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この事例編を読む前に 
 

この協働５０事例編で紹介されている事例は、道(構造改革推進課)が行った「市民

と行政の協働に関する取組状況実態調査」をベースに道(構造改革推進課)とＮＰＯ推

進北海道会議が協働で調査したものです。 

 ここでは５０の事例を紹介しましたが、北海道における協働の取組は、この事例集

で紹介されるもののみではありません。この他にも様々な事例が次々と報告されてい

ます。 

協働５０事例編の特徴は、一目で事業実施主体（行政側とＮＰＯ側）がわかり、連

絡先も掲載している点です。今後、協働事業等の参考にしていただければ幸いです。 

 

 

  

この事例集の読み方 

・ （特活） は特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の略です。 

・ ［ ］の中の数字 は事例番号を表わしています。 

・ 目次におけるページ番号は、この事例編の中での番号です。 
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事業名 
１．アイスキャンドル普及事業 

「アイスキャンドル冬物語ｉｎ琴似」 

〔概要〕 

厳しい冬の寒さの中で雪と親しみながら、琴似地区の街並の景観アップと地域住民

の交流促進を目指そうと、商店街や琴似連合町内会が中心となって行われている。「ア

イスキャンドル」とは氷で作った器の中にろうそくを立てたもので、歩道など人目に

付きやすい場所に飾りその明かりを楽しむ催しである。アイスキャンドル実行委員会

が主催しており、琴似小学校の子ども達も参加している。冬の活性化を目指して、新

しいイベントを模索中である。 

http://www.kotoni-works.co.jp/candle/candle.shtml 

行政 

札幌市 

担当部署名：西区市民部 

地域振興課地域活動係 

電話番号：011-641-2400 

ＮＰＯ 

アイスキャンドル実行委員会 

札幌市西区琴似１条１丁目２－１７ 

電話番号：011-631-6546 

 

事業名 
２．阿寒町花いっぱい運動 

（ボランティア・サポート・プログラム） 

〔概要〕 

この事業は地域住民や企業などが、市町村や道路管理者と協力して道路・歩道の清

掃や緑化などの活動を行い、道づくりを進めるボランティア・サポート・プログラム

によって行われている。平成 14 年より活動の愛称は「なかよし花街道」としている。 

一般国道 240 号の阿寒郡阿寒町旭町から北町までの国道沿線植樹帯(両側計

5,400m、植樹桝約 230 箇所) に阿寒市街 7 町内会（会員数約 1,300 名）がボラン

ティアでマリーゴールドとサルビアの苗を植え、草取りなどの世話をしながら、秋に

は花壇の後片づけを行った。国道を管理している釧路開発建設部では苗や肥料を提供

し、阿寒町からは苗や処理費が無料になるゴミ袋を提供するなど、ＮＰＯの自主性を

尊重して３者で連携をとり進めている。この事業により活動に積極的に参加する町民

が増加した。 

http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/road/vsp.html 

行政 

１．国土交通省北海道開発局釧路開発建設部 

担当部署名：道路第二課 

電話番号：0154-24-7000 

２．阿寒町 

担当部署名：企画財政課まちづくり推進担当 

電話番号：0154-66-2121 

NPO 

阿寒町花いっぱい運動推進委員会 

阿寒町中央 1-5-1 

電話番号：0154-66-3663 
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事業名 
３．有珠山ガイド事業 

（噴火被災者による噴火遺跡や被災体験の解説） 

〔概要〕 

有珠山噴火後、ＮＰＯが主体となり、火山観光都市への再生に向けて、ホテル従業

員や土産屋従業員、地元住民が中心となり、噴火体験を観光客へ伝える活動を開始し

た。有珠山の噴火の跡は、学習教材として活かすため一部はそのままの状態で残され

ている。このため修学旅行生や多くの観光客が訪れるようになり、噴火を体験した現

地の人々は、有珠山の火山活動やその噴火体験を伝えるために、ガイドボランティア

として活躍している。１年以上にわたり事業協力の関係が続いている。 

http://www3.tky.3web.ne.jp/̃ezopland/setumei.htm 

 

 

 

行政 

虻田町 

担当部署名：観光振興課 

電話番号：0142-75-4400 

 

ＮＰＯ 

有珠山ガイドの会 

電話番号：0142-76-2454 

 

 

事業名 ４．ＮＰＯ起業科 

〔概要〕 

ＮＰＯの起業や会計・経理マネジメントを学ぶ講座であり、起業創出や就業のため

のカリキュラム作成などを含め、委託業務としてＮＰＯ法人が実施した。全国初の試

みでモデル事業がない中で、ＮＰＯの持つノウハウやネットワークなどを活かし、試

行錯誤を重ねながら実施された。 

 

 

 

行政 

雇用能力開発機構北海道センター 

電話番号：011-261-5306 

http://www.ehdo.go.jp/hokkaido/ 

 

 

ＮＰＯ 

（特活）北海道ＮＰＯサポートセンター 

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 

クワガタビル 2 階 

電話番号：011-204-6523 

http://www.infosnow.ne.jp/̃npo/ 

mainindex.htm 
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事業名 ５．ＮＰＯバンクへの支援事業 

〔概要〕 

ＮＰＯバンクは、様々な地域課題の解決や、地域資源の活用などに積極的に取り組

むＮＰＯ等に融資する金融システムの総称である。サポーター（市民・企業・行政・

ＮＰＯ）からの出資を受けるＮＰＯバンク事業組合と、ＮＰＯに融資するＮＰＯ法人

（特定非営利活動法人）北海道ＮＰＯバンクにより構成され、出資金を融資原資として、

会員であるＮＰＯ法人やワーカーズ・コレクティブなどに低利で融資を行っている。

ＮＰＯを発展させるという目的がＮＰＯと行政で一致したことにより事業協力として

進めている。 

 

 

行政 

北海道 

担当部署：環境生活部生活文化青少年室 

生活振興課 

ＮＰＯ地域活動係 

電話番号：011-231-4111 

ＮＰＯ 

（特活）北海道ＮＰＯバンク 

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 

クワガタビル 2 階 

電話番号：011-204-6523 

http://npo-hokkaido.org/bank_hp/ 

 

事業名 ６．小樽雪あかりの路 

〔概要〕 

平成 11 年２月より毎年実施されている実行委員会方式の市民参加型イベントであ

る。雪とあかりをテーマに"小樽らしさ"が引き立つ、「きらめき」や「感動」を求めた

冬の風物詩の創出として、浮き玉キャンドルやキャンドルロードなどの企画を実施し

ている。観光閑散期における観光客数増加、まちのイメージアップに貢献している。

事業の発端から実施までＮＰＯ主導で、事務局に行政職員が参加している。小樽市の

補助対象事業でもある。 

http://www.otaru.gr.jp/8-ivent/akari4/akari4.html 

 

行政 

小樽市  

担当部署名：経済部観光振興室 

観光事業課 

電話番号：0134-32-4111 

（内線 267） 

ＮＰＯ 

小樽雪あかりの路実行委員会事務局 
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事業名 ７．環境教育事業（上士幌町） 

〔概要〕 

自然がもつ豊かさや価値を伝え、人と自然とのつながりを学習し、大雪山を愛する

多くの人々の輪を広げ、そして自然と共生する暮らしやまちづくりに寄与することを

目的として、地域の人々や大雪山を訪れる多くの人々まで幅広い層を対象に、自然体

験・環境教育・環境保全活動の企画・運営を行っている。上士幌町内の小中学校にお

けるすべての学校に環境に関する総合学習を提供している。３年間という継続的な行

政からの委託業務で、子どもたちの学年が上がるにつれて、環境への理解が高まって

いる。 

 

 

行政 

上士幌町教育委員会 

担当部署名：社会教育課 

電話番号：01564-2-3024 

 

 

ＮＰＯ 

（特活）ひがし大雪自然ガイドセンター 

河東郡上士幌町糠平北区 

電話番号：01564-4-2261 

http://www.netbeet.ne.jp/ s̃hizen/ 

 

