
 今年度の特集では北海道内にある市民活動の支援施設を順次紹介していま

す。今回は今年４月にオープンした「滝川市まちづくりセンター」について、

行政パートナーの原田亜津佐さんからご紹介いただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

    

滝川市“まちづくりセンター”は、市民が集い、

自由で自主的な市民活動を支援し、豊かな市民生活

や活力ある地域社会の実現をめざして、今年４月に

庁舎内にオープンしました。 

主な事業内容は、①市民活動に関する情報の収集

と提供 ②活動団体や人材のスキルアップ及び支援 

③団体の交流の場や設備の提供 ④活動における相

談やアドバイスなどを行い、団体間や行政とのパイ

プ役となり市民活動の拠点施設として推進を図るこ

とです。また、補助金紹介の窓口としての支援や町

内会の運営を支援するためのマニュアルを作成し配

付しています。 

 現在、開館時間の延長やスペース、機能の拡充・

充実を図り、利用者の利便性を高めるために中心市

街地への移転計画を進めています。 

〔未来へつなぐ市民税１％事業：補助事業〕 

  この補助制度は、個人市民税１％相当額を上限と

して、市民や地域の課題解決を図り、市内や地域へ

の波及効果や将来性・発展性を持ち、複数年にわた

り継続的に行われる事業を支援するために今年４月

に創設されました。この事業は、毎月申請を受け、

採択の審査は翌月に審査基準に基づき市民審査委員

会が行っています。また、事業完了後は、公開の報

告会を行い、市民に事業報告を行います。 

  

 

 

 

     

 

 

 

１１月分までの採択件数は１７件で、内容は、国際

交流系１件、地域コミュニティ系７件、環境系１件、

まちづくり系６件、食育系１件、福祉系１件でした。 

〔行政パートナー制度〕 

市民目線で、市民の自主的なまちづくり活動を支

援し、市民と行政による協働のまちづくりや市民力

を高めたまちづくりを推進するためにお手伝いをし

ています。現在２名が、週４日間、時間は９時～１

４時と１３時～１７時で交替で勤務しています。セ

ンターの管理、まちづくり通信の作成、体験学習や

講習会の企画、運営（センターのＰＲ・意見交換な

どを含む）などを担当しています。 

〔なの花畑カフェの開催〕 

センターのＰＲと市民団体の活動場所の提供、あ

るいはお茶を飲みながら、まちづくりについての意

見交換の場として、毎月１～２回体験学習、講習会

を開催しています。       （次頁へ続く） 

    道内の市民活動支援センターを紹介します。 

     「滝川市まちづくりセンター」 

北海道立市民活動促進センターは、地域社会のニーズに的確に応えようとするＮＰＯなどの道内の市民活動を応援しているセンターです。
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特 集 

【市民税１％事業の採択事業】 

市民活動から元気なまちづくり



「滝川市まちづくりセンター」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容は、手軽で楽しい２時間講座で、講師は

ボランティアでお願いしています。託児（ボランテ

ィア）を併設したカフェでは０歳～高齢者までと三

世代にわたる参加者で毎回にぎやかに行われ、人気

も高く定員数を超える申込みがあり、キャンセル待

ちで対応しています。 

 これからも、たくさんの皆さんに利用して頂ける

センターになるように“なの花畑カフェ”を充実さ

せていきます。 

 

〔無料体験コーナー〕 

 センターをより多くの方に知っていただくために、

長期間の無料体験コーナーを開設しています。第１

回目は、「空知森林サポーターの会」に間伐材を提供

して頂き、ウッドコースター作りを開催し、第２回

目は、今ひそかに人気の「大人の塗り絵」コーナー

を開設中です。このコーナーは、期間限定ですが講

師を置かずセンタースタッフがアドバイスをしなが

ら行われ、市民の方が自由に体験できて手軽な内容

なことから多くの方に参加頂いています。作品は、

自由研究、友人のプレゼント、お父さんのお誕生日

プレゼント、おじいちゃんやおばちゃんへのお土産

など幅広い年齢に広がりを見せています。 

 

〔各種コーナー〕 

 各種パンフレットコーナー、打ち合わせコーナー

（無料）、パソコンコーナー（無料）、補助金コーナ

ー、図書コーナー、掲示板等を設置しています。 

この他、印刷の受付窓口もあります。 

 

