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２ 子どもワークショップ（Zoomによるオンライン形式） 

(1) プログラム 

① 開会 

② 近江谷 杏菜さんによる講話 

③ 大会概要レクチャー 

④ 質問タイム 

⑤ ワークショップ 

⑥ 閉会 

 

◇近江谷 杏菜さんによる講話 

2010年冬季オリンピックバンクーバー大会でカーリング 8位入賞の経験があり、 

女子カーリングチーム フォルティウスに所属している近江谷 杏菜さんから、「挑戦」 

というテーマでカーリングの競技の説明や冬季オリンピックに出場したことで分かっ

たオリンピックの素晴らしさについて、お話しいただきました。 

  

【「近江谷 杏菜さんによる講話」資料抜粋】 
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◇大会概要レクチャー 

 本イベントの統括ファシリテーターより、2030 年札幌オリンピック・パラリンピッ

クに関するレクチャーをしていただき、札幌のまちについて改めて知り、50年前の 1972

年冬季オリンピック札幌大会で札幌のまちがどのように変化したのか等を学んでいた

だきました。 

 

 

◇ワークショップ 

 「2030年 冬季オリ・パラをみんなで考えてみよう！」というテーマで、ワークシ

ョップを実施しました。各グループ（4名～6名程度）で、「現在の札幌のまちに対す

る好き度は 10点満点中何点か」、「2030年に札幌大会を実施するとして、国内外から

訪れる人が 10点満点だと思ってくれる札幌のまちとはどんなまちか。そのために明日

からできることは何か」、「大人になったら、大会にどのように関わりたいか」といっ

た視点で、意見を出し合い、グループごとに結果を発表していただきました。 

 ゲストオリンピアンの近江谷さんや秋元市長も各グループを巡回し、各グループ発

表の際にはそれぞれの意見に対する感想を述べていただきました。 

 

◇ファシリテーターについて 

 今回のワークショップは中立的な立場で議論を進めるために「札幌市環境局主催 

気候変動・SDGsアクション Labo」でのファシリテーション実績があり、フリーラ

ンスとして活動している「未来塾 NEONE」代表の馬場 航平さんに、統括ファシリ

テーターを務めていただきました。また、「幅広い年齢層の市民にご参加いただ

く」という目的に鑑み、グループワーク時には学生ファシリテーターを起用する

ことで、若い年齢層の方々にも市民対話事業の運営に参画いただきました。 

 

 

 

【「大会概要レクチャー」資料抜粋】 
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（2）ワークショップでの意見（1 月 26 日） 

【Aグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・10点：札幌市はポイ捨て等が少なくて、きれいなまち。 

・10点：人口が多いが、自然や観光資源が多く、観光客もたくさん来るから。 

・10点：札幌のまちは人口が多いが、雪がたくさん降って雪で遊べるから 

・10点：空気が綺麗だから（散歩とかしている時に感じる）。   

・8点：札幌は雪が多いが、地下が歩きやすいから良いと思う。札幌市は夏のスポーツの

施設が多くあると思うが、冬は利用しづらく感じるから、もう少しみんなが利用しやす

くなったら良いと思う。 

・8点：冬は雪が降って雪まつりとかイベントがたくさんあって良いが、地下鉄での犯罪

が気になる。    

 

◆2030 年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・明日から頑張りたいことは、電気を節約しSDGsも意識して、みんなで同じ部屋に集まる

などして、電気を節約する。 

・ボランティアとか、清掃活動に参加することで、札幌のまちがきれいになり、観光客が

増えると思う。環境問題に取り組んでいくことが大事だと思う。 

・まちをより綺麗にするために、自分の家の周りや学校に行く途中のゴミとかを拾ったり

する。  

・通学路への砂撒き。雪体験授業で、学校の周りで滑る場所がたくさんあるから、もっと

砂を撒いたほうがいいと思う。 

・除雪や雪除けをして道を広くし、オリンピックやパラリンピックをやれるようにした

い。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

・時間が足りず、上記について議論できず。 
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【Bグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？  

 

・9点：北海道から出たことないので他を知らないが、暮らしやすいから。 

・8点：料理が美味しくて、特産品がたくさんあるところは良いが、雪が大変。 

・10点：夏は他の場所より涼しくて過ごしやすい。冬の雪遊びが楽しい。 

・7点：夏は遊びやすい気温なのが嬉しい。 

     