事業名 ８．環境教育事業（鹿追町） 

〔概要〕 

然別湖ネイチャーセンターは、有限会社として営業しているが、設立時（平成 2 年）

より然別湖周辺の管理、自然保護活動、町内の小中学生への環境学習等、ボランティ

アで行っている。特に、然別湖畔温泉地区の清掃ボランティアは会社設立時から毎日

（年中無休で）行っている。 

本業では、然別湖を訪れる人達（個人・家族・団体）へ自然体験プログラムを提供

している。また、鹿追町の委託業務（町内観光施設の管理・運営）を長期で受けてお

り、町内イベントや環境教育事業について鹿追町へ企画提案し、実行されてきている。 

 

行政 

鹿追町 

担当部署名：町民政策課政策係   

電話番号：01566-6-2311 

ＮＰＯ 

然別湖ネイチャ－センター（有限会社） 

河東郡鹿追町然別湖畔 

電話番号：01566-9-8181  

http://go.to/shikaribetsu 
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事業名 ９．管内乗馬施設を連携させた観光振興事業 

〔概要〕 

平成 13 年 1 月に、日高管内の乗馬施設が連携し、乗馬施設のネットワーク組織で

ある「ひだか路ホースネットワーク」を設立した。日高の乗馬観光の振興を図るとと

もに、日高の馬文化形成に寄与することを目的とした様々な事業を展開している。 

現在、日高管内を縦断するようなロング・ホーストレッキングコースの策定を目指

して調査をしており、また毎年５月には「北海道開拓の村」で日高の乗馬観光をＰＲ

するイベントを開催している。そのほか、馬産地ならではのニュースポーツ「ホース

シューズ」（馬蹄投げ）の普及にも努めている。 

 

 

 

行政 

日高支庁 

担当部署名：地域政策部地域政策課  

電話番号：01462-2-2211 

（内線 2195） 

 

ＮＰＯ 

ひだか路ホースネットワーク 

沙流郡門別町字福満 128  

日高ケンタッキーファーム内 

電話番号：01456-2-2192 

http://www.hidakaji.gr.jp/ 

 

 

事業名 10．木古内町第５次振興計画の素案づくり 

〔概要〕 

町民参加の行政運営めざして条例を制定し（平成１３年７月１日施行）、住民を構成

員とするまちづくり委員会を行政が主導で公募により設置された。振興計画策定過程

から 1 年以上にわたり町民の視点で目的・方向性を調査審議し、主要な事業の目的・

経過・効果等について総合的に点検評価などを実践した。 

 

 

 

行政 

木古内町 

担当部署名：まちづくり政策室 

企画調整係 

電話番号：01392-2-3131 

 

ＮＰＯ 

公募委員 15 名 
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事業名 11．釧路湿原の自然再生「達古武沼周辺域森林再生事業」 

〔概要〕 

釧路湿原とその集水域において、荒廃と衰退が目立つ自然環境の再生を目指す環境

省との協働の取組である。 

ＮＰＯ法人トラストサルン釧路は任意団体時代の約 13 年前から、ナショナルトラス

ト（国民の寄付によって土地などの取得を進め保全する活動）事業を進めることを通し、

自然環境の保全と再生を進めてきた。今回、国が「自然と共生する社会」のために「新・

生物多様性国家戦略」を閣議決定したことを踏まえ、環境省がその具体的展開として釧

路湿原で自然再生事業を開始したことから、目的を共有する活動として環境省の支援を

受けながら民間団体として主体的な自然再生事業を進めることとなった。 

 

 

行政 

環境省 

担当部署名：東北海道地区自然保護事務所 

施設整備課 

電話番号：0154-32-7500 

 

ＮＰＯ 

（特活）トラストサルン釧路 

釧路市松浦町 16-17 

電話番号：0154-23-1807 

http://homepage3.nifty.com/sarun/ 

 

事業名 12．屈斜路湖岸の露天風呂の管理委託 

〔概要〕 

弟子屈町の特性である温泉を利用した露天風呂は屈斜路湖周辺には数々あり、町で

所有・管理する露天風呂を平成 14 年より利用期間中(6 月～9 月)の維持管理をＮＰＯ

に委託したことで露天風呂の評判も大変よくなり、併せてＮＰＯにとっても事業拡大

につながっている。 

 

 

行政 

弟子屈町   

担当部署名：商工観光課 観光施設係 

電話番号：01548-2-2191 

ＮＰＯ 

（特活）ましゅうの里 

上川郡弟子屈町朝日 1 丁目 3-34 

電話番号：01548-2-1508 

http://www.sip.or.jp/̃npogaido/ 

npo-kawayu/npo-kawayu.htm 
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事業名 13．黒松内ぶなの森自然学校の運営 

〔概要〕 

黒松内町では、国の天然記念物にも指定されている「歌才ブナ北限地帯」をはじめ、

清流朱太川や湿原など、すばらしい自然環境と、酪農をはじめとする産業がある。「黒

松内ぶなの森自然学校」はこれらすべてを学びの場として、自然体験型プログラムの

開発や指導者の養成など、世代を超えた多くの人々に「環境」の大切さを広めること

ができる人づくりを行っている。 

 

 

行政 

黒松内町教育委員会 

担当部署名：文化振興係 

電話番号：0136-72-3160 

 

ＮＰＯ 

黒松内ぶなの森自然学校 

寿都郡黒松内町南作開 76 

電話番号：0136-72-4249 

http://www.d2.dion.ne.jp/̃buna_ns/ 

 

事業名 14．芸術文化鑑賞事業 

〔概要〕 

道の文化振興課が平成 10 年度から行っている「地域創造アトリエ整備事業」の補

助を受けて実現した自主的・自立的な運営と、受益者負担の精神に基づいた総合的地

域文化推進の取組である。「地域創造アトリエ整備事業」は、倉庫や空店舗などを改修

して音楽や芝居の練習、発表の場になるホール（アトリエ）をつくる費用の半分（最

高２千万円）を補助するもので、すでに４施設の整備が終了した。直接の補助対象を

住民による協議会やＮＰＯとしている。しらおい創造空間「蔵」は、発端は行政が主

導だったが町民有志により文化推進ネットワーク協議会が成立し、当時酒蔵だった倉

庫をホールとギャラリーに改修を行い、自主管理運営の中、平成 12 年 11 月 3 日に

オープンした。町より「芸術文化観賞事業」の補助を受け自主事業を実施する他、道

内のアトリエ等との連携のもと各種イベントを実施している。 

 

行政 

白老町教育委員会 

担当部署名：社会教育課社会教育係 

電話番号：0144-85-2020 

 

ＮＰＯ 

（特活）しらおい創造空間 「蔵」 

白老郡白老町本町 1-7-5 

電話番号：0144-85-3101 

http://www2.ocn.ne.jp/̃kura/home.htm 
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事業名 15．高校交換留学生事業・少年少女親善訪問事業 

〔概要〕 

石狩市は、『カナダ・キャンベルリバ－市』、『ロシア・ワニノ市』、『中国・彭州市』

と３つの姉妹都市を持つ国際都市であり、市民も国際交流に高い意識と関心がある。

昭和 58 年からキャンベルリバー市と毎年 2 名の高校生を受入し派遣し、昭和 62 年

からはキャンベルリバー市と隔年で少年少女（３０名程度に引率者 6 名程度）を親善

訪問団[通称 ヤングアンバサダー]として、春休み期間に 9 日間程度相互に派遣してい

る。（西暦で偶数年が石狩派遣） 

事業補助の協働事業で、青少年に対する異文化交流機会の提供と市民レベルの国際

交流活動が活発に行われている。 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/ 

行政 

石狩市 

担当部署名：企画財政部秘書課 

国際交流担当 

電話番号：0133-72-3145 

 

ＮＰＯ 

（特活）石狩国際交流協会 

石狩市花畔 2 条 1 丁目 9-1 

北ガスプラザ２F 

電話番号：0133-64-5931 

http://www8.ocn.ne.jp/̃iia/ 

 

