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（２）今後の人材育成の取組に向けたまとめ 

 

 今後の人材育成の取組に向けて、「まちでちょいチャレ」プロジェクトを通じて得られた成果と

課題を「まちづくり活動への参加の入り口づくりについて」「企画から実践までを行うための体制

づくりについて」「人材育成のあり方について」「他団体の応援となるアドバイザーの育成と派遣に

ついて」の４つの視点からまとめた。 

 

■まちづくり活動への参加の入り口づくりと人材育成について 

・まちづくり活動への参加の動機づけとしては、まちづくり活動に取り組む社会的意義と同時に、

まちづくり活動に関わることの楽しさややりがいといった個々人のモティベーションを高める

「ワクワク感」を伝えるのが重要である。 

・多様な社会課題やまちづくりに関して実際に活動している市内の団体と直接、接する機会を提供

することで、まちづくり活動を身近に感じてもらえるほか、団体との関わりをつうじて活動への

参加の一歩を踏み出すきっかけとすることができる。 

・本事業では「市民へのまちづくり活動への参加の入り口づくり」と「まちづくりの担い手やまち

づくり活動のコーディネートができる人材を育成する」という２つのミッションがあったが、そ

れぞれターゲットも異なるしプログラムも違ってくる。事業の目的の明確化と手法の整理が必要

である。 

・他団体の課題解決のコーディネートができる人材の育成を目的とするなら、一定のスキルを有す

る人材をターゲットにしたスキルアッププログラムを検討する必要がある。 

 

 

■企画から実践までを行うための体制づくりについて 

・市民のまちづくり活動への参加意欲を高め、参加の達成感を理解してもらうには、座学より実践

を核にしたプログラムが有効と考えられる。 

・短期間に企画づくりから実践までおこなうために、今回は実践経験やスキル、ネットワークがあ

る既存の活動団体と、まちづくり活動に関心のある市民をマッチングさせることで、試行実践の

実現可能性を高める工夫を行った。このようなマッチング事業の場合、活動団体と市民の両方の

参加満足度を高めることが重要になる。 

・活動団体に対しては、新しい事業にチャレンジするのに際して、関心のある市民とどのようにチ

ームを組み、次につながる効果的な試行実践のプログラムをどのようにつくり上げていけば良い

か、実践的に学ぶ機会を提供した。一方、市民には、既存の活動団体と一緒にプログラムを考え

ることで実現の期待を持たせ、試行実践をつうじてまちづくり活動に関わる楽しさややりがいを

感じる機会を提供した。 
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■人材育成のあり方について 
・人材育成の観点から、参加者自身がスキルアップをしていくには、ちょいチャレに参加したとい

う体験だけでは不十分で、体験を振り返り理解を深めるプログラムが必要である。また、人材育

成と試行派遣を単年度で行うのはスケジュール的に厳しい面がある。１年目は人材育成と登録、

２年目を派遣とするなど、事業設計の工夫が必要である。 

・今回のような経験をした参加者がさまざまな活動で活躍できる人材となっていくためには、新た

な活動の場（身近な自治組織やまちづくり活動団体、グループ等）を得られることが重要であり、

そのような場へつなげる取組や、情報提供が必要である。 

・今回の実践講座では、ちょいチャレで必要となる PR について学び、プロジェクト名称やチラシ

作りに役立てた。会議の運営技術や組織運営などの個別のスキル講座は、ある程度活動を始めて、

必要性を感じた時に受講できると、すぐに実践に繋げられるのでよい。 

・まちづくり活動のスキルアップに繋がる講座は市民活動サポートセンターなどの他の主体が行う

ものもあるので、興味を持った参加者に対して適切に情報提供をしていくことが有効である。 

 

 

■アドバイザーの育成と派遣について 
・人材育成の講座をつうじて、他団体へアドバイザーとして試行的に派遣する取組については、経

験値のない（あるいは少ない）一般市民を対象とすることは難しい。 

・参加団体が今回の経験を振り返り他者に伝える経験は、地域課題を解決していくアドバイスがで

きるようになるためのスキルアップの機会としては有効である。 

・今回のプロジェクトには、専門的知識や専門分野の経験のある人・団体も参加していた。そのよ

うな既に活躍している人材を対象に、地域に関わるスキルや心構えを実践的に学ぶ機会を提供し、

地域や団体へアドバイスを行う仕組みづくりも、アドバイザー育成の方法として考えられる。 

・アドバイザー候補となる複数人の人材がグループワークを行い、相談に対してより良い取組にな

るよう意見を出し合う経験を積み重ねる取組も、アドバイザーの育成方法として考えられる。 

 