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・障がいのある人たちでも困らないように整備する。 

・魅力がたくさんあって、きれいな景観と優しさが両立されているまちになってほしい。 

自分達にできることは、公園の利用のあとにごみを残さないこと。 

・会場にスロープを付けて障がい者の方にも配慮する。 

障がい者の方の交通機関に配慮したまちになってほしい。   

・ごみのないまちを目指す。無駄なゴミを出さない、ビニール袋をあまり使わない。 

・ごみのないまちになってほしい。学校や家の周りのゴミ拾いをする。 

・電車やバスの公共交通機関で他の人に席をゆずること。  

・いろんな国の言葉を覚えて、外国から来た人に案内できるようになれば、外国の人が困

らずに生活できる。   

・ごみを減らすために、食べ残しをできるだけしないようにする。  

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・観客として選手やボランティアの人たちを応援したい。 

・観客として外国人と一緒に喜びを分かち合いながら応援したい。 

・実際に会場に行って、選手と同じ空間で一緒に喜びを感じたい。 

・観客として選手の力になれるよう応援したい。 

・みんながやってよかったと思えるような、札幌にプラスになるような大会にしたい。 
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【Cグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・8点：雪で遊べて、スキーができるのが良いが、冬は滑るから学校に行くのが大変。 

・8点：スキーとかで遊べるのは良いが、雪で事故が起こるのが心配。 

・8点：雪が降るので小さい子も楽しめるが、都会のため緑が少なくリラックスができな

い。 

・7点：雪があることでスキーとかで遊べるところは良いが、渋滞になってしまう。 

・7点：冬は雪で遊べるのが良い。でも駐輪場が少ないのが気になる。 

・6点：スキー場がたくさんあって良いが、冬は雪ですぐ渋滞になってしまう。 

      

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・除雪が間に合っていない場所をみんなでサポートして雪かきする。 

・排雪と除雪をより広い範囲でできるようにする。 

・海外からの人たちが来ても自国の食べ物や本があると、過ごしやすいと思う。各国の言

葉や食べ物を知れる場所があると良い。 

・駐輪場がもっとたくさんあったらより良い。ゴミ拾いを積極的に行って、 

まちを綺麗にして「札幌って綺麗だな、また来たい」と思ってほしい。 

・交通アクセスをより便利にして、渋滞が減ると良い。 

・除雪作業をよりスムーズにしたり、環境に配慮した活動を、皆が積極的に行うようにす

る。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・観客として、会場やテレビ中継等で、家族と一緒に応援したい。 

・観客として観戦して、日本の選手を見守っていきたい。 

・実際に会場で応援してみたい。 

・ボランティアとして参加するのは難しいと感じるから、テレビで応援するようにした

い。 
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【Dグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・9点：寒いところも好き。でも学校でいまだに掃除機ではなく、ほうきを使ったりして

いるのが、残念。     

・7点：除雪してできた雪山によって起こる事故を防ぎたい。  

・7点：学校の授業でもタブレット導入は始まったが、まだ授業で使う回数が少ない。設

備はあるのに活用できていない。 

・8点：冬に寒さで道が凍って、滑りやすくなっているのが危ないと思う。 

・9点：コロナ対策がまだ万全にできていない部分が心配。 

・6点：バリアフリーが整っていないから、未だに障がい者の方にとっては過ごしづらい

場面が多々ありそう。雪による事故が絶えないことも心配。 

    

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・路地裏や細道等の目に付きづらい部分も除雪やゴミ掃除をしてきれいにしていく。 

そういうアイデアを学校の友達たちに伝える。 

・地下鉄や JRなどの英語表記が少ないので、表記を増やしたり、ピクトグラムを使った

り、デジタル化を進めていく。 

・「ごみがない、緑がある」といった環境が整っているとより良くなるので、ごみを拾う

ボランティアに参加したい。  

・札幌のまちを歩く人がみんな笑顔だったら、素晴らしいまちになると思う。 

・犯罪が少なくなったら、より安心できるまちになると思う。 

     

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・観客として観戦してみたいし、直接的でなくとも社会全体として支えていけるように自

分なりの関わり方を探していきたい。 

・ボランティアスタッフとして参加して、観客ではないからこそ見える選手のリアルな姿

を見てみたいし、選手を支えたい。 

・観客として会場に行って、現地で観てみたい。 

・海外から来た方に道案内をして助けたい。 
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【Eグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・10点：道路が碁盤の目で道が分かりやすいし、人が親切だから。   

