
実 施 報 告 書 

プロジェクト名 「TEDｘHokkaidoU2019」 

 

代表／楊曄・農学部生物環境工学科2年 

 

 

■実施期間 

２０１９年１２月１日（日） 

 

 

■実施の内容 

目的 

北大生と北大生以外との交流を促進し、自分たちの身近にある課題についてともに語り合うことで札幌ひ

いては北海道を元気にするようなアクションを起こすこと。 

北大から地域、世界に価値あるアイディアを届ける形を通して社会貢献をすること。 

概要 

TEDｘとは「価値あるアイディアを発信する」ことを理念に掲げる、非営利組織TEDから公式にライ

センスを取得し、世界各地で独自に運営されているイベントである。日本においては社会人が主体的に運

営を行っている組織が大半を占めている。一方で、我々TEDｘHokkaidoUは北大生主体となって運営

する団体である。我々は学生主体でありながら今年度で5年目の開催であった。今年も北海道に“価値

あるアイディア”を日本と世界に発信した。  

 

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

真船 創太 工学部 環境社会工学科建築都市コース 3年 

松本 衿花 工学部 環境社会工学科環境工学コース 3年 

小島 裕成 農学部 生物資源学科 2年 

米田 夏輝 経済学部 経営学科 3年 

鶴丸 卓也 農学部 農業経済学科 3年 

園部 雄祐 文学部 人文科学科 4年 

上川 怜 理学部 地球惑星科学科 4年 

平田 憲 理学部 地球惑星科学科 2年 

李 聖民 工学部 情報エレクトロニクス学科 2年 

羅 炫禹 工学部 機械知能工学科 2年 

石川 結女 理学部 高分子機能学科 ２年 

佐藤 瑛太 農学部 生物環境工学科 2年 

藁谷 大美 農学部 森林科学科 2年 

城間 拓也 公共政策学教育部  1年 

鈴木 創太郎 総合教育部 理系 1年 

                                       ※他大学1名 

 

■実施の評価 

・運営スタッフ、協賛企業の方、北海道各地の農家の方を含め、112名が当日参加した。 

・今年度のTEDｘHokkaidoU2019は過去で一番成功した年だと言える。特にイベントのクオリティ

ーが高かった。当日参加者の満足度を高める施策を徹底的にこだわってイベントを作った。例えば、参

加者同士の交流を促進して、新しい価値観の交流が生まれるような施策を多く盛り込んだ。また、今回

の開催に際して、過去最多の協賛金と食材をご提供してくださる農家さんを集めることができた。 

 

 



■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）修学及び研究意欲を高めることができた 

 

5：特にあてはまる 

4：あてはまる 

3：まああてはまる 

2：あまりあてはまらない 

1：まったくあてはまらない 

0
1
2
3
4
5

(A)目標達成

(B)成果・効果

(C)自主性・創造性(D)学生生活

(E)修学・研究意欲



0
1
2
3
4
5

(A)目標達成

(B)成果・効果

(C)自主性・創造性(D)学生生活

(E)修学・研究意欲

評価

実 施 報 告 書 

プロジェクト名 「憩いの場づくりプロジェクト」 

 

代表／大伏 玄泰・工学院建築都市空間デザイン専攻 2年 

 

 

■実施期間 

2019年 7月19日（金） 

2019年 10月2６日（土）～２７（日） ※金葉祭の中止に伴い、開催中止 

 

 

■実施の内容 

⚫ 野外での映画上映会を開催し、制作した家具や照明を配置することで、学生目線でのキャンパスづく

りを目指した。 

⚫ 2段階でイベントを企画し、家具や照明の試作を目的とする7月の初回は実施できた。 

⚫ 10月のイベントはより多くの来場者が見込まれることから、構成員と来訪者が共同でベンチや照明

を制作する予定であった。 

 

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

大伏 玄泰 工学院 建築都市空間デザイン専攻 2年 

池田 昇太郎 工学院 建築都市空間デザイン専攻 1年 

大沼 音也 工学院 建築都市空間デザイン専攻 2年 

安間 理子 工学院 建築都市空間デザイン専攻 1年 

吉田 穂波 工学院 建築都市空間デザイン専攻 2年 

 

■実施の評価 ※開催中止となったため実施の評価なし 

 

 

■その他 

⚫ 来年度以降の実施については、現時点では未定である。 

⚫ 元気プロジェクトとは別に、工学部への申請が必要であったため、手続きに労力と時間を要した。 

⚫ 学生による敷地利用に関する申請の書式を部局間で統一することで、負担の軽減を図るとともに、

直前の会場変更にも対応できる体制が整うと考えられる。 

 