事業名 16．札幌市市民情報センターの運営 

〔概要〕 

平成 14 年 10 月より札幌市市民情報センターの運営の一部を随意契約によりＮＰ

Ｏ法人に委託した。パソコン・インターネットの使い方、例えばインターネットへの

接続、メールのやり取り、会報の作成、ホームページの作成、会計の処理等について

のワークショップを企画・運営している。また、館内利用・ワークショップ参加には

会員登録が必要でこれらの会員管理や無線接続ノートパソコン無料貸し出し等も行っ

ている。１階館内の利用者を有償ボランティアがサポートしている。事業の発端は行

政主導である。 

http://media.city.sapporo.jp/index.html 

 

行政 

札幌市 

担当部署名：企画調整局 

情報化推進部ＩＴ推進課 

電話番号：011-815-5626 

ＮＰＯ 

（特活）インフォメンター 

札幌市厚別区厚別中央 2-5-2-25  

六興ビル 401 号室 

電話番号：011-802-3561 

http://npo-hokkaido.org/infomentor/ 
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事業名 17．産業クラスターによる社会環境整備・地区再生創造事業 

〔概要〕 

クラスター研究会では、地元の白滝黒曜石利用研究会（白滝村企業家で創る会）や

地元紋別市にある道都大学の先生達（小川昭一郎教授ほか）で作る黒曜石研究会と連

携して街おこしを支援している。小川教授らのこれまで積み上げた研究成果やアイデ

アをベースにＮＰＯが主導し、黒曜石を使った商品、遺跡を使った観光開発、白滝村

の地域性を活かした観光、それに伴う食の開発を事業協力により検討している。食の

開発の一部はオホーツク圏地域食品加工技術センターの協力で具体化している。 

 

 

行政 

経済産業省 北海道経済産業局 

担当部署名：地域振興課 

電話番号：011-709-1791 

 

ＮＰＯ 

白滝黒曜石利用研究会 

紋別郡白滝村字白滝 699 夢創館内 

電話番号：01584-8-2248 

 

 

事業名 18．自然体験施設「ところ昆虫の家」管理運営 

〔概要〕 

自然体験施設「ところ昆虫の家」は、故 滝沢始氏が地域の子供たちに自然の中でい

ろいろな体験をさせたいと、廃校になった吉野小学校を利用して自費を投じ一人でコ

ツコツとつくった施設である。現在は、その精神を引き継ぎ地域の有志を主体とする

「虫夢（むーむー）友の会」が運営にあたるとともに、町内初のＮＰＯ法人の認証を

得、青少年を対象に各種自然体験事業を開催するなど、町内はもとより道外、近隣市

よりもリピーターが訪れ、児童・生徒の週末支援の一翼を担っている。会員の奉仕活

動により整備された施設は、年々内容、質を向上させており、廃棄された客車を宿泊

施設として利活用するなど、会員の創意と工夫によって手づくりの温かみのある施設

になっている。 

 

行政 

常呂町 

担当部署名：企画財務課企画係 

電話番号：0152-54-2111 

（内線 227） 

 

ＮＰＯ 

（特活）自然体験村虫夢ところ昆虫の家 

常呂郡常呂町字吉野 137 番地 

電話番号：0152-57-2221 

http://www.tokoro.knc.ne.jp/ 
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事業名 19．市民活動地域交流会の開催 

〔概要〕 

ＮＰＯと行政が協働し、公共性を担う自立した地域社会を創り上げていくために、

市民の自主性を尊重し、信頼に基づくパートナーシップを築きあげたいという、ＮＰ

Ｏ推進北海道会議と北海道政策室構造改革推進課の目的が一致したため、相互理解を

深める交流会を開催した。平成 13 年度は旭川、函館、帯広で、平成 14 年度は北見、

釧路の２箇所で開催した。ＮＰＯと行政がお互いの違いを理解し、活動や考え方を理

解する場となった。支庁や市町村職員への呼びかけ、行政資料作成は行政が担当、Ｎ

ＰＯへの呼びかけ、開催準備運営はＮＰＯが担当した。協働の手法を取り入れ、互い

の得意分野を活かし役割を明確にしながら、交流会を開催した。 

http://www.pref.hokkaido.jp/skikaku/sk-kksis/kyodou/ex/meeting.htm 

行政 

北海道 

担当部署名：総合企画部政策室 

構造改革推進課 

電話番号：011-231-4111 

ＮＰＯ 

（特活）NPO 推進北海道会議 

札幌市中央区南２条西１０丁目 

クワガタビル２階 

電話番号：011-204-6523 

http://npo-hokkaido.org/ 

 

事業名 20．生涯学習のまちづくりフェスティバル 

〔概要〕 

生涯学習を通じてより豊かで充実した人生をすごすとともに、市民の意見をまちづ

くりに反映させることを目的に、「食・環境・情報の安全への挑戦」をテーマにフェス

ティバルを開催した。 

主催   北見市生涯学習まちづくりフェスティバル 

構成団体 オホーツク・大学間交流協議会、北見市教育委員会、北見市、 

北見商工会議所、オホーツク地域自治研究所、北見ＮＰＯサポートセンター、 

環境保全型農業を推進する会 

ＮＰＯ 

１．オホーツク地域自治研究所 

http://members.tripod.co.jp/okhotsk_lab/index.html 

２．環境保全型農業を推進する会 

常呂郡置戸町字境野３５４番地の３ 

行政 

北見市教育委員会 

担当部署名： 

社会教育部生涯学習課 

電話番号： 

0157-25-1172 

 

 

３．（特活）北見ＮＰＯサポートセンター 

北見市北４条西３丁目３番地タニイビル１F 

電話番号：0157-22-2055 
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事業名 21．障害者乗馬普及啓発事業 

〔概要〕 

住民主導でボランティア活動を企画立案し、全町民に参加を呼びかける福祉やまち

づくりの新しい動きである。日高が発信拠点となり、障害者乗馬を日高管内だけでは

なく、道内や国内に広く普及させることにより、馬という資源を活用した「馬と福祉」

に関する文化の形成を図ることを目的としている。乗馬療育ボランティアフォーラム

の共催などを実施したことにより、障害を持った人が乗馬を経験するというまだまだ

知られていない活動を多くの人たちに知ってもらえたことも大きな成果である。 

 

 

 

行政 

日高支庁 

担当部署名：総務部社会福祉課 

電話番号：01462-2-2211 

（内線 2297） 

 

 

ＮＰＯ 

乗馬ボランティアクラブ クローバー 

浦河町西幌別 210 の 6 

電話番号：01462-8-1150 

http://homepage3.nifty.com/ 

connemara/index.html 

 

事業名 22．障害者対象のＩＴ講習会 

〔概要〕 

平成 13 年 6 月から札幌市主催の障害者を対象としたＩＴ講習会へ講師の派遣を行

っている。講習はパソコンの基礎、文字入力、インターネット、メールという内容で

進めている。 

 

 

 

 

行政 

札幌市 

担当部署名：保健福祉局保健福祉部 

障害福祉課 

電話番号：011- 211-2936 

 

ＮＰＯ 

（特活）札幌チャレンジド 

電話番号：011-261-0074 

http://www.npohokkaido.jp/challenged/ 
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事業名 23．尻別川のルールづくり、森づくり事業 

〔概要〕 

ここ数年、尻別川には大勢の人が訪れるようになり、いろいろなトラブルも聞かれ

るようになったため、尻別川を中心とした流域文化と流域自治の創造、尻別川の流域

社会の健全な確立を目指して、川と付き合うときに守るべきルールを作ってはどうか

という意見がＮＰＯから出た。流域自治を目指すＮＰＯ法人である、しりべつリバー

ネットとニセコ町の協働（実行委員会方式）により平成 10 年度から川利用のルール

作り、イベントの共催、政策提言、調査研究、情報提供・収集などの事業に取り組ん

でいる。 

尻別川ルール作り事業：http://www.river-net.gr.jp/katudou/rule/rule.htm 

    森づくり事業：http://www.river-net.gr.jp/katudou/mori/mori.htm 

 

行政 

ニセコ町 

担当部署名：企画環境課企画調整係 

電話番号：0136-44-2121 

 

ＮＰＯ 

（特活）しりべつリバーネット 

虻田郡ニセコ町字曽我 138 

ニセコアウトドアセンター内 

電話番号：0136-44-1133 

http://www.river-net.gr.jp/ 

 