・10点：札幌は雪まつりなどの伝統的なイベントが多いから、外国人とかも集まりやすく

国際交流ができるのが良い。  

・10点：お店がたくさんあって行くところに困らないし、楽しくないところがないから。 

・5点：以前住んでいた神奈川県と比べ電車の量が少なくて、不便だと感じるから。 

・10点：治安がいいし、都会と自然が良いバランスで調和しているのが良い。 

・10点：優しく接してくれる人が多いから。     

   

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・外からでも分かりやすいトイレを作る。バリアフリー整備と除雪も一緒に進める。 

・冬の時に雪で通れなくなる道がたくさんあるので、除雪をする。 

あとは道を広く作って雪が積もっても通りやすくする。  

・海外から来る雪に慣れていない人のために、屋根に積もった雪とか危険なところを除雪

する。道が滑らないように砂を用意しておく。 

・海外から来た人たちに対して、こちらから話しかけてあげる。 

・海外から来る人で看板を読めない人が、読みやすいように外国語を表記する。 

・オリンピックやパラリンピックのマークのように、いろんな場所にマークを貼る。 

・言葉が分からず困っている人がいたら、すすんで声を掛けてあげる。 

        

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・試合を実況する側として参加したい。 

・英語を勉強して、海外から来る人たちと自由に話したい。 

・選手たちが快適に生活できるような選手村をつくる仕事をしてみたい。 

・海外から来る観客の人たちと会話をしながら、競技を一緒に応援したい。 

・ボランティアとして、選手たちの生活環境を整えることをしたい。 
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【Fグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・7点：道路が滑りやすく、排雪が追い付いていないときがあるが、緑があり、買い物が

しやすい。 

・8点：バスや電車でどこでも行けるのが便利。 

・6点：バスや電車等の利便性が高い一方で、人が密集していて温室効果ガスの排出が多

く環境にやさしくない点が気になる。 

・8点：雪が多く困ることはあるが、冬のスポーツを楽しめるのが良い。 

・7点：冬は雪で遊べるのが良いが、登下校の時に滑って危ないのがこわい。  

      

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・ごみ拾いを積極的に行うことで、ごみが落ちてない綺麗なまちにする。 

・いろんな言語を話せることで、海外から来る人たちと仲が深まりやすくなり、より札幌

のまちを知ってもらえるようになる。   

・宗教の違いやマナーは国ごとに違うので、その違いを受け入れることができるまちにな

ると良いと思う。 

・冬は雪で道が狭くなってしまうので、通りづらくて困っている人がいたら自分から道を

譲ったりする。 

・相手の権利や気持ちを考えて、尊重することを忘れないようにする。  

  

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・観客として参加し、オリンピック・パラリンピックを盛り上げていきたい。 

・ボランティアとして参加しつつ、試合など大会の様子を生で見てみたい。 

・ボランティアとして参加し、選手を間近で見たり、英語を学びたい。 

・英語を勉強し、ボランティアとして参加し、海外の人に案内をしたい。 

・大学生でも関われるボランティアに参加し、オリンピック・パラリンピックに関わって

みたい。  
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（3）ワークショップでの意見（1 月 29 日） 

【Aグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・7点：冬の見どころはたくさんあるが、通年通して札幌市を代表とするものがあれば、

より魅力的なまちになると思う。 

・8点：友達と遊びに行こうと思った時に、どこのレジャー施設に行くか迷う。 

・10点：冬のシーズンはスキー場が近いので、いつでもスキーやスノーボードが 

できるのが良い。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・海外から来た観客の方々への小さな心遣いを心掛ける。困っていそうな海外の方がいた

ら自分から話しかけるなど。世界の各文化に札幌市が理解・対応していくことも必要。 

・公共の施設には、英語や中国語の表記しかないから、他の言語も追加する。 

世界の宗教や多様性を市民が受け入れていくことが必要。 

・札幌市内の様々なところで、外国の方でもわかるような表記をする。 

・世界中から人が集まるオリンピック・パラリンピックだからこそ、英語を使って選手や

観客の人たちとコミュニケーションを取りながら、大会を一緒に盛り上げていきたい。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・英語や世界史等、これまでに学校で勉強したことをボランティアとして思う存分発揮し