 

 

 

最近は、なの花畑カフェの講習会の講師探し、打

ち合わせコーナーのＰＲ、センター内の模様変え、

センターの看板作成など、少しづつではありますが

まちづくりセンターの運営を市民の皆さんが自発的

に協力してくれています。 

育児サークルと老人クラブや市民活動サークルと

学生サークルなど、人が集まり今まで違う場所で活

動してきた団体が同じ場所で活動や作業をする事に

より、自然に団体同士が協力したり、情報交換など

何か新しいまちづくりにつながる場所に“まちづく

りセンター”がなればと思っています。 

合わせて、市民活動に属していない方には体験コ 

ーナーや講習会などにより交流の場、癒しの場、リ

フレッシュに利用して頂きたいと思います。 

 市民活動の情報がぎっしり詰まったセンターの中

で時間を過ごす事が出来れば、皆さんにも市民活動

が身近でわかりやすいものになり、元気なまちにな

るのではと考えます。 

 市民の皆さんに“まちづくりセンター”が出来て

良かったと思っていただける様に、今後も機能や業

務内容を充実させて行きますので、ぜひ一度足を運

んでいただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２   市民活動情報 vol.46 

名  称：滝川市まちづくりセンター 
住  所：〒073-8686 滝川市大町 1丁目 2番 15 号
電話番号：０１２５－２８－８０１２ 
オープン：平成２２年４月１日 
開館時間：８：３０～１７：００ 
休 館 日：土・日・祝日・年末年始 

【なの花畑カフェの講習会】 

【無料体験コーナー】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             市民活動情報 vol.46   ３ 

◆ 公募企画講座 ◆ 

「上手なしゃべり場の進め方」 

 11 月 6 日（土）、「健康生きがいづくりアドバイザーおはこ会」と共

催で講師に（有）ナチュラルハート代表取締役神田裕子さんをお迎えし、

「ホットで楽しいサロンづくりを目指して」をテーマに講演とワークシ

ョップで学びました。 

 参加者からは「否定しないで一旦受け止めるのが大事だと思いまし

た。」「心理的な動きが背景にあることも、よく学べました。」などの感

想がありました。 

「会議を楽しもう！～ファシリテーションってどんな役割？」 

 11 月 14 日（日）、「ＮＰＯファシリテーションきたのわ」と共催で、

会議を促進するためのファシリテーションの手法を実践しながら学び

ました。   

参加者からは「ファシリテーショングラフィック（ＦＧ）はとてもい

い経験でした。」「会議におけるファシリテーションの重要性を再確認し

て、持ち帰り啓発していきたいと思います。」などの感想がありました。

「これからの札幌圏の公共交通について考えよう」 

 11 月 20 日（土）、「ＮＰＯ法人交通まちづくりコンソーシアムゆう

らん」と共催で、講師に駒澤大学応用地理研究所専門研究員の今井理雄

さんをお迎えし、公共交通を取り巻く環境を考える講座を開催しました。

 参加者からは「他の都市の現状を知ることができて良かった。」「お年

寄りや障がい者にとっては大変な問題であると思いました。」などの感

想がありました。 

◆ 市民活動スキルアップ講座 ◆ 

「結果を出す質問～質問力アップ講座」 

 7 月 11 日（日）、株式会社アイ・エヌ・ジー伝達研究所代表取締役

社長の夏川立也さんをお迎えし、人を動かすことや情報を引き出すため

の「いい質問」について学びました。 

 参加者からは「気持ちが前向きになりました。」「人は無意識の中で生

きている事に少々驚きました。」などの感想がありました。 

「参加協働型社会“新しい公共”のあり方を考える」 

 7 月 31 日（土）、講師にＮＰＯ法人ＮＰＯ研修・情報センター代表

理事の世古一穂さんをお迎えし、真の協働、ＮＰＯとマスメディアとの

協働について講義をいただき、札幌市の加納尚明さんとコミュニティ・

レストランネットワーク北海道代表の伊藤規久子さんから事例報告を

いただきました。 

 参加者からは「公共の哲学など新しい考え方がわかりました。」「目か

らウロコのお話が多く大変良かった。」などの感想がありました。

 

 

 

 

 



 
 

  

 

                                 
 
 
 

 

 

  

 
       
 
 
 
  
 
 
 
    
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

    

   