 

事業名 24．地域通貨「クリン」の普及推進 

〔概要〕 

地域におけるコミュニティの促進や相互扶助の精神を活性化するための一方策とし

て、栗山町における地域通貨「クリン」の本格運用時の課題や問題、さらに効果など

研究することを目的とし、研究会例会の実施、コーディネータの育成、商店街との連

携強化、実践、試行調査、啓発そして普及活動を事業協力で行っている。発端から実

施までＮＰＯと行政との協働により進めており、行政としては金銭的人的援助、情報

提供及び活動の場の提供などを行っている。 

 

行政 

栗山町 

担当部署名：総務部情報推進課 

情報推進係 

電話番号：01237-2-1111 

 

ＮＰＯ 

くりやまコミュニティネットワーク 

夕張郡栗山町中央 3 丁目 324-1 

電話番号：01237-2-7722 

http://www.mskk.gr.jp/ecomoney/ 
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事業名 25．地域通貨導入支援事業（地域通貨ふれ愛デー2002in 旭川） 

〔概要〕 

地域の温かい支え合いを取り戻すため、元気のでる街にするための「地域通貨」の

疑似体験をするイベントの共催である。セミナー形式の説明会は多いが、市民が実際

に触れながら仕組みを理解するイベント形式の試みはこれまで北海道ではほとんど例

がなく、また旭川で地域通貨に関する具体的な試みが行われるのは初めてであった。

発端は行政からで平成 14 年 2 月 10 日に実施された。 

 

 

 

行政 

北海道 

担当部署名：上川支庁地域政策部 

地域政策課 

電話番号：0166-46-5111 

（内線 2177） 

 

ＮＰＯ 

（特活）旭川ＮＰＯサポートセンター 

旭川市２条通り８丁目２条ビル３F 

電話番号：0166-27-3383 

http://potato3.hokkai.net/̃asahinpo/ 

 

 

事業名 26．町施設の「まちの駅」管理委託事業 

〔概要〕 

「地域創造アトリエ整備事業」制度を活用した施設、しらおい創造空間「蔵」にお

いて、自主的、自立的な運営と受益者負担の精神に基づいた総合的地域文化推進のた

め、地域文化・物産・交通情報など、様々な地域情報を発信するための町の情報発信

拠点として「まちの駅」を設置した。発端は行政主導であったが、現在は、企画・運

営を当施設の運営母体である文化推進ネットワーク協議会が主体となっている。白老

町からの委託業務である。（再掲） 

 

 

 

行政 

白老町教育委員会 

担当部署名：社会教育課社会教育係 

電話番号：0144-85-2020 

 

 

ＮＰＯ 

（特活）しらおい創造空間「蔵」 

白老郡白老町本町 1-7-5 

電話番号：0144-85-3101 

http://www2.ocn.ne.jp/̃kura/home.htm 
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事業名 27．第２次釧路市障害者福祉計画策定活動 

〔概要〕 

釧路市では平成１４年度、新しい障害者福祉計画の策定に当って保険・福祉関係者

３０名（うち公募委員４名）からなる市民委員会を設置した。同委員会はワークショ

ップ方式により積極的な協議を重ねている他、市の関係各課からなる庁内ワーキング

部会と合同協議を行うなど市民と行政が協働して、策定作業を行っている。市民委員

会では、平成１４年度に、同計画に対する提言書をとりまとめる予定である。 

 

 

行政 

釧路市 

担当部署名：社会福祉課 

電話番号：0154-31-4537 

ＮＰＯ 

第２次釧路市障害者福祉計画策定市民委員会 

 

 

事業名 28．ＤＶに対するシェルターの運営 

〔概要〕 

平成 5 年に市民活動団体が主導で設立したシェルターである。暴力を受け、心身に

深い痛手を負った女性たちが自分自身をとりもどし生活を再建していくために、被害

にあった女性たちが安全に逃げ込める場所として、暴力から逃げ込んできた女性や子

どもたちをかくまい、疲れ果て傷だらけにされた心身を癒せるよう、医者の紹介、サ

ポートカウンセリングなどを行っている。一時保護委託の協働による取組で、被害者

に当面の生活の場を提供し生活自立のために、法律相談・仕事の紹介・住居探し・託

児・行政手続きの援助など様々なサポート活動も展開している。 

* ＤＶ＝Domestic Violence 

 

 

行政 

北海道 

担当部署名：環境生活部 

男女平等参画推進室 

電話番号：011-231-4111 

ＮＰＯ 

（特活）女のスペース・おん 

（駆け込みシェルター運営委員会） 

札幌市中央区北 1 条西 23 丁目 1-36 

DRM ビル 2 階 

電話番号：011-622-6404 

http://www.asahi-net.or.jp/̃bd7k-mtst/ 
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事業名 29．天塩川流域懇談会 

〔概要〕 

天塩川の河川整備計画（原案）を作成するに当り、１年以上にわたって学識経験者、

市町村の代表者及び天塩川に関わりのある各種団体の代表者から成る「天塩川流域懇

談会」を組織し、天塩川の現状と将来のあるべき姿等について自由闊達な議論を行っ

た。9 回にわたる懇談会を踏まえて、今後の整備のあり方についての意見を治水、利

水、環境、利用、連携、維持管理の 6 項目の提言としてまとめた。 

第１回天塩川流域懇談会： 

http://www.as.hkd.mlit.go.jp/tesicon/kondan01.htm 

第９回天塩川流域懇談会： 

http://www.as.hkd.mlit.go.jp/tesicon/kondan09.htm 

ＮＰＯ 

１：天塩川を清流にする会 

天塩町山手裏通 3 丁目 805 番地 

電話番号：01632-2-1316 

行政 

北海道開発局 

担当部署名：旭川開発建設部 

治水課計画係 

電話番号：0166-24-2131 

（内線 273） 

２：北海道カナディアンカヌークラブ 

中川郡美深町字西町 18 番地 

美深町役場内 

電話番号：01656-2-1611 

http://city.hokkai.or.jp/̃kazusa/ 

 

事業名 30．東京農業大学市民講座の運営 

〔概要〕 

市民の方々に生涯学習を通じてより豊かで充実した人生を送っていただくために、

行政が主導、市民参加の実行委員会形式で、毎年学習テーマ（主に環境・食料・情報

等）を定め実施している。 

 

行政 

１．網走市教育委員会 

担当部署名：教育部社会教育課 

電話番号：0152-43-3704 

２．東京農業大学 

生物産業学部 生物資源開発研究所 

電話番号：0152-48-3810 

ＮＰＯ 

東京農業大学市民講座運営委員会 

（東京農業大学・網走市教育委員会・受講

者代表で構成） 
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事業名 31．道職員新採用職員研修に係る体験研修の実施 

〔概要〕 

町民参加による里山復元の整備事業、小中学校の参加によるビオトープ事業、ハサ

ンベツ川周辺における町民参加の自然観察会の実施など、自然と農業と人とが共生す

る里山やふるさとの川を町民が主体となって再生・創出していくことを目指している

「栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会」の協力により、道職員新採用職員に対する

１日体験研修を実施した。住民主体の地域づくり活動を体験する中から、地域におけ

る道政の役割を認識し多種多様な課題に対応できる人材を育成するための体験研修の

受入れが行われてる。 

 

行政 

北海道自治政策研修センター 

担当部署名：研修室研修課研修係 

電話番号：011-386-8312 

 

ＮＰＯ 

栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会 

夕張郡栗山町桜丘２丁目 

栗山町いきものの里ふれあいプラザ内 

電話番号：01237-2-3000 

 