■自己採点 ※開催中止となったため自己評価なし 

 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）修学及び研究意欲を高めることができた 

 

5：特にあてはまる 

4：あてはまる 

3：まああてはまる 

2：あまりあてはまらない 

1：まったくあてはまらない 



実 施 報 告 書 

プロジェクト名 「第8回夜のピクニック」 

 

代表／富岡拓海・理学部地球惑星科学科・3年 

 

 

■実施期間 

2019年6月29日（土）～ 2019年6月30日（日） 

 

 

■実施の内容 

本企画「第8回夜のピクニック」は、僕らの歩行祭実行委員会が運営するイベントである。2012年か

ら毎年開催しており、今年度で第8回を迎えた。「歩く」ことの魅力を知ってもらうこと、北海道の身近

な地域をよりよく知ってもらうこと、歩き切った達成感を仲間と一緒に感じてもらうことの三つを目的と

して、北海道の大学に通う大学生・大学院生の参加者を募り、24 時間かけて約60kmを歩く。 

企画の開催に向けての活動は、週一回のミーティングを軸とし、運営・広報・総務の三班に分かれて連携

を取りながら進めた。昨年度のイベント終了後、10～3月は企画の規模・テーマ・ルート・予算につい

ての話し合い、4月は新歓活動・予算確認・ルートの確認と訂正・元気プロジェクトについて話し合いを

行った。同時に、本企画の宣伝を兼ねて10,11,3,4月に約20km規模のミニピクニックを開催した。5,6

月は参加者向けのしおりの作成・必要物品の確認と確保・保険や民間救急の手配などを進めると同時に、

運営スタッフでのリハーサルも繰り返し行った。また、団体のHP・ビラ・SNS・ポスター・北大祭での

模擬店出店などを通して、積極的に広報活動を行った。 

本番二週間前に開催した参加者交流会では、参加者に本番に向けての詳しい説明を行い、当日に歩く際の

班を発表した後、歩行班ごとにのぼりを作成してもらった。事前に参加者同士、また参加者と運営メンバ

ーの交流を行うことで、当日の安心感や安全面の向上に繋がると考えた。交流会後の二週間は、ルートと

当日の動きを確認し本番に備えた。 

今年は、昨年に引き続き石狩方面へのルートを計画した。朝9 時に北大中央ローンを出発し、太平公園・

青葉公園・石狩あそびーちを経由して、18時半に折り返し地点である八幡コミュニティセンター着、そ

の後、防災ひろば・青葉公園・紅葉山公園・屯田西公園・発寒西陵公園を経て、翌日朝９時頃に北大に戻

ってくるルートである。折り返し地点では屋内で1時間半の休憩を取り、参加者が仮眠などにより体力の

回復を図ることができるようにした。その他に、折り返し地点以外でも10km弱歩くごとに30 分程度

の休憩を入れる、配給としておにぎりや菓子パン・栄養ゼリーなどを配る、民間救急に加えワゴン車2台

とミニバン1台を用意して負傷者や体調不良者の運搬に備える等、参加者が元気かつ安全に60km を歩

ききれるような工夫を凝らした。全体を通して、参加者が歩く際の負担をできる限り減らし、完歩時に達

成感を感じてもらえるような計画を心掛けた。 

参加者は、5～8 名で構成される班を基本単位として歩いた。これは参加登録の際のグループや参加者の

情報を基に、参加者を8班に分けたものである。当日の運営メンバーは参加者の中に入って実際に一緒に

歩く「歩行部隊」、交差点や分かりにくい道を案内する「案内部隊」、車を動かしながら歩行部隊と案内部

隊をサポートし、全体の流れを統括して指示を出す「本部」の三つに分かれて動いた。後半に運営メンバ

ーの疲労が溜まってしまい、活動に支障の出た昨年度の反省を踏まえ、24 時間支障なく企画の運営がで

きるよう、メンバーの休憩時間を含めながらシフトを綿密に組んだ。昨年からの変更点として、班に二人

の運営メンバーを固定し、より参加者との距離を近くすることで、満足度の向上や緊急時の円滑な対応を

図った。 

当日は深夜に雨に見舞われ、続行が危ぶまれた場面もあったが、昨年までの経験を活かし雨天時の対応を

明確化していたことで続行の判断を下すことができた。その後天気が回復したため、結果としてほとんど

全ての参加者が歩き切ることができ、昨年同様の高い完歩率を達成することができた。 

イベント終了後、参加者アンケートの実施と今年度の運営の反省を行い、来年度に向けた展望を話し合っ

た。 

 