つつ、観客としても大会に感動や刺激を受け、成長の糧にしたい。 

・オリンピック・パラリンピックほど世界中から人が集まる祭典はないからこそ、ボラン

ティアや観客として参加し、世界の人々や文化と関わりたい。 

・英語を勉強しボランティアとして関わりたい。出場する選手たちに札幌のまちの素晴ら

しさを PRしてもらえるような活動を行いたい。     
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【Bグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・5点：夏は涼しく、冬はスキーをできるところが好きなポイント。あまり好きでないと

ころは、路上喫煙が多いところや交通ルールを守らない人が東京に比べて多いところ。 

・7点：好きなところはスポーツ施設が充実しているところや涼しいなどの環境面。足り

ないところは、交通の不便さやウィンタースポーツ施設などの値段設定の部分。 

・9点：札幌は自然豊かで、街並みがきれいなところが良い。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・雪が降ると道が狭くなり、交通機関が遅れることが現在の懸念点。また、 

施設の老朽化が進んでいる。自分にできることは、除雪を積極的に行うこと。 

・札幌のまちはスポーツが普及しているまちになって欲しい。現状はオリンピック・ 

パラリンピックが来るのに、まちの人がスポーツをやっていない。雪に強く、 

ウィンタースポーツにより関心があるまちになってほしい。   

・地元のスポーツ人口が増え、外国人から道を聞かれたときにも対応できるような人たち

が多くなって欲しい。そのためにも学校の英語の時間で、より実践的に、観光案内など

を取り入れてやっていきたい。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・観客とボランティアとして、自分の住んでいた町で開かれる大会に参加したいと思う。 

・スキー競技の選手もしくは、選手を育成する側としてオリンピック・パラリンピックに

関わりたい。 

・マラソンを見た時にボランティアの方を見て印象的だったので、自分もボランティアと

して参加してみたいと思った。        



16 

 

【Cグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・7点：親切な人が多く、交通も便利なのが良い。冬は寒く、公園で遊びづらいとも思

う。   

・8点：交通網が充実していて、学校も通いやすい。加えて都市化されているのに、スキ

ー場等でレジャーも楽しめるのが良い。除雪車の音がうるさいのが気になる。 

・7点：季節の変わり目がはっきりしていて、四季を楽しめるのが良い。ただ、人が多い

のでコロナの感染拡大が気になるところ。 

    

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・冬によく起る渋滞のトラブルがないように、雪の置き場所を工夫し、道路を広く造る。

なぜ雪が置きっぱなしになっているのかを自分で調べてみたい。 

・ごみを少なく、ポイ捨てを止めて、札幌をきれいなまちにする。 

・英語以外の外国語表記をより充実させる。まずは自分で調べてみて、どんな表記があっ

たら海外から来る人々が過ごしやすいかを考えてみる。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・観客として、会場で観てみたい。あとは自分が好きなスキーのボランティアとして参加

してみたい。 

・ボランティアとして、より近い距離で選手と関わってみたいし、オリンピックや 

パラリンピックを陰で支えている人たちの努力を見てみたい。 

・観客として観に行きたいし、観客としてでは見れない選手の舞台裏もボランティアとし

て関わることで見てみたい。 
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【Dグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・8点：札幌は発展していて、モノがすぐ手に入るところが良い。見れないテレビチャン

ネルがあるのが残念。   

・9点：札幌は自然が豊かで過ごしやすいが、土地が広いのにテーマパークがないのが残

念。   

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・パラリンピックが行われるこのタイミングでバリアフリーなまちづくりを推進する。 

・宗教上の問題に配慮した食品の種類を多くすることで、どの宗教の方でも過ごしやすい

環境を作っていく。 

・自分がオリンピックに興味を持って、周りに広めたい。   

・世界中から集まる選手や観客の人々でも、美味しく食事ができるようにする。 

   

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・冬でも点字ブロックが見えなくならないように、除雪のボランティアをしたい。 

・日頃から困っている人がいたら助けるという行動をすることで、障がいを持っている人

たちに対しても、自然とサポートができるようになりたい。 

・ボランティアで参加しつつ、札幌でオリンピック・パラリンピックがやっていることを

色んな人にアピールして盛り上げたい。 
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【Eグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・6点：冬が特に寒いのと大きなイベント開催は本州が主なので、その点がマイナス。 