事業名 32．道民チャレンジ２１世紀ファンド情報運営管理 

〔概要〕 

行政・市民・企業等が有する意欲的な活動や創意工夫にあふれる道民の新しい取組

を支援することを目的にして、情報の体系化・共有化、案内窓口の一元化、支援機能

の効率化を図り、道民自らが活動内容や求めている支援についての情報を発信できる

場となる道民チャレンジ２１世紀ファンド情報システム（市民活動分野）運営管理に

ついて、アダプト・プログラムとして実施している。ＮＰＯの役割は、①各種情報の

管理、②各種情報を活用した支援情報のマッチング、③電子会議室や電子掲示板の管

理運営、④ハードシステムやＯＳの保守管理等である。また、行政の役割は、①分野

ごとの運営状況全般の把握及び調整などとなっている。 

http://www.with.pref.hokkaido.jp/challenge/index.asp 

ＮＰＯ１．（特活）北海道ＮＰＯサポートセンター 

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目クワガタビル 2 階 

電話番号：011-204-6523 

http://www.infosnow.ne.jp/̃npo/mainindex.htm 

行政 

北海道 

担当部署名：総務企画部総務部政策室 

構造改革推進課  

電話番号：011-231-4111 

 

２．（特活）創発科 

常呂郡留辺蘂町字旭 180-30 

電話番号：0157-67-2030 

http://www.do3.net/ 
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事業名 33．西区アダプト・プログラム事業 

〔概要〕 

「アダプト・プログラム」はアメリカで生まれた新しいまち美化システムで、日本

では平成 10 年度から導入が始まっている。平成１３年５月から西区琴似本通地区で

はこのシステムを行政主導によりモデル事業として開始した（平成１４年４月から本

格実施）。西区琴似の古くからの中心市街である「琴似本通」では、琴似商店街振興組

合の組合員がボランティアで取り組む市民参加型の活動として実施している。地下鉄

宮の沢駅周辺の「宮の沢地区（西野屯田通）」でも取り組まれている。また、小学校の

授業でもアダプト・プログラム活動が取り上げられた。この活動により参加団体間の

コミュニケーションが活発になった。 

http://www.city.sapporo.jp/nishi/topix/adopt_program/top.htm 

 

行政 

札幌市 

担当部署名：西区 

市民部総務企画課 

電話番号：011-641-2400 

（内線 227） 

 

ＮＰＯ 

琴似商店街振興組合 

札幌市西区琴似１条１丁目２番１７号 

電話番号：011-631-6546 

http://www.e-kotoni.or.jp/index2.htm 

 

事業名 34．ヌップク川グラウンドワークによる河岸保護 

〔概要〕 

現在進行している河岸の浸食を防止する事業である。平成 13 年度に、河岸の浸食

を防止し、ハルニレ等の河畔林の良好な環境を保全し、人々が水に親しめる川として、

かつての環境と機能を取り戻すことを目的にＮＰＯが主導で実施した。グラウンドワ

ーク手法を導入しており、計画主体の地域住民、河川管理者の北海道（帯広土木現業

所）及び自然環境保全地区管理者（帯広市）が協働して、事業協力で進めたものであ

る。河岸の保護作業には地域住民のほか一般の企業も参加した。 

 

行政 

北海道 帯広土木現業所 

担当部署名：治水課河川技術係 

電話番号：0155-24-3111 

ＮＰＯ 

ヌップク川をきれいにする会 

帯広市大正町基線 100-7 

電話番号：0155-64-5019 

http://tech.obihiro.ac.jp/̃nuppuku/index.html 



事例編 

協働５０ 126

 

事業名 35．登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」 

〔概要〕 

宿泊型自然体験学習施設登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」は、周辺の

自然を教材にし、直接的な体験を重視した質の高いプログラムを展開している。専門

職員を配置し、展示品の作成、資源調査、ＮＰＯの育成、生活体験や自然体験などの

指導・支援等を利用者のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムを作成し指導

することにより、小中学生をはじめ多くの市民が「自然環境」の大切さを学習する場

となっている。 

（開設準備の１年目は入札による委託事業、２年目は随意契約による委託事業） 

 

行政 

登別市教育委員会 

担当部署名：生涯学習推進室 

ネイチャーセンター 

電話番号：0143-85-2569 

 

ＮＰＯ 

（特活）ねおす 

札幌市中央区南 5 条西 8 丁目 

アーバンビル 2 階 

電話番号：011-520-2066 

http://www.neos.gr.jp/ 

 

 

事業名 36．花２ネットワーク（ボランティア・サポートプログラム） 

〔概要〕 

「花2ROAD in とよとみ」は、地域住民と豊富町、道路管理者（稚内開発建設部 稚

内開発事務所）が協力して、道路の清掃や彩り鮮やかな花を用いた道路の美装化で地

域の活性化を図り、「地域住民が自ら町をきれいにする」、「地域住民ができることから

する」などを基本とした地域住民参加型の活動である。国道４０号の天塩郡豊富町大

通り２丁目から９丁目にかけて歩道(両側計 1,720m)の植樹桝やプランターを花で飾

り清掃を行うことで、地域住民のコミュニティーの場としても親しまれ、道を利用す

る一般ドライバーからも好評である。予想以上に地域住民の意識が向上し、行政、市

民、双方からのＮＰＯへの社会的理解の向上にもつながっている。 

http://www.wk.hkd.mlit.go.jp/road/hana1211/index.htm 

 

行政 

北海道開発局稚内開発建設部 

担当部署名：稚内開発事務所維持課 

電話番号：0162-33-5276 

ＮＰＯ 

花２ネットワーク 
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事業名 37．バリアフリー観光促進モデル事業 

〔概要〕 

障害者をメンバーとする道内モニターツアー調査を実施し、観光地のバリアフリ

ー整備状況、障害者の移動手段利用状況、旅行をサポートするボランティア団体や

ＮＰＯ等の状況等を調査するとともに、調査結果を事例集としてまとめ、各市町村や

ＮＰＯ等に配布することにより、観光地のバリアフリー化や障害者の旅行をサポート

するボランティア団体やＮＰＯ等の活動の促進及びネットワークづくり等を目的に実

施された。 

 

 

 

行政 

北海道 

担当部署名：経済部観光振興課 

観光地づくり係 

電話番号：011-231-4111 

（内線 26-573） 

ＮＰＯ 

（特活）北海道ＮＰＯサポートセンター 

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 

クワガタビル 2 階 

電話番号：011-204-6523 

http://www.infosnow.ne.jp/̃npo/ 

mainindex.htm 

 

 

事業名 
38．バリアフリーの宿泊施設（北海道でてこいランド） 

管理運営 

〔概要〕 

町が開催したまちづくり大学で、長崎の「でてこいランド」の存在を知った町民有志

らが自主的に北海道でてこいランドの建設を計画した。発端から実施までＮＰＯが主導

で寄付等を募り、町民の多くの支持を得て建設に至った。１年以上の長期間にわたる協

働で、施設の土地は町が買収し無料貸与するとともに、上下水道も町が整備した。 

http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/sisetu_33_detekoi.html 

 

 

行政 

津別町 

担当部署名：総務課 

電話番号：01527-6-2151 

 

ＮＰＯ 

北海道でてこいランド運営委員会 

津別町字共和 24-1 

電話番号：01527-6-2151 
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事業名 39．平岡公園の保全及び管理運営 

〔概要〕 

平岡公園は札幌市清田区、面積 70.3ha の総合公園である。梅林エリアとコナラな

どの既存林エリア、さらに湿地もあり、周囲は 1980 年代後半以降急速に宅地化が進

んだ地域である。市民団体「平岡どんぐりの森」を中心に環境保全調査、自然観察会、

植樹、自然体験会等の実施、ボランティア参加の公園造成により、公園の保全及び管

理運営をしている。管理までは無理と考えているが、管理に近い深いかかわりを目指

し、行政とＮＰＯの事業協力という形で実践している。 

 

 

行政 

１． 札幌市 

担当部署名：緑化推進部公園管理課 

電話番号：011-211-2536 

２． （財）札幌市公園緑化協会 

担当部署名：事業２課 

平岡公園管理事務所 

電話番号：011-881-7924 

ＮＰＯ 

平岡どんぐりの森 

札幌市厚別区上野幌 3 条 5 丁目 12-8 

電話番号：011-896-0058 

 

 

 

 

事業名 40．富良野演劇工場の管理運営 

〔概要〕 

市民の期待を背負い富良野発文化の発信拠点としてオープンした「富良野演劇工場」

では、ＮＰＯが主導となり様々なイベントを多彩に繰り広げている。この団体の最大

の特長は、常勤職員が３人と非常勤職員４人いるが、これだけの人数ではすべての仕

事をまかないきれないため、常勤職員ではこなせない仕事を１８０人のボランティア

が支えている点である。 

 