 

 

 

 



■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

孕石 優太朗 教育学部 
 

4年 

大汐 七海 文学部 人文科学科 3年 

齋藤 日向子 文学部 人文科学科 3年 

坂本 ひより 理学部 化学科 3年 

佐藤 未来 理学部 物理学科 3年 

富岡 拓海 理学部 地球惑星科学科 3年 

野村 拓矢 文学部 人文科学科 3年 

大瀧 慎之介 経済学部 経営学科 2年 

加藤 永理 文学部 人文科学科 2年 

貴田岡 結衣 文学部 人文科学科 2年 

久島 弘暉 文学部 人文科学科 2年 

住田 梨織 医学部 保健学科 2年 

田中 駒史 法学部  2年 

高橋 英也 法学部  2年 

竹本 英司 文学部 人文科学科 2年 

寺嶋 啓太 工学部 情報エレクトロニクス学科 2年 

堂下 昴暉 文学部 人文科学科 2年 

香田 明里 総合教育部  1年 

花岡 温広 総合教育部  1年 

福井 歩 経済学部  1年 

俣木 圭太 総合教育部  1年 

三村 憲吾 総合教育部  1年 

                              ※他大学4名 

 

■実施の評価 

本企画「第8回夜のピクニック」はほとんどの参加者に完歩してもらうことができた。 

本企画の主な成果としては次の3点が挙げられる。1点目は雨天への対応である。昨年、一昨年共に雨天

で途中でのルートの変更等を余儀なくされたことから、イベント中の雨天に対する対応計画をより明確化

した。これにより、今年もイベント中に雨に見舞われたが、計画に基づき対応することで混乱無く対応で

き、完歩してもらうことができた。また、予備日についても昨年の一ヶ月半後から一週間後に変更するこ

とで、スケジュール管理における参加者の負担を減らすことを狙った。 

2点目は、イベント規模の再検討を行ったことである。例年、本団体では「学生100人で70kmを歩く」

をコンセプトとして運営を行ってきたが、年々参加者が減少していることから、昨年より距離を短くし屋

内での休憩を取り入れることで参加者の負担を減らし、より楽しんでもらうことを主眼に置き取り組んで

きた。今年は更に運営の人数も減ってきていることにより、班担当などで運営と参加者の距離を近くする

ことで一体感を持ち、イベントを一人一人に楽しんでもらうことを大きなテーマとして取り組んできた。

その結果、毎年行っている参加者へのイベント後のアンケートにおいて、過去最高の平均満足度を記録す

ることができた。 

3点目は、地域への貢献である。例年、地域への貢献については元気プロジェクトの方からも指摘してい

ただいたように足りていなかったため、今回は浜益のどら焼きの配給、あそびーちでのゴミ拾いで取り組

むこととした。また、イベント後にさっぽろまちづくり活動情報サポートサイト「まちさぽ」への掲載等

を通して、より地域に根ざしたイベントをめざした。 

以上より、本企画は先に挙げた3つの目標を達成することができたと考える。 

一方で、課題もまだ残っており、特に3点目の地域への貢献については、自己満足と捉えられても仕方の

ない部分がある。今後の活動については、より地域と相互的に利益を得ることができるような地域貢献の

形を模索していかなければならないだろう。 
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■その他 

来年度以降の企画については、運営メンバーが更に減少しているという現状を踏まえ、さらにイベントの

規模を再検討しなければならないと考えている。参加者の安全を第一に考え、楽しんでもらえるイベント

を維持していくために、ルートや運営体制の見直しなども含め、来年度の企画に向けて準備を進めていく。 

 

 

■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）修学及び研究意欲を高めることができた 

 

5：特にあてはまる 

4：あてはまる 

3：まああてはまる 

2：あまりあてはまらない 

1：まったくあてはまらない 



実 施 報 告 書 

プロジェクト名 「北大金葉祭」 

 

代表／坂之上徳博・薬学部薬学科・2年 

 

 

■実施期間 

２０１９年１０月２６日（土）～２７日（日） ※脅迫メールにより、開催中止 

 

 

■実施の内容 

＜北大金葉祭のイベント概要＞ 

・名称 第8回北大金葉祭 

・開催日 10月26、27日10：00〜21：00 

ライトアップ 18：00〜 

（２５日18：00よりプレライトアップを行う。） 

・北大13条門からメインストリートまでの銀杏並木付近 

・企画内容 

イチョウ並木の全面ライトアップ 
家族向け企画（自然工作体験、実験教室、縁日企画） 

屋台運営 など。 

 

