
 北海道内にある市民活動の支援施設を順次紹介いたします。今回は千歳市で支

援している「千歳市民活動交流センター・ミナクール」について、運営団体の一般社

団法人ちとせタウンネットの竹田剛憲さんからご紹介いただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

「千歳市民活動交流センター・ミナクール」 

 千歳市民活動交流センター「ミナクール」は、

平成１８年８月に市民が気軽に集える「場」をつく

るため、公設公営の施設としてオープンしました。 

以来、文化・スポーツ・ボランティアなど、市民

活動を行っている個人や団体のサポートをはじめ、

これから活動しようとしている皆さんとの相互交

流や事務作業などのお手伝いをしております。 

 平成２０年４月より、千歳市が推進している市

民協働事業の一環として、ミナクールの運営を市

民活動団体に委ねることとなり、ちとせタウンネ

ットを含めた二団体により「ミナクール運営協議

会」を立ち上げ、その役割を担っておりました。   

 さらに平成２２年 4月より一般社団法人となっ

た、ちとせタウンネットが単独で運営にあたって

おります。運営団体が、利用者と同じ立場の市民

活動団体であり、お互いに同じ目線に立つという

ことを大切にすることで、これからも私たちは市

民に愛されるミナクールになるよう努めてまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ミナクールの活動」 

主な活動としては市民活動支援・広報・自主事

業の３つがあります。 

市民活動支援は、会議や打ち合わせ場所の提供、

印刷・製本・資料作成の支援、市民活動団体の情

報提供を行っております。 
広報は、ホームページや広報紙「ミナクール通

信」の発行による情報発信を実施しています。 

自主事業は、「ミナクールサロン」や「市民活動

交流フェスティバル ミナクールまつり」を開催

しております。 

これらの事業のほか、市民活動に関する相談に

随時対応しております。 

「会議の場所として」 

市民活動団体が会議に使えるスペースとして、

打合わせコーナー１・２と談話室兼児童室（和

室）・交流コーナーがあります。 

打合わせコーナー１は、１２台の長机が並べら

れているオープンスペースで、普段は２５人程度

まで利用できます。テーブルの配置を変えること

によって、２つの団体に使っていただくことや、

より大人数の会議に対応できます。 

打合わせコーナー２は、９台の長机が並べられ

ている部屋で、２０人程度の利用ができます。ま

た、この部屋には、大きな木製の棚が据えつけら

れていて、そこには市民活動団体の備品置き場と

して活用していただいています。 

 談話室兼児童室は、１２畳程の広さがある和室 

で、１５人程度まで利用できます。また、子ども 

が遊べる道具もあるため、子どもをみながら市民 

活動を行えます。       （次頁へ続く） 

    道内の市民活動支援センターを紹介します。 

   「千歳市民活動交流センター・ミナクール」

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。

市民活動情報 ｖol．48  2011．6

発行 北海道立市民活動促進センター 

［財団法人北海道地域活動振興協会］ 

〒060-0003 

札幌市中央区北 3 条西 7 丁目 

道庁別館西棟１階 
TEL.011-261-4440 FAX.011-251-6789 

E-mail:center@do-shiminkatsudo.jp 

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

特 集 

千歳市民ギャラリー内にミナクールがあります。 



「千歳市民活動交流センター・ミナクール」 

 
 

 

               

 

 

交流コーナーは、８つの丸テーブルがあるオー

プンスペースで、主に市民が談話を楽しんだり、

簡単な打ち合わせをしたりする場として利用して

いただいています。 
 これらのスペースの使用は無料となっています。 

「作業の場として」 

市民活動を支援するための様々な設備がありま

す。印刷をするための設備としては、印刷機（印

刷用紙は持込み）・コピー機・スキャナー付きプリ

ンター・Ａ１サイズの横断幕が印刷できる大型プ

リンターを用意しております。印刷関係の機械は、

市民活動の支援のため、他よりも気軽に利用して

いただいけるような料金となっております。それ

以外にも紙折り機・帳合い機・電動裁断機・ラミ

ネーターがあります。こちらは、無料で（ラミネ

ーターはフィルムの持込みをお願いしておりま

す）お使いいただいております。 

「情報収集の場として」 

情報コーナーでは、インターネットの閲覧、ポ

スターや横断幕・文書の作成ができるパソコンが

２台設置されていて、市民がいつでも気軽に使え

るようになっています。 

掲示コーナーには、市民活動団体が行うイベン

トをはじめとして、市内・市外の様々な情報を掲

示しております。 

 受付にご連絡いただければ、市民のみなさまが

自分の趣味を探したり、新しく活動を始めたりす

るときに、千歳にある市民活動団体の情報などを

提供しております。この他にも、探している情報

が見つからなければ、スタッフが一緒に探すお手

伝いをさせていただきますので、気軽に声をかけ

てください。 

「ミナクール通信とホームページ」 

市民活動の情報発信として「ミナクール通信」

を年４回発行、ホームページでの情報発信をして

おります。 

ミナクール通信では、千歳の市民活動団体の紹

介やイベント情報の発信、ミナクールの近況など

を掲載しております。 

 ミナクールのホームページでは、ミナクールの

紹介の他にも、千歳市や近郊のイベント情報を随

時更新しております。また、千歳の市民活動団体

へのリンクページもあり、より充実した情報を発

信できるようにしていきます。 

 