 

行政 

富良野市教育委員会 

担当部署名：文化振興係 

電話番号：0167-39-2320 

 

ＮＰＯ 

（特活）ふらの演劇工房 

富良野市中御料ふらの演劇工房事務局 

電話番号：0167-22-3800 

http://www.furano.ne.jp/engeki/ 
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事業名 41．北海道Ｅボート大会 

〔概要〕 

川を通じた交流をはかる「北海道Ｅボート大会」は、毎年、千歳川、石狩川、尻別

川、沙流川、茨戸川と会場を移して開催されている。Ｅボートとは、アルミ製の骨格

にペットボトルを再生した布地を覆って作る特製の 10 人乗りボートで、川を観察し

ながらゆっくり下ったり、漕ぎ手が息を合わせてスピードを競うなど、子どもからお

年寄りまでが安全に水辺を楽しめるように考えられている。上・中・下流の流域に住

む人々が交流を深めながら水環境を理解していこうというねらいもある。川や流域の

ことを良く知り、上下流の人々が交流することにより、一つの流域は同じ生活文化圏

であると意識することを目的に、川下り、シンポジウム、交流会、E ボートトーナメ

ント大会を開催している。 

http://do-mizukan.atz.jp/katudoushoukai/e-boat.htm 

行政 

１：江別市（平成 14 年度の開催地として協力） 

担当部署名：建設部治水公園課治水係 

電話番号：011-381-1040 

２：（財）石狩川振興財団 

電話番号：011-242-2242 

http://www2.ocn.ne.jp/̃ishi-riv/ 

ＮＰＯ 

（特活）水環境北海道 

札幌市北区北９条西４丁目７－４ 

エルムビル８Ｆ 

電話番号：011-708-8252 

http://do-mizukan.atz.jp/ 

top.shtml 

 

事業名 42．北海道遺産・コンクリートアーチ橋梁群でまちづくり 

〔概要〕 

「旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群」は、昭和初期に十勝内陸の産業開発を目

指した士幌線に建設されたもので、町民と産学官が一体となった保存運動の結果、上

士幌～三股間に 34 橋梁が残された。アーチ橋自体の技術的な価値とともに、周囲の

自然環境と調和した景観が高く評価され、最近では、新しい観光の形として産業遺産

をめぐるツアーともタイアップするなど、第１級の鉄道遺産として有名になりつつあ

る。北海道遺産に認定されたこともあり、アーチ橋保存や活用について研究、アイデ

アの募集、アーチ橋に関するイベントの実施などのアーチ橋を見守りはぐくむ活動を

平成 9 年から実施している。しかし、全国的な知名度は発展途上にあり、「旧国鉄志保

路線コンクリートアーチ橋梁群」の素晴らしさを全国に発信することなど、更なる地

域活性化に向けた取組を展開している。 

行政 

上士幌町 

担当部署名：企画課 

電話番号：01564-2-2111 

ＮＰＯ 

（特活）ひがし大雪アーチ橋友の会 

河東郡上士幌町上士幌東 3 線 239-187 

電話番号：01564-2-3385  

http://www3.ocn.ne.jp/̃arch/ 
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事業名 43．北海道環境の村事業 

〔概要〕 

環境の村は、環境への負荷が少ない持続的発展が可能な環境重視型社会を実現する

ための方法や具体的行動について道民一人ひとりが考え、具体的な環境保全の取り組

みを日常生活においても実践していくことができるよう、環境問題についての関心を

喚起し理解を深める機会を提供し、環境保全活動・行動へ参加する態度や問題解決の

能力を育成することを目的としている。この事業の発端は行政であったが、事業の実

施はＮＰＯが主導的役割を果たした。 

道民の森を舞台にした環境学習事業、人材育成事業、情報交流事業を委託業務とし

て実施した。平成 14 年度の当該事業の受託者は、ＮＰＯ法人 当別エコロジカルコ

ミュニティーである。 

行政 

北海道 

担当部署名：環境生活部 

環境室環境推進グループ 

電話番号：011-231-4111 

 

ＮＰＯ 

（特活）当別エコロジカルコミュニティー 

石狩郡当別町末広 380 

辻野グループビル内 

電話番号：01332-2-4305 

http://www9.plala.or.jp/tectec/ 

 

事業名 44．北海道情報化人材バンク運営事業 

〔概要〕 

この事業は、地域の情報化の取組をサポートするボランティアを全道から募集し「情

報化人材バンク」に登録することで、市町村や NPO 等への協力依頼に応じて人材を

マッチングする委託業務である。知識や技術を持ちそれを誰かの役に立てたいと思っ

ている人や、パソコンを使って今のＮＰＯ活動をもっと活性化したいと思っている人

に登録してもらい、協力依頼を受けることで両者のマッチングを行い地域の情報化を

推進している。 

http://npo-hokkaido.org/vorcit/index.html 

 

行政 

北海道  

担当部署名：総合企画部 

ＩＴ推進室情報政策課 

電話番号：011-231-4111 

 

ＮＰＯ 

（特活）北海道ＮＰＯサポートセンター 

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 

クワガタビル 2 階 

電話番号：011-204-6523 

http://www.infosnow.ne.jp/̃npo/ 

mainindex.htm 
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事業名 45．真駒内川河川整備計画 

〔概要〕 

真駒内川河川整備計画は、石狩川下流札幌圏域の河川整備計画の一河川として策定

するものであり、河川工事、河川維持、河川環境の整備と保全等に対して地域住民も

意見等を反映し具体的計画を定めるものである。この整備計画の基礎となる真駒内川

の改修計画（改修規模、河川法線、縦・横断形、河川環境の保全等）について、素案

段階から住民参加により合意形成を図ったもので、地元町内会の代表及び市民団体の

代表による協議会方式で行ったものである。 

 

 

 

行政 

北海道札幌土木現業所 

担当部署名：治水課河川整備係 

電話番号：011-561-0201（内線 364） 

 

ＮＰＯ 

真駒内川対策協議会 

「真駒内川を考える会」 

 

 

 

事業名 46．やきもの市 

〔概要〕 

陶芸の文化・経済振興を柱に、工芸・商業・情報・人情そして遊びが混在する催し

が、｢えべつやきもの市｣である。江別地区のコミュニティセンター周辺とセラミック

アートセンターで毎年、開催されており、道内の各地の陶芸作家やアマチュア個人・

各サークルなど３００を超す出店数があり、やきものなどを即売している。発端はＮ

ＰＯが主導で、主催は民間を中心としたやきもの市実行委員会である。江別市と江別

中心街協議会はこれをバックアップしている。事務局をＮＰＯ法人やきもの 21 が担

っている。この事業がきっかけで、行政サイドが声をかけてもなかなかうまくいかな

かった学生とのつながりもでき、後継者問題も解決に向っている。 

http://www.yakimono21.org/ichi/index.htm 

 

行政 

江別市 

担当部署名：経済部工業振興課 

電話番号：011-381-1024 

 

 

ＮＰＯ 

（特活）やきもの２１ 

江別市 2 条 1 丁目 5 番地 2 

電話番号：011-391-2155 

http://www.yakimono21.org/ 
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事業名 
47．海と森づくり総合対策事業 

（２１世紀の海を守る森づくり推進事業） 

〔概要〕 

“豊かな海と森づくり”を全道民的な運動へと発展させることを目的として策定し

た「豊かな海と森づくりネットワーク構想」に基づき、関係者のネットワークづくり

を進めるとともに、森・川・海における総合的な森づくり・海づくりを推進するため

に、漁協婦人部の自主的植樹活動を農林水産業関係者、地域住民、企業、行政が協働

して実施している。 

http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-bsbsk/sesaku/7-5/ 

bun7-5.htm#7-5-01 

 

行政 

北海道 

担当部署名：水産林務部森林環境室森林活用課 

電話番号：011-231－4111 

（内線 28-818） 

ＮＰＯ 

北海道指導漁業協同組合連合会 

札幌市中央区北３条西７丁目 

第２水産ﾋﾞﾙ７階 

電話番号：011-241-1051 

 