 

 

   

                         

 ４   市民活動情報 vol.46 

当センターでは、市民活動に関する疑

問・質問に相談員がお答えしています。

「ＮＰＯって何ですか？」、「ボランティア募集の情報を

知りたい」、「助成金に関する情報を得るにはどうしたらい

いの？」、「市民活動団体の運営についてアドバイスを受け

たい」「現在の活動団体をＮＰＯ法人化したい」など市民

活動に関わる相談にお応えします。 

来館または電話、ＦＡＸ、メールなどで、お気軽にご相

談下さい。 

 ・ＴＥＬ：０１１－２６１－４４４０ 

 ・ＦＡＸ：０１１－２５１－６７８９ 

・E-mail：center@do-shiminkatsudo.jp 

 ・ＵＲＬ：http://www.do-shiminkatsudo.jp 

●市民活動スキルアップ講座● 
「ＮＰＯ法人決算相談会」 

 

 「会計の処理の仕方」、「決算や計算書類の作成」、「法人

税、源泉税、消費税の処理や手続き」など、会計や税務の

悩みについて個別に対応します。 

  専門家に気楽にご相談できます（要申込）。 

■日 時：平成２３年２月２５日（金） 

     ・10:00～10:50（２団体） 

     ・11:00～11:50（２団体） 

     ・13:00～13:50（２団体） 

     ・14:00～14:50（２団体） 

     ・15:00～15:50（２団体） 

■場 所：北海道立市民活動促進センター研修コーナー 
■内 容：税理士との個別相談（１団体５０分）    

■定 員：１０団体（先着順） 
     事前にお申込みのうえ、時間帯の調整を行います。

■参加料：無料 
■対象者：ＮＰＯ法人、市民活動団体の会計担当者 
 

◆当センターで開催する講座等の情報です（参加募集中）◆ 

●協働事例研究講座● 

「行政との協働を進めるしくみづくり」 
～行政とＮＰＯとの協働を加速するために～ 

この講座では、行政と市民活動団体やＮＰＯとの協働を

進めるため、協働が進まない理由を確認し、どうすれば協

働が進むか、仕組みづくり等について学びます。 

■日 時：平成２３年１月１３日（木）10:00～16:00 

■場 所：北海道立市民活動促進センター研修コーナー

■内 容：（予定） 

  講師  川北秀人さん 
    （ＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］代表）

  講義 「行政との協働を進めるしくみづくり」 
・協働が進まない理由   
・主管課は標準プロセスをつくり、全庁での 
 促進を促す 
・現場は意義とプロセスを理解し、中期的に取

 り組む 
     ・ＮＰＯは、共有の基盤づくりを進める 
  個人・グループワーク 
      「協働を進めるための具体的な提案を作成する」

  全体ワーク 

     「グループワークの共有」 

■参加料：１,０００円 

■定 員：２０名（先着順） 

■対象者：市民活動実践者、各市町村協働推進担当者等

 掲載情報の詳細や講座参加申込書等につきましては、当

センターのホームページをご参照下さい。今回の掲載情報

以外にも助成金情報や北海道庁からの役立つ情報なども随

時更新中です。ぜひアクセスして下さい。 

 ご不明な点などお気軽にお問い合せください。 

◎ 北海道立市民活動促進センターのホームページ 

  http://www.do-shiminkatsudo.jp/ 

●ＮＰＯ法人設立基礎講座● 

「市民活動の基礎からＮＰＯ法人設立まで

       を一緒に学びませんか？」

■日 時：平成２３年１月２２日（土）13:00～16:00 

■場 所：北海道立市民活動促進センター研修コーナー

■内 容：講義１：「ＮＰＯ法人設立前に知っておきたい

          ＮＰＯの基礎知識」 
         講師 東田秀美さん 
         （ＮＰＯ法人旧小熊邸倶楽部理事長）

     講義２：「ＮＰＯ法人を設立するための要件や

          申請手続きのポイント」 

         講師：二瓶志乃さん 

         （北海道環境生活部くらし安全局 

                道民活動文化振興課）

■参加料：３００円 

■定 員：２０名（先着順） 

■対象者：市民活動団体や関心のある方 

     NPO 法人設立を考えている方 

※ この講座は、２月にも同様の内容で開催を予定しています。

詳しくは、当センターのホームページをご参照下さい。 


