
 北海道内にある市民活動の支援施設を順次紹介します。今回は石狩市で市民活動を

支援している「石狩市市民活動情報センター・ぽぽらーと」について、指定管理者の

「ＮＰＯ法人ひとまちつなぎ石狩」理事長の羽田美智代さんからご紹介いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１ 石狩市市民活動情報センターの設立】 

石狩市市民活動情報センター（愛称・ぽぽらー

と）は、２００８年８月に「協働」をまちづくり

のキーワードとして開設しました。石狩市も高齢

化や少子化のほか、地域での人と人との関係性が

希薄となり、一方では、市民ニーズが多様になる

なか、行政だけでは課題を解決できない状況があ

りました。この課題解決の一つの方法として、市

民や団体との話し合いのもとに当センターの開設

が進められました。「ぽぽらーと」とは、イタリア

語で市民を意味するポポラーレと、市民が集い、

情報が行き交う場所として、石狩市の象徴でもあ

る港（ポート）からできた造語です。 

「石狩市市民活動情報センター・ぽぽらーと」は、

市民活動をサポートし、この拠点を利用しながら、

市民と一緒に考え、様々な活動をつくる場です。

「ＮＰＯ法人ひとまちつなぎ石狩」は指定管理者

として選定され、当法人の事業の柱である市民活

動支援を中心に各種の事業を組み立てています。 

【２ 情報センターの機能】 

 このセンターの機能の一番は、個人や団体から

の活動相談・まちづくりの相談です。また、活動

で必要な印刷機・折り機やコピー機、インターネ

ットの使えるパソコンの設置、プロジェクター、

スクリーン、アンプ・マイク等の備品貸し出しを

おこないます。これらは、格安の価格で利用でき

るのが特徴です。壁面には会員募集や催しなどの

掲示板。打ち合わせコーナーとして、テーブルと

イスを設置。印刷機の利用は、町内会から活動団

体、大学サークルなど幅広く、石狩市民に限らず

利用されています。 

情報発信は、助成金情報や活動のお知らせなど

を掲載する「ぽぽらーと通信」を年６回発行し、

市民の活動に利用できるよう「ホームページ」な

どで情報を掲載してサポートしています。 

講座企画は、講演会やセミナーのほか、マンツ

ーマンで対応する３０分５００円の「パソコン・

ワンコインレッスン」があります。また、定期的

に開く「まちづくりラウンドテーブル」では、テ

ーマを決めて（昨

年は《つながる》）

開催し、地域の人

達とひざを交えて

の話し合いの場と

なっています。 

道内の市民活動支援センターを紹介します。 

   「石狩市市民活動情報センター・ぽぽらーと」 

 

 北海道立市民活動促進センターは、営利を目的としない、地域の様々な課題を自ら解決しょうとする道内の市民活動を応援しています。    
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「まちづくりラウンドテーブル」の様子  



「石狩市市民活動情報センター・ぽぽらーと」 
 

               

 

【３ 付加価値サービス】 

このセンターは以前、石狩市民図書館の分館だ

った場所で、所在地の花川北は高齢化地区になり、

分館の閉館は市民には痛手でした。これらを踏ま

え、市民の継続した利便性をはかるためにも、指

定管理者として石狩市に図書コーナーの設置を提

案し、協働事業として実現したものです。 

現在は当法人の自主事業として、石狩市民図書

館から約７０００冊の本を借り受け、貸し出し・

返却・取り寄せ等の図書サービスを市民に行って

います。登録者は約１３００人。これらのほか、

図書事業では朗読会や講座、また、毎年３月に「ブ

ックマーチ（古本市）」を開催。市民から集めた本

を格安の価格で販売し、その収益で「本」を購入

し、石狩市民図書館や学校図書館に寄付してきま

した。また、売れ残って換金できそうな本を、ア

ジアの教育支援をおこなっているＮＰＯへとつな

ぎ、その仕組

みに寄付する

など、ボラン

ティアを動員

しながら市民

参加型の事業

を展開してい

ます。 

 

【４ 協働の広がり】 

センターのまちづくり相談の中で、高齢化や出

入りの多い公団住宅地区で毎月一回の交流を始め

た団体があり、行政や社協の関係者に相談内容な

どをつないでいきました。この団体を立ち上げた

３人の女性たちは、ひとりは７０代、６０代の２

人はヘルパーとして、高齢者介護をしている方々

でした。介護を受ける前の環境が大事で、隣近所

の良い関係が高齢者の暮らしを助けると立ち上げ

ました。シニア世代の３人ですが、いきいきと活

動しています。今まで主体で活動できるとは思わ

なかった人たちが、チラシを作るために、センタ

ーの「パソコン・ワンコインレッスン」を受けに

来てくれました。課題が生じた時には、その都度 

 