事業名 48．ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り 

〔概要〕 

高知県のよさこい祭りと北海道のソーラン節がミックスされて、ＮＰＯ主導で生ま

れた新しい祭りが YOSAKOI ソーラン祭りである。自由で独創的な踊りが繰り広げら

れるこの祭りは、学生約 100 人を中心として平成 4 年から始まり、北海道・札幌の

初夏を彩る風物詩として定着している。平成 13 年第 10 回 YOSAKOI ソーラン祭り

では 408 チーム、41,000 人が参加し、観客動員数は 201 万 3 千人と大きな催し

に成長した。さらに地方大会としてオホーツク・日高・南空知・空知北・檜山・渡島・

北北海道・道央・十勝・胆振・千歳・上川中央・釧根・後志管内でも開催している。

やがては“リオのカーニバル”に匹敵するような、世界規模の祭りを目指している。 

行政は大通公園の使用許可、道路使用許可等の行政手続で協働している。 

 

行政 

札幌市 

担当部署名：経済局観光コンベンション部 

観光振興課 

電話番号：011-211-2376 

ＮＰＯ 

YOSAKOI ソーラン祭り組織委員会 

札幌市中央区北一条西 2 丁目 

北海道経済センター７階 

電話番号：011-231-4351 

http://www.yosanet.com/ 
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事業名 49．リバースクール「千歳川・かわ塾」の運営 

〔概要〕 

「水環境北海道」の主な活動フィールドである千歳川は、上流部に国有林が多いこと

や一部が国立公園になっていることもあり、清流かつ自然が豊かである。しかし、下

流部では農業排水や都市排水などの影響を受けて水質の悪化が顕著になっている。そ

こで、子どもの頃から自然の水の素晴らしさを体験させ、将来の水環境保全のための

リーダーを育成するため、平成９年より小学校高学年から中学生までを対象とした体

験型の講座「千歳川・かわ塾」を開催しており、平成 13 年度より、春・夏・秋・冬

の通年で実施している。 

運営に当っては、流域自治体、教育委員会他関連機関及びボランティアスタッフの

支援・協力を受けている。 

http://do-mizukan.atz.jp/katudoushoukai/chitosegawa.htm 

 

行政 

北海道開発局  

担当部署名：石狩川開発建設部 

千歳川河川事務所調査課調整係 

電話番号：0123-24-1114 

ＮＰＯ 

（特活）水環境北海道 

札幌市北区北９条西４丁目７－４ 

エルムビル８Ｆ 

電話番号：011-708-8252 

http://do-mizukan.atz.jp/top.shtml 

 

 

事業名 50．若者への技術伝承 

〔概要〕 

伝統の技術が長く受け継がれてきた職人のまち・小樽で、後継者を育てる北海道職

人義塾大学が開校した。小樽職人の会が中心になり学生が職人の工房で働きながら技

術を習得する全国でも例のない取組としてスタートし、初年(平成 12 年)度、２名の学

生が誕生した１年以上にわたる協働による取組である。また、職人展の開催もしてお

り、小中学生の体験工房は札幌を中心に年間 4,000 人もの利用があり、子供たちに「も

のづくり文化」を伝えている。 

 

行政 

小樽市 

担当部署名：経済部産業振興課産業振興係 

電話番号：0134-32－4111（内線 263） 

ＮＰＯ 

（特活）北海道職人義塾大学校 

小樽市住吉町 14-4 

電話番号：0134-23-7205 
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索引  

 市民活動団体別索引   * 下線のある団体は法人格あり 

行 団体名[事例番号] 頁 

アイスキャンドル実行委員会［1］ 109 

阿寒町花いっぱい運動推進委員会［2］ 109 

旭川ＮＰＯサポートセンター［25］ 121 

石狩国際交流協会［15］ 116 

インフォメンター［16］ 116 

有珠山ガイドの会［3］ 110 

ＮＰＯ推進北海道会議［19］ 118 

小樽雪あかりの路実行委員会事務局［6］ 111 

オホーツク地域自治研究所［20］ 118 

ア
行 

女のスペース・おん［28］ 122 

環境保全型農業を推進する会［20］ 118 

北見ＮＰＯサポートセンター［20］ 118 

くりやまコミュニティネットワーク［24］ 120 

栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会［31］ 124 

黒松内ぶなの森自然学校［13］ 115 

カ
行 

琴似商店街振興組合［33］ 125 

札幌チャレンジド［22］ 119 

然別湖ネイチャ－センター（有限会社）［8］ 112 

自然体験村虫夢ところ昆虫の家［18］ 117 

乗馬ボランティアクラブ クローバー［21］ 119 

しらおい創造空間「蔵」［14］ 115 

しらおい創造空間「蔵」[26］ 121 

白滝黒曜石利用研究会［17］ 117 

サ
行 

しりべつリバーネット［23］ 120 

第２次釧路市障害者福祉計画策定市民委員会［27］ 122 

天塩川を清流にする会［29］ 123 

東京農業大学市民講座運営委員会［30］ 123 

当別エコロジカルコミュニティー［43］ 130 

トラストサルン釧路［11］ 114 

ヌップク川をきれいにする会［34］ 125 

タ
行 

ねおす［35］ 126 

花２ネットワーク［36］ 126 ハ
行 ひがし大雪アーチ橋友の会［42］ 129 
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ひがし大雪自然ガイドセンター［7］ 112  

ひだか路ホースネットワーク［9］ 113 

平岡どんぐりの森［39］ 128 

ふらの演劇工房［40］ 128 

北海道ＮＰＯサポートセンター［4］ 110 

北海道ＮＰＯサポートセンター［32］ 124 

北海道ＮＰＯサポートセンター［37］ 127 

北海道ＮＰＯサポートセンター［44］ 130 

北海道ＮＰＯバンク［5］ 111 

北海道カナディアンカヌークラブ［29］ 123 

北海道指導漁業協同組合連合会［47］ 132 

北海道職人義塾大学校［50］ 133 

 

北海道でてこいランド運営委員会［38］ 127 

真駒内川対策協議会「真駒内川を考える会」［45］ 131 

ましゅうの里［12］ 114 

水環境北海道［41］ 129 

マ
行 

水環境北海道［49］ 133 

やきもの２１［46］ 131 ヤ
行 YOSAKOI ソーラン祭り組織委員会［48］ 132 

 

 

 行政機関別索引 
環境省東北海道地区自然保護事務所施設整備科［11］ 114 

国土交通省北海道開発局釧路開発建設部道路第２課［2］ 109 

経済産業省北海道経済産業局地域振興課［17］ 117 

北海道開発局石狩川開発建設部千歳川河川事務所調査課調整係［49］ 133 

北海道開発局稚内開発建設部稚内開発事務所維持課［36］ 126 

国
の
機
関 

 

北海道開発局旭川開発建設部治水課計画係［29］ 123 

北海道上川支庁地域政策部地域政策課［25］ 121 

北海道環境生活部環境室環境推進グループ［43］ 130 

北海道環境生活部生活文化青少年室生活振興課ＮＰＯ地域活動係［5］ 111 

北海道環境生活部男女平等参画推進室［28］ 122 

北海道経済部観光振興課観光地づくり係［37］ 127 

北海道札幌土木現業所治水課河川整備係［45］ 131 

北海道水産林務部森林環境室森林活用課［47］ 132 

北海道総合企画部ＩＴ推進室情報政策課［44］ 130 

北海道総合企画部政策室構造改革推進課［19］ 118 

北
海
道 

北海道総務企画部総務部政策室構造改革推進課［32］ 124 
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北海道自治政策研修センター研修室研修課研修係［31］ 124 

日高支庁総務部社会福祉課［21］ 119 

 