 

 

 

「ミナクールサロン」 

ミナクールサロンは、市民の生涯学習や交流の

場として開催される「憩いの場」です。今まで開

催したサロンでは、ちりめんという和布を使って 

おひな様をつくったり、伝統的な日本の芸能を紹

介したりと、多種多様なサロンを開催しています。

このサロンは、そのどれもが市民活動団体と協力

して行っております。 
「サロン」と称したイベントは去年から始まった

ばかりですが、毎回多くのお申し込みをいただいて

おり、いつもにぎわう楽しいものとなっています。 

「市民活動交流フェスティバル 

ミナクールまつり」 

  千歳の市民活動団体と市民の交流の機会として、

年に１回「市民活動交流フェスティバル ミナク

ールまつり」を開催しています。まつりは千歳の

市民活動団体と協力して開催しており、ミナクー

ルを目一杯使って千歳の様々な市民活動団体によ

るステージや展示が行われます。この日は近隣の

福祉施設によるパンなどの販売もあります。今年

で３回目となり、２００人強の市民に来場してい

ただきました。このまつりの中で、あたらしい「つ

ながり」が生まれ、それが市民活動の芽となるこ

ともあります。 
  ミナクールには様々なモノがあり、それ以上に

まちのことをよく考えている人が集まる場所です。

私たちミナクールのスタッフはそんな情熱に応え

られるよう、これからもみなさまとともにまちづ

くりを進めていきたいと考えております。 
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ミナクールまつりで千歳音頭を踊っています。 

名  称：千歳市民活動交流センターミナクール
住  所：〒066-0062 千歳市千代田町 5丁目 7-1
                千歳市民ギャラリー4階
電話番号：０１２３－２４－０８４７ 
開館時間：午前９時～午後９時 
休 館 日：毎週月曜・最終金曜・年末年始 
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●市民活動ミニフェア● 
「市民活動パネル展」 

７月１５日（金）の「カルチャーナイト」にあわせて、

道内で活動している市民活動団体を紹介するパネル展（7

月１４日～１５日）を開催します。 

福祉や環境、国際交流、まちづくりなどさまざまな分野

で活躍している市民活動団体の活動パネルを是非ご覧下

さい。 

■日 時：平成２３年７月１４日（木）13:00～21:00

     平成２３年７月１５日（金）   9:00～21:00

■場 所：北海道立市民活動促進センター研修コーナー 
■入場料：無料（申込みは不要です） 
 
◎ パネル展の参加（出展）団体募集中です。 

規格：１団体１枚、A2 版縦（594 ㎜×420 ㎜）

内容：団体名、活動内容、連絡先、その他 PR など。

     出展希望の団体は、事前に申込書でお申し込

     み（先着８０団体）の上、７月８日（金） 

までに、作成したポスターを送付下さい。 

◎ 期間中、団体のＰＲチラシ・リーフレットも設置でき

 ます。 

◆当センターで開催する講座の受講者募集中◆ 

●市民活動スキルアップ講座● 

「“新しい公共”を進めるための 

      コーディネーターの役割」

この講座は、真の協働を進めるためには、各セクターや

参加者の思いを形にしていくコーディネーターが必要と

考え、コーディネーターに必要な「参加と協働」のデザイ

ンについて学びます。 

■日 時：平成２３年７月９日（土）10:00～12:00 

■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「協働コーディネーターの果たす役割」

     講師 世古 一穂さん 

      （ＮＰＯ法人ＮＰＯ研修・情報センター代表理事）

■参加料：1,000 円（下記（当日午後）の協働事例研究

     講座「コミュニティ・レストランを通して協働

     を考える」にも参加する方は、２講座分で 

     1,500 円となります） 

■定 員：３０名（先着順とします） 

■対象者：市民活動実践者、市民活動関係者、 

     市町村自治体職員等 

 

 

●協働事例研究講座● 

「コミュニティ・レストランを通して 
            協働を考える」 

この講座は、全国・道内のコミュニティ・レストラン実

践事例を通し「協働」について学ぶとともに、コミュニテ

ィ・レストランの運営に不可欠なコーディネーターの役割

について学びます。 

■日 時：平成２３年７月９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 「広がるコミュニティ・レストラン」 