・6点：車椅子で移動するときにJRとバスが乗りにくい。地下鉄は柔軟に対応してくれる

ので、比較的乗りやすい。     

・7点：寒さが厳しい。暮らしていて買い物などは便利。またご飯はおいしいので、そこ

も好き。   

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・海外から来る人のために、公共 Wifiの設置数増加や電波を強化するということが必

要。 

・ごみ拾いや町の緑化などを進めて、さらに一歩進んだ観光地になれるように努力する。

まちの景観の維持と共に平和安全は守られていくべき。 

・案内表示板等の多言語化を進める。 

・冬の季節でも、車いすユーザーが動ける等、すべての人にとって住みよい街を目指して

いくことが重要。 

・市民が困っていることを行政の担当者にしっかり伝えることのできる分かりやすい仕組

みを作ることができたら良い。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・実際にはできなかったが、東京五輪のボランティアもしてみたかった。 

札幌五輪では、観客としても楽しみつつ、英語を学んで、ボランティアで選手と直接コ

ミュニケーションを取ってみたい。 

・自分自身も車椅子を使っているので、バリアフリーの施設を紹介して、ハンディキャッ

プを持つ人たちのサポートがしたい。 

・観客やボランティア等どんな形であっても、せっかく札幌でやるのであれば、オリンピ

ック・パラリンピックを盛り上げたいし、支えていきたいなと思う。  
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【Fグループ】 

◆今現在の札幌のまちに対する皆さんの「好き度」は10点満点中何点ですか？ 

 

・8点：札幌は交通の利便性が良い一方で、冬は積雪が多く除雪が大変。 

・8点：地下歩行空間で天候に関係なくアクセスできるのが便利で良い。   

・8点：雪が多いのが嫌だが、周辺に自然があるのが良い。 

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックを開催するとして、 

国内外から訪れる人たちが10点満点だと思ってくれる「札幌のまち」は 

どんなまちでしょうか？そのために明日から皆さんができること・したいことは 

何ですか？ 

 

・冬は車椅子の移動が大変だし、点字ブロックも見えないから工夫をする必要があると思

う。除雪を積極的に行い、違う仕組みを作るなど。 

・小さい子どもたちにもスポーツの面白さを伝えてあげたい。 

・おもてなしがあふれるまちにすることで、札幌を訪れた人に「札幌はいいまちだな」と

思ってもらえるようにしたい。 

・札幌の歴史や伝統を伝えることで、札幌のことをもっと知ってもらいたい。まずは自分

たちが札幌のまちを知ることが大事。  

 

◆2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催されるとして、大人になった 

皆さんは大会にどのように関わりたいですか？ 

 

・自分が車椅子ユーザーだからこそ伝えられる、パラリンピック競技の面白さや車椅子ユ

ーザーの視点を周りの人に伝えていきたい。 

・ボランティアとして大会に携わることで、選手や観客の人たちで困っている人を助けて

あげたい。 

・観客として、オリンピックを盛り上げていくようにしたい。   

        

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

（4）アンケート結果（1 月 26 日） 

問 1. 今日のイベントで楽しかったプログラムはどれですか？ 

1 番楽しかったもの 1 つを選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2. 問 1 で選んだプログラムのどんなところが楽しかったですか？ 

【オリンピアン 「近江谷 杏菜さん」のお話】 

・自分の知らないことが知れたから。 

・試合をしてる時のお話。 

・オリンピアンに、オリンピックのことを聞けたところ。 

・オリンピックのことがたくさん知れたこと。 

・オリンピアンから、実際のオリンピック会場の話など、いろんな話を聞けたところです。 

・選手の考えがわかりやすく書かれているところがよかったです 

・自分も、カーリングや、クロスカントリー、スキーをやったことがあるのですが、やっ

ぱり支えてくれる人がいるからできる、楽しいということを改めて実感できました。 

・オリンピックについて色々な見方ができたから。 

 

【グループワーク】 

・みんなでより良い街にするために話し合ったこと。 

・他の人の意見を聞くことができていろいろな人と話せたこと。 

・みんなと交流することが一番良かった。 

・みんなで一緒に話して意見をいうのが楽しかったです。 

・いろんな人の意見が聞けたこと。 

・札幌市の事を沢山考えることができたところです。 

・みんなでオリンピック・パラリンピックのことを話し合ったところです。 

・みんなで交流するところ。 

・数人のグループだと一人一人の意見がよく聞けたので、納得したり新しい発見があった

りしました。あの取り組みはすごく良いと思います！！ 

・皆で将来の札幌について話し合ったこと。 

回答数：29 件 

オリンピアン 「近江谷 杏菜さん」のお話 

 

2030年 札幌オリパラレクチャー 

グループワーク 

27.6%

3.4%69%
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・交流することが一番良かった。 

・皆で、一人一人の気持ちを話せたのが楽しかったです! 