 

 

相談に応じ、

サポートを

続けていま

す。 

また、今

年はＮＰＯ

団体支援に

力を入れ、

各ＮＰＯ団体が互いを身近に感じられ、ネットワ

ークとして活用できるよう、ホームページにＮＰ

Ｏ所在マップをアップしました。さらに、今年４

月にＮＰＯ法の改正で、関係団体を集めて改正の

学習をしたり、相談に応じたりなど、細やかな対

応をおこなっています。 

 

【５ 利用の拡大を目指す】 

さまざまな活動のサポートとして、団体の活動

冊子を作るサポートをして欲しいなど、スタッフ

が新たな挑戦をすることも増えています。毎朝１

０時に開館しますが、毎日足を運ぶ人もおり、打

ち合わせコーナーにコーヒーの香り、地元の障害

者の授産施設などのパンやお菓子などを食べなが

ら、和やかに歓談したり、新聞や本を読む人など

様々です。販売のコーナーは人気があり、石狩産

の野菜や果物は、季節を感じると好評です。来館

する人から、地域の特産の内容もよく聞かれます。       

地域を知り、自分のできることに参加する、そ

してみんなで考える、たくさんの情報やきっかけ

が、この市民活動情報センターにはあります。利

用者の方々が有効活用して貰える施設であるよう

に、運営していきます。 
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名  称：石狩市市民活動情報センター・ぽぽらーと 

指定管理者：ＮＰＯ法人ひとまちつなぎ石狩 

住  所：〒061-3213 

石狩市花川北３条２丁目 

花川北コミュニティセンター内 

電話番号：0133－77－7070 

Ｆ Ａ Ｘ：0133－77－7071 

開館時間：10:00～18:00 

          図書コーナーは、17:00 まで 

                               ※日曜日 16:00 まで 

休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日） 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://popolart.net/ 

ミーティングコーナー 

 

図書・読書コーナー 
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●一般財団法人セブン-イレブン記念財団● 

「2013 年度公募助成」 

  セブン－イレブン店頭でお客様よりお寄せいただいた

募金をもとに“環境”をテーマに活動している市民団体を

支援する制度です。 

■公募助成の種類 

  ・地球温暖化対策助成 

   （１団体あたり上限 150 万円・原則３年間継続） 

  ・活動助成 

   （上限なし：総額 5000 万円・１年間） 

  ・自立事業助成 

   （１団体あたり上限 440 万円・原則３年間継続） 

  ・広域連携促進助成 

   （１団体あたり上限 200 万円・原則２年間継続） 

 ・清掃助成 

（１団体あたり上限 20 万円・総額 500 万円） 

 ・植花助成 

（１団体あたり上限 30 万円・総額 2,700 万円） 

■応募期限：２０１３年１月３１日（木） 

■応 募 先：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

       TEL：03-6238-3872 

       FAX：03-3261-2513 

※ 詳しくは、次のホームページをご参照下さい。 

  http://www.7midori.org 

 

 

●公益財団法人キリン福祉財団● 

「平成２５年度キリン・子育て公募助成」 

「地域における子育てに関わるボランティア活動」をテ

ーマに“地域” “子育て” “ボランティア”をキーワー

ドとして、地域における、子どもに関わる幅広い活動に対

して助成します。 

■助成対象活動 

地域における子育てに関わるボランティア活動。 

「地域」「子育て」「ボランティア」の３つのキーワー 

ドに合致するもの 

■助成対象団体 

民間団体で４名以上のメンバーが活動する団体･グル

ープであればＮＰＯ等の法人格の有無、および活動年

数は問いません 

■助成金額 

１件当たりの上限額 ３０万円（総額３,５００万円） 

■応募期限：２０１２年１１月１１日（日） 

■応 募 先：公益財団法人キリン福祉財団 

       TEL：03-5540-3522 

       FAX：03-5540-3525 

※ 詳しくは、次のホームページをご参照下さい。 

http://www.kirin.co.jp/foundation/ 

● 

◆ 助成金情報 ◆ 

●花王／財団法人都市緑化機構● 

「花王・みんなの森づくり活動助成」 

「花王・みんなの森づくり」は、次の世代により良い

環境を引き継ぐことを目的に、市民による緑を守り、育

てる活動を応援するものです。 

■助成対象活動 

身近な場所での市民による「森づくり活動」と「環境

教育活動」の２つの分野で地域社会に寄与するもの。 

・「森づくり活動」：植樹や樹木の管理、里山や雑木林 

などでの保全と復元活動など 

・「環境教育活動」：子どもたちを対象とした植樹や植 

花体験活動、里山や雑木林などでの間伐や下草刈り 

などの保全体験活動など、子どもたちが環境を大切 

に考える心を育む活動 

■助成対象金額・団体数 

１団体あたりの助成金は、50 万円（１年目）を上限

とし、15～20 団体程度の助成を予定 

■応募期限：２０１２年１０月３１日（水） 

■応 募 先：財団法人都市緑化機構 

      「花王・みんなの森づくり活動助成」事務局 

            TEL：03-5256-7161 

      FAX：03-5256-7164 

 