      講師 世古 一穂さん 

       （ＮＰＯ法人ＮＰＯ研修・情報センター代表理事）

     事例発表 

      「北海道内で広がるコミュニティ・レストラン」

      発表者 伊藤 規久子さん  

        （コミレスネットワーク北海道代表） 

     ワークショップ 

      コミュニティ・レストランを実践する上で

      の課題抽出とその解決策を探る 

■参加料：1,000 円（上記（当日午前）のスキルアップ

     講座「“新しい公共”を進めるためのコーディ

     ネーターの役割」にも参加する方は、２講座分

     で 1,500 円となります） 

■定 員：３０名（先着順とします） 

■対象者：コミュニティ・レストラン実践者 
     コミュニティ・レストランに関心のある方 
     市民活動実践者及び関係者 

●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」

 コミュニティづくりやボランティア活動、ＮＰＯなどの

市民活動に関心のある方やＮＰＯ法人設立を考えている

方などを対象に「ＮＰＯ法人設立基礎講座」を開催します。

 本講座は、市民活動の基本的な知識からＮＰＯ法人設立

に必要な手続きや申請書類等について学びます。 

■日 時：平成２３年８月２日（火）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 「ＮＰＯの基礎知識とＮＰＯ法人を 
         設立するための要件や申請手続」 

      講師 東田秀美さん 

        （ＮＰＯ法人旧小熊邸倶楽部理事長）

■参加料：300 円 

■定 員：２０名（先着順とします） 

■対象者：市民活動に関心のある方 
     市民活動実践者 
     ＮＰＯ法人設立を考えている方 
 

※ 各講座の申込書等くわしくは、当センターのホーム 

 ページをご参照ください。 
   http://www.do-shiminkatsudo.jp 
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◆ センターからのご案内 ◆ 

 当センターと共催で開く講座や 
パネル展等の企画を募集しています！ 
（採択された団体と共催で開催し、センターが開催経費の

一部を負担します） 

【公募企画講座】 

  市民活動の基礎知識の修得や地域が抱えている課題、応

募団体が取り組んでいる活動などをテーマにした市民参

加型講座の企画を募集します。 
■募 集 数：道内で活動する市民活動団体５団体 
■開催経費：採用した団体には開催経費として５万円以

      内を当センターが負担します。 
■内  容：参加人数は 10 名以上で３時間程度の講座

     （講演、パネルディスカッション、ワークショ

      ップなど）とします。 
■開催場所：                    

８月まで「北海道立市民活動促進センター研修コーナー」

９月以降「かでる２・７会議室」       
■開 催 日：事業採択通知後から平成２４年３月までに開催

■応募締切：平成２３年７月８日（金）必着 

【市民活動ミニフェア】 

  みなさんが日頃取り組んでいる市民活動をテーマにし

た「パネル展」や「展示会」「展示会＆講演会」などの企

画を募集します。 
■募 集 数：道内で活動する市民活動団体３団体 
■開催経費：採用した団体には開催経費として７万円以

      内を当センターが負担します。 

■内  容：開催期間は３日間程度とし、パネル展、展示

      会、展示会＆講演会などの形式とします。

      開催期間内は説明員等を配置してください。

■開催場所：  

８月まで「北海道立市民活動促進センター研修コーナー」

９月以降「かでる２・７」 

■開 催 日：事業採択通知後から平成２４年３月までに開催

■応募締切：平成２３年７月８日（金）必着 

 

※ 申請書類等くわしくは、ホームページをご参照下さい。

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

 掲載情報の詳細等につきましては、当センターのホーム

ページをご参照下さい。 

 また、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。 

◎ 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/ 

北海道立市民活動促進センター 
移転のお知らせ 

 当センターは、平成２３年９月７日（水）から道民活

動センター「かでる２・７」の８階に移転することにな

りました。 
 現在の場所（道庁別館西棟）でのご利用は平成２３年

８月３１日（水）までとなります。 
【利用申込み（事前予約）について】 
・交流スペース（Ａ～Ｅ）の９月（７日～３０日）の 

予約については、７月１日（金）から受付開始です。 
【利用終了について】 
・移転に伴い研修コーナー及び印刷機・断裁機・丁合機・

 紙折り機等の利用サービスは終了となります。 
・現在の作業コーナー（印刷機等）は８月３１日（水）

 まで、研修コーナーは８月１４日（日）までのご利用 
 で終了となりますので、ご了承願います。 
 ※ 電話・FAX 番号、ホームページアドレス、E-mail の変更

  はありません。 

 

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 