・色んな人との交流をしたり，学校での発表会みたいだったのですごく楽しかったです。 

・みんなでオリンピック・パラリンピックのことを話し合えたことが楽しかったです。 

・皆さんとの交流。 

・グループワークで考える時が楽しかったです。 

・色々な価値観/考え方があって、自分には考えれないようなことを交流できたので、有

意義な時間でした。 

・ファシリさんがいたので詰まることがなく良かったです。 

・みんなとお話出来たこと。 

・札幌のより良くしたらいい点をグループで話し合えたこと。 

 

【2030 年 札幌オリンピック・パラリンピック大会レクチャー】 

・知らなかった札幌のことを知れてうれしかったし、楽しかった。 

 

 

 

問 3. 今日のイベントに参加して、札幌での冬季オリンピック・パラリンピックに

ついてどう思いましたか？1 つ選んでください。 

  

 

 

 

 

 

 

問 4. 問 3 についてどうしてそう思ったのかを選んでください。（複数回答可） 

・海外の人と交流する機会が増えるから/22件（75.9.%） 

・札幌にたくさんの人が来てにぎやかになるから/19件（65.5%） 

・間近で一流選手の競技をみることができるから/18件（62.1%） 

・自分のまちで選手として出てみたいから/6件（20.7％） 

・まちのなかが混雑しそうで心配だから/3件（10.3％） 

・お金がたくさんかかりそうだから/1件（3.4％） 

・ウィンタースポーツに興味がないから/0件（0％） 

回答数：29 件 

58.6%

34.5%

6.9% とても楽しみ 

楽しみ 

ふつう 

あまり楽しみではない 

楽しみではない 
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問 5. 今日のイベントの感想を自由に書いてください。 

・とても楽しかったので、またやる機会があったら皆で話し合いたいです！ 

・五輪に対しての関心が高まりました。 

・小さなグループに分けていただいたので話しやすかったです。 

・近江谷杏菜さんのお話が分かりやすかったです。 

・またこのような機会があれば参加したいです！！ 

・グループワークの時間をもう少しとって欲しかったです。（近江谷さんのスライド

は、自分の実体験もお話いただいたので有意義な時間でしたが、もう一つのスライ

ドの説明は書かれていることをそのまま話している感じだったので、配られていた

物を見ていた人にとっては必要なかったのではないかと思います。） 

・グループワークの時、意見に対しての意見を言いたいな…という時、少し話を繋ぎ

ずらい感じがあったと思います。（チャットもしづらいというか、交流がしずらか

った） 

・全体で整理するもの（紙 Googlejamboard Googleスプレッドシートなど）がある

と話しやすかったと思います。 

・このアンケートが『長文』を選択されていて、改行ができるモードだったのが良か

ったです。 

・2030オリンピック、パラリンピックのために何ができるかが分かり、たくさんの意

見が聞けてたのしかったです。 

・色々なことができてよかったです。また、参加したいと思いました。 

・少し時間が長かったけれど楽しかったです。 

・グループでいろいろな案をだせて、楽しかった。 

・今回思った以上に、楽しかったので、次があったらまた参加したいし、次からは、

友達や、兄弟や、家族とも交流しながら活動したいと思いました。2030年にある札

幌市でやるオリンピックでは、もうコロナも治っていると思うので、絶対に行きた

いっと思いました。 

・全員初対面でしたが選手のお話を聞いたり、選手の身になって考えるきっかけにも

なりました。大人になったら、いいえ、今から。私にできることを考え、少しでも

行動に移せればいいなと思っています。貴重な体験をさせていただき、ありがとう

ございました。とても楽しかったので、違うテーマでまたやってみたいです。 

・今年で 1番楽しかったです。 

・今日は、オリンピアンからのお話や、市長さんからの将来のオリンピックのお話を

きけたので、SDGs や、オリンピックについて興味を持ちました！ありがとうござ

います。また参加したいです！ 

・今までこんなに真剣に考えたことなかったので面白かったです。あと札幌市長と１

流アスリートと会えて嬉しかったです。 
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・参加してとても良かったこれを生かして今後考えたいと思った。 