※ 詳しくは、次のホームページをご参照下さい。   

http://www.urbangreen.or.jp/ 

 ●公益財団法人損保ジャパン環境財団● 

「環境保全プロジェクト助成」 

  環境問題に取組むＣＳＯ（市民社会組織）の環境保全プ

ロジェクトが、より充実したものとなるよう資金助成を行

います。 

■対象プロジェクト 

次の３つの条件を満たすプロジェクトが対象  

・ 原則として国内において、「自然保護」「環境教育」 

「リサイクル」等の分野で、実践的活動を行うもの 

・ 2012 年度中に開始される予定のもの 

・ 継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果 

が公益のために貢献するもの 

■対象団体：次の２つの条件を満たす団体  

・ ＮＰＯ法人もしくは任意団体として、環境保全活動の

実績が 2 年以上（2012 年 12 月末時点）  

・ 助成の対象となったプロジェクトの実施状況及び収支

報告について適正に報告できること 

■助成金額  

1プロジェクトにつき20万円を限度（総額200万円） 

■応募期限：２０１２年１０月３１日（水） 

■応 募 先：公益財団法人損保ジャパン環境財団 

       TEL：03-3349-4614 

       FAX：03-3348-8140 

※ 詳しくは、次のホームページをご参照下さい。 

 http://www.sjef.org/project/index.html 
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◆講座の受講者募集等のご案内◆ 

●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２４年１２月８日（土）14:00～17:00 

     平成２５年 ３月７日（木）18:00～21:00 

◎各日程同一の内容です。ご都合の合う日程で 

お申し込み下さい。 

■場 所：「かでる２・７」 1040 会議室 

     （札幌市中央区北 2 条西７丁目） 

■内 容：講義 「ＮＰＯの基礎知識とＮＰＯ法人設立に 

        必要な要件や申請手続のポイント」 

      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（資料代） 

■定 員：３０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 

■主 催：北海道立市民活動促進センター 

 

 

今回の掲載情報以外の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/ 

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答えします。 

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 

●公募企画講座● 

「スポーツに「おさがり」を活用できないか」 

近年スポーツを取り巻く環境は厳しいものがあります。

とくに、長年にわたる不況から冬季スポーツのような道具

や用具に費用がかかるスポーツは敬遠される傾向にあり

ます。ついには、スキー場などにおいては営業を休止して

しまうところも現れました。 

そこで、道内のスポーツの発展のため、物置などで眠っ

ているスポーツの道具や用具の「おさがり」について考え

ます。 

■日 時：平成２４年１０月２８日（日）13:30～1５:00 

■場 所：「かでる２・７」 ５１０会議室 

     （札幌市中央区北２条西７丁目） 

■内 容 

実例報告「さっぽろっこスキーリサイクル」 

 パネルディスカッション 

「冬季スポーツ」における『おさがり』の可能性 

パネリスト：鈴木 靖さん 

（北海道オリンピアンズ代表） 

原田 廣記さん 

（藻岩レルヒ会 会長） 

森脇 俊文さん 

（北海道スノースポーツミーティング 

実行委員会委員長） 

橋本 雅江さん 

（ジャパンレンタル(株)代表取締役） 

■参加料：５００円 

■定 員：３０名（先着順とします） 

■主 催：北海道立市民活動促進センター 

■共 催：ＮＰＯ法人スポーツコンシェルジュ 

◆当センターのホームページをご覧下さい。 
新たに以下の情報を提供しています。 

 

①  道内のＮＰＯ法人の基本情報や定款、事業報

告書、財産目録、貸借対象表、活動計算書／収

支計算書などの情報が当サイトで閲覧（PDF フ

ァイル）できるようになりました。 

 サイト内の「北海道市民活動団体情報提供システム」

をクリックし、市民活動団体検索の「活動分野検索」も

しくは「地域別検索」をクリックすることで道内の NPO

法人の情報を検索・閲覧できます。 

 

②  交流推進コーナー・印刷機の予約状況（空き 

状況）が閲覧できるようになりました。 

サイト内の施設利用情報の「交流推進コーナー・印刷

機予約状況照会」をクリックし、閲覧したい日付に合わ

せ「表示」をクリックして下さい。 

なお、予約は電話でお申し込みください。 

※ 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。 

 