＜開催までの流れ・準備＞ 

6月  具体的内容決定、委員の役割分担 

7月  計画、確定事項に対し準備開始 

8月  保健所との交渉、他団体との打ち合わせ 

9月  他団体との交渉、必要な物品の購入・レンタル品の決定、各企画の物品制作開始 

10月  日程の決定（大学側から通知）、広報活動本格化、当日ボランティアの募集、各企画の準備作業 

10月21日 第8回北大金葉祭（中止） 

11月〜 反省、金葉祭の知名度向上のための活動 

 

＜代替イベントについての概要＞ 

・名称 幻灯夜 

・開催日時 

2020年2月4日（火）17:30〜19:30、2月5日（水）17:００〜19:００ 

・実施場所 

北海道大学 体育館横ステージ周辺スペース 

・企画内容 

ライトアップ（かまくらやオブジェクト、元プロ物品である足下ライトによるライトアップ） 

おしるこの提供 

 

本祭中止決定直後から、代替イベントの開催をお願いしていた。1月ごろから学務部学生支援課と企画

書のやりとりを始め、サークル会館などからも物品を借用し、本代替イベントを開催した。 

 

 

■構成員 

氏 名 学部・研究科名 学科・専攻名 学年 

坂之上 徳博 薬学部 
 

2年 

折登 いずみ 文学部 
 

2年 

秋田 拓海 農学部 
 

3年 

南出 陽香 文学部 
 

3年 

佐々木 勇輝 理学部 
 

3年 



 

 

 

■実施の評価 

・代替イベントは、学校帰りの職員や学生に見てもらうことが出来た。委員のノウハウ継承を主な目的と

して行ったため、その成果は十分であったと思う。 

・本祭の準備にあたっては、施設部及び、学務部学生支援課との話し合いの機会をたくさんとっていただ

き、そのため実現した内容（入構証の借用、開催日時の早期決定）も多かったため、大変助かった。 

 

 

■その他 

＜意気込み＞ 

今年度行えなかった分、次年度はよりクオリティの高い、素晴らしい金葉祭を目指す。大学側にもよりメ

リットがあるような内容を追加できるようにしたいと思っている。 

 

＜北大への要望＞ 

・今年度の脅迫騒ぎを受け、緊急時の対応なども含め、大学側と話し合う機会をあらかじめ設けることの

重要性を認識した。来年度も、学務部学生支援課や施設部と相談する機会を積極的にいただきたい。 

・例年北大金葉祭の開催日の決定が直前となり、広報活動などに苦労している。今年度は例年より少し早

く開催日の目安が分かり、大変助かった。来年度もなるべく早く開催日を決定してもらいたい。 

・上記2点に関係して、北大金葉祭の実施、中止の決定権限や決定方法についても、話し合いたいと考

えている。 

・毎年活動部屋の空きを探している。現在元プロ倉庫に入っているもの以外の金葉祭に必要な物品は委員

の各家で保管しており、移動や保管に苦労している。高等教育推進機構内でなくても、活動に使用でき

る部室のような部屋を貸してもらえないだろうか。 

・北大構内での商売が禁止されていることは承知しているが、募金での実施となると、安定した予算の確

保を行うことができない。また、北大金葉祭での収益を北大に還元することで、大学側にも大きなメリ

ットがあると考えている。飲食物の価格決定についても、御一考いただきたい。 

・予算の確保の一部として、現在はパンフレットへの広告協賛を行っております。この協賛に関して、パ

ンフレットへの広告以外で行うことを考えているが、可能か。こちらについても相談させてもらいた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田 早織 文学部 
 

3年 

上田 雅也 法学部 
 

3年 

大場 誉幸 工学部 
 

4年 

楠 銀河 工学部 
 

4年 

平野 宗太郎 工学部 
 

4年 

梶原 若菜 農学部 
 

2年 

加藤 史 獣医学部  2年 

小内 啓祐 工学部  2年 

島田 美希 水産学部  2年 

高山 紗英 工学部  2年 

袋井 航平 工学部  2年 

保田 桃花 歯学部  2年 



0
1
2
3
4
5

(A)目標達成

(B)成果・効果

(C)自主性・創造性(D)学生生活

(E)修学・研究意欲

評価

■自己採点 

 【採点項目】 

（A）当初の目的を達成できた 

（B）期待される成果・効果をあげられた 

（C）自主性・創造性を発揮できる機会となった 

（D）今後の学生生活に役立つ経験であった 

（E）修学及び研究意欲を高めることができた 

 

5：特にあてはまる 

4：あてはまる 

3：まああてはまる 

2：あまりあてはまらない 

1：まったくあてはまらない 
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