・面白いし楽しいことがあったことが一番楽しかった。 

・オリンピックやパラリンピックなど、国際的な話し合いができたから。 

札幌市で 2030 年のオリンピックやパラリンピックがあったらいいなと思いまし

た。 

・みんなの考えを聞いて私もそうかも！と新しいことに気づけた。 

・近江谷杏菜さん、今日はありがとうございます！ 

・時間が長くて途中から飽きてきた。 

・色々な人の話が聞けて面白かったです。 

・たくさんの人の意見を聞けて楽しかった。 

・人との交流や、関わってくるかもしれないオリンピック、パラリンピックについて

話せて楽しかった。 

・タイムスケジュールをもう少ししっかり考えてほしかった。 

・秋元市長や、近江谷杏菜選手と関わる機会ができて嬉しかった！ 

・近江谷杏菜選手と話し合えたし、グループワークでオリンピック・パラリンピック

のことを話し合いをできたことです。もしまたこういうイベントがあったら参加し

たいです。 

・参加して色々なことを考えれたので良かったです。 

・オリンピックが楽しみです! 

・選手、市長からの話も良かったけれど、グループで交流する所が一番楽しかったで

す。 

・オリンピックに出た近江谷 杏菜さんのお話や、グループワークが、とても面白か

ったし、楽しかったです。また機会がありましたら参加したいと思います。 

・いろいろな話を聞けて良かったです。 
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（5）アンケート結果（1 月 29 日） 

問 1. 今日のイベントで楽しかったプログラムはどれですか？ 

1 番楽しかったもの 1 つを選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2. 問 1 で選んだプログラムのどんなところが楽しかったですか？ 

【オリンピアン 「近江谷 杏菜さん」のお話】 

・カーリング選手と話せて楽しかったです。 

・近江谷杏菜さんのエピソードなどを聞けて、楽しかったです。 

・今実際に活動してる選手の話を聞けることが嬉しかったです。 

・オリンピアンの目線でオリンピックについて話が聞けて興味深かった。 

通常は、一般市民（自分達）の目線でしか大会について捉えられていないので、貴

重だった。 

 

【グループワーク】 

・他の参加者の皆様の意見を聞くことが楽しかったです。 

・自分自身のオリンピックに対する意識や考え方、興味を再確認する機会となり、 

札幌市民の一員として自分に出来ることを発見する事が出来たから。 

・他の人の意見が面白かった。特に 2つ目のワークショップが観光系を志望している

私にとって多角的な意見が興味深かった。 

・札幌に対する意見をたくさん聞くことができたから。 

・いろいろな人の話を聞けたこと。 

・みんなで意見を交流出来たこと。 

・初対面の方との意見交流。 

・色んな意見を聞けた。 

・自分以外の同年代の中高生の意見や、市長からのお話を聞くことができて新しい視

点の発見があった。札幌がより良い都市になるためにはどのようなことが必要であ

るかについて、改めて考えるきっかけとなったこと。 

23.5%

17.6%
58.9%

オリンピアン 「近江谷 杏菜さん」のお話 

2030年 札幌オリパラレクチャー 

グループワーク 

回答数：17 件 
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・知らない人と話し合いをしたところ。 

 

【2030 年 札幌オリンピック・パラリンピック大会レクチャー】 

・沢山のことが知れたからです。 

・冬季オリンピック、パラリンピックが札幌で開催されるとどのように発展していく

か、わかったから。 

・8年後といえ、あっという間の 8年だと思うので、楽しみです。 

 

問 3. 今日のイベントに参加して、札幌での冬季オリンピック・パラリンピック 

ついてどう思いましたか？1 つ選んでください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4. 問 3 についてどうしてそう思ったのかを選んでください。（複数回答可） 

・間近で一流選手の競技をみることができるから/16件（94.1%） 

・海外の人と交流する機会が増えるから/9件（52.9.%） 

・札幌にたくさんの人が来てにぎやかになるから/9件（52.9%） 

・まちのなかが混雑しそうで心配だから/3件（17.6％） 

・自分のまちで選手として出てみたいから/1件（5.9％） 

・お金がたくさんかかりそうだから/1件（5.9％） 

・ウィンタースポーツに興味がないから/0件（0％） 

問 5. 今日のイベントの感想を自由に書いてください。 

・色んな意見を聞けた。 

・札幌について今までよりもさらに知ることができ、充実した会になりました。本日

はありがとうございました。 

・オリンピアン、市長から間近でお話を聞ける機会はなかなかないものなのでとても

有意義な時間でした。ありがとうございました。 

・近江谷 杏菜さんとしゃべれて楽しかった。 

・いろんな参加者からの意見全てが「札幌を良くしていく」ために必要なことだなと

思った。札幌には「ウィンタースポーツ」という強みがある。観光コンサルタント

64.7%

29.4%

5.9% とても楽しみ 

楽しみ 

ふつう 

あまり楽しみではない 

楽しみではない 

回答数：17 件 
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を目指すものとして、今日学んだことを将来に生かしていきたい。 

・これをきっかけに、札幌市がもっと住みやすい街になってほしいと思います。とく

に、信号無視がなくなってほしいです。 

・蔓延防止や入国制限をなくせばもっと人が入ってくるのになぁと思いました。 

コロナと共存するべきだと思う。 

・いろんな意見が聞けて良かったです。 

・こういうものに初めて参加したのですが、楽しかったです。ありがとうございまし

た。 

・自分の意見を発表するのは、少し緊張したし、何を言えばいいか迷うこともあった

けど、みんなで意見を聞いたり、話し合うのは、楽しかったです。札幌をいい街に

するには、一人ひとりの協力が必要だと思うので、少しでも協力できるように頑張

りたいです。 

・自分の意見を言うのは難しかったけど、参加して良かったです。 

・今回のイベントを通して、札幌で冬季オリンピックを開催することの魅力をより一

層感じることができました。8年後に実際に開催される頃には私は社会に出ている

頃になりますが、だからこそこれからも札幌市で生きる市民としてボランティアと

いう形で地元・札幌の素晴らしさを伝えるお手伝いがしたいと感じました。市長の

お話や近江谷さんのお話も聞くことができ、非常に学びの多い時間でした。本日は

ありがとうございました。 

・話す場面もあって、緊張して上手く話せれなかったけど、2030年の開催について普

段考えることがなかったけど、ワークショップを通して考える事ができていい経験

になったと思う。 

・冬季オリンピック、パラリンピックが札幌で開催されるといいなと思った 

選手などの色々な視点から見ることができた。 

・さまざまな意見を聞くことが出来ました。 

・秋本市長に一つだけお願いがあります。 

障害を持っていない人が「この施設はバリアフリーだ」と思っていた施設が、障害

を持っている人が、「バリアフリーではない」と思うことはよくあります。また、

バリアフリーは進んでいても、「心のバリアフリー化」(国籍や障害、性別や宗教な

ど)により、外出しにくいことがあります。そのようなことを減らすための工夫等

をお願いしたいと思います。札幌から日本、そして全世界の人々が過ごしやすい街

になればと思います。今日はありがとうございました。 

・今回のイベントで、漠然としていた札幌五輪の招致について知れて、とてもうれし

かったですありがとうございました。 

・このイベントで、札幌五輪について詳しく知れて、また、当事者意識を持てて良か

った。グループワークを通して、モノのグローバル化・バリアフリー化についての
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発言が多かった。それと並行して、それに加えて人の変化（グローバル化・バリア

フリー化・スポーツへの意識）も促すべきだと思った。後者に関しては、確実に進

められるものではないので、８年前の今から進めた方がいいと思った。（近江谷選

手のエピソード、グループワークの意見が参考になった。）自分も札幌市民として、

素晴らしい現地の人間になれるようにしたいと思った。 

  また、秋元市長とライブで始めってあったので貴重な機会でした。今はコロナ禍

と言われていて、教育・スポーツ・文化が制限されていますが、医療だけでなく、

それらもまた人の生活・命を支えているので、一刻も早い復興（？）を望むのみで

す。パンデミックに怯えるだけでなく、未来を壊さないよう教育活動・文化活動の

再開優先等の視点も市政に加えていただきたいと思います。今回は五輪招致をして

いただきありがとうございました。 

・今回のイベントで、漠然としていた札幌五輪の招致について知れて、とてもうれし

かったです。ありがとうございました。 

・ワークショップ楽しかったです。またこのような機会があればと思います、滅多に

みないので。いい経験になりました。是非今後もこのようなイベントを実施してほ

しいです。ありがとうございました。 

 

  