日高支庁地域政策部地域政策課［9］ 113 

阿寒町企画財政課まちづくり推進担当［2］ 109 

網走市教育委員会教育部社会教育課［30］ 123 

虻田町観光振興課［3］ 110 

石狩市企画財政部秘書課国際交流担当［15］ 116 

江別市経済部工業振興課［46］ 131 

江別市建設部治水公園課治水係［41］ 129 

小樽市経済部観光振興室観光事業課［6］ 111 

小樽市役所経済部産業振興課産業振興係［50］ 133 

上士幌町教育委員会社会教育課［7］ 112 

上士幌町企画課［42］ 129 

木古内町まちづくり政策室企画調整係［10］ 113 

北見市教育委員会社会教育部生涯学習課［20］ 118 

釧路市役所社会福祉課［27］ 122 

栗山町総務部情報推進課情報推進係［24］ 120 

黒松内町教育委員会社会教育部［13］ 115 

札幌市企画調整局情報化推進部ＩＴ推進課［16］ 116 

札幌市経済局観光コンベンション部観光振興課［48］ 132 

札幌市西区市民部地域振興課地域活動係［1］ 109 

札幌市西区役所市民部総務企画課［33］ 125 

札幌市保健福祉局保健福祉部障害福祉課［22］ 119 

札幌市緑化推進部公園管理課［39］ 128 

鹿追町町民政策課政策係［8］ 112 

白老町教育委員会社会教育課社会教育係［14］ 115 

白老町教育委員会社会教育課社会教育係［26］ 121 

津別町総務課［38］ 127 

弟子屈町商工観光課観光施設係［12］ 114 

常呂町企画財務課企画係［18］ 117 

ニセコ町企画環境課企画調整係［23］ 120 

登別市教育委員会生涯学習推進室ネイチャーセンター［35］ 126 

市
町
村 

富良野市育委員会文化振興係［40］ 128 

雇用能力開発機構北海道センター［4］ 110 

（財）石狩川振興財団［41］ 129 

（財）札幌市公園緑化協会事業 2 課平岡公園管理事務所［39］ 128 

そ
の
他 

東京農業大学生物産業学部生物資源開発研究所［30］ 123 
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エリア別索引 

アイスキャンドル普及事業「アイスキャンドル冬物語ｉｎ琴似」［1］ 109 

ＮＰＯ起業科［4］ 110 

ＮＰＯバンクへの支援事業［5］ 111 

小樽雪あかりの路［6］ 111 

黒松内ぶなの森自然学校の運営［13］ 115 

高校交換留学生事業・少年少女親善訪問事業［15］ 116 

札幌市市民情報センターの運営［16］ 116 

市民活動地域交流会の開催［19］ 118 

障害者対象のＩＴ講習会［22］ 119 

尻別川のルールづくり、森づくり事業［23］ 120 

地域通貨「クリン」の普及推進［24］ 120 

DV に対するシェルターの運営［28］ 122 

道職員新採用任職員研修に係る体験研修の実施［31］ 124 

道民チャレンジ２１世紀ファンド情報運営管理［32］ 124 

西区アダプト・プログラム事業［33］ 125 

バリアフリー観光促進モデル事業［37］ 127 

平岡公園の保全及び管理運営［39］ 128 

北海道Ｅボート大会［41］ 129 

北海道環境の村事業［43］ 130 

北海道情報化人材バンク運営事業［44］ 130 

真駒内川河川整備計画［45］ 131 

やきもの市［46］ 131 

YOSAKOI ソーラン祭り［48］ 132 

道央 

若者への技術伝承［50］ 133 

地域通貨導入支援事業（地域通貨ふれ愛デー2002in 旭川）［25］ 121 

天塩川流域懇談会［29］ 123 

花２ネットワーク（ボランティア・サポートプログラム）［36］ 126 

道北 
 

富良野演劇工場の管理運営［40］ 128 

有珠山ガイド事業（噴火被災者による噴火遺跡や被災体験の解説）［3］ 110 

管内乗馬施設を連携させた観光振興事業［9］ 113 

芸術文化鑑賞事業［14］ 115 

障害者乗馬普及啓発事業［21］ 119 

町施設の「まちの駅」管理委託事業［26］ 121 

登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」［35］ 126 

胆振 
日高 

リバースクール「千歳川・かわ塾」の運営［49］ 133 

道南 木古内町第５次振興計画の素案づくり［10］ 113 
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 海と森づくり総合対策事業（２１世紀の海を守る森づくり推進事業）［47］ 132 

環境教育事業（上士幌町）［7］ 112 十勝 

環境教育事業（鹿追町）［8］ 112 

ヌップク川グラウンドワークによる河岸保護［34］ 125  

北海道遺産・コンクリートアーチ橋梁群でまちづくり［42］ 129 

阿寒町花いっぱい運動（ボランティア・サポート・プログラム）［2］ 109 

釧路湿原の自然再生「達古武沼周辺域森林再生事業」［11］ 114 

屈斜路湖岸の露天風呂の管理委託［12］ 114 

釧路 
根室 

第２次釧路市障害者福祉計画策定活動［27］ 122 

産業クラスターによる社会環境整備・地区再生創造事業（白滝村）［17］ 117 

自然体験施設「ところ昆虫の家」管理運営［18］ 117 

生涯学習のまちづくりフェスティバル［20］ 118 

東京農業大学市民講座の運営［30］ 123 

オ ホ

ー ツ

ク 

バリアフリーの宿泊施設（北海道でてこいランド）管理運営［38］ 127 

 

道央：石狩支庁、空知支庁、後志支庁 

道北：上川支庁、留萌支庁、宗谷支庁 

道南：渡島支庁、檜山支庁 
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分野別索引 
福祉・生活に関連する分野   

障害者乗馬普及啓発事業［21］ 119 

障害者対象のＩＴ講習会［22］ 119 

地域通貨「クリン」の普及推進［24］ 120 

第２次釧路市障害者福祉計画策定活動［27］ 122 

DV に対するシェルターの運営［28］ 122 

バリアフリーの宿泊施設（北海道でてこいランド）管理運営［38］ 127 

 

真駒内川河川整備計画［45］ 131 

タウンスペースや商店街などの空間を活用する分野  
アイスキャンドル普及事業「アイスキャンドル冬物語 in 琴似」［1］ 109  

若者への技術伝承［50］ 133 

環境保全に関連する分野   

阿寒町花いっぱい運動（ボランティア・サポート・プログラム）［2］ 109 

釧路湿原の自然再生「達古武沼周辺域森林再生事業」［11］ 114 

屈斜路湖岸の露天風呂の管理委託［12］ 114 

黒松内ぶなの森自然学校の運営［13］ 115 

尻別川のルールづくり、森づくり事業［23］ 120 

天塩川流域懇談会［29］ 123 

東京農業大学市民講座の運営［30］ 123 

道職員新任職員研修の運営［31］ 124 

西区アダプト・プログラム事業［33］ 125 

ヌップク川グラウンドワークによる河岸保護［34］ 125 

花２ネットワーク（ボランティア・サポートプログラム）［36］ 126 

北海道Ｅボート大会［41］ 129 

北海道環境の村事業［43］ 130 

 

海と森づくり総合対策事業（２１世紀の海を守る森づくり推進事業）［47］ 132 

教育に関連する分野   

環境教育事業（上士幌町）［7］ 112 

自然体験施設「ところ昆虫の家」管理運営［18］ 117 

生涯学習のまちづくりフェスティバル［20］ 118 

登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」［35］ 126 

平岡公園の保全及び管理運営［39］ 128 

 

リバースクール「千歳川・かわ塾」の運営［49］ 133 

情報・文化に関連する分野   

芸術文化鑑賞事業［14］ 115  

札幌市市民情報センターの運営［16］ 116 
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産業クラスターによる社会環境整備・地区再生創造事業［17］ 117 

障害者対象のＩＴ講習会［22］ 119 

地域通貨導入支援事業（地域通貨ふれ愛デー2002in 旭川）［25］ 121 

町施設の「まちの駅」管理委託事業［26］ 121 

道民チャレンジ２１世紀ファンド情報運営管理［32］ 124 

富良野演劇工場の管理運営［40］ 128 

 

北海道情報化人材バンク運営事業［44］ 130 

観光・交流に関連する分野   

有珠山ガイド事業（噴火被災者による噴火遺跡や被災体験の解説）［3］ 110 

小樽雪あかりの路［6］ 111 

環境教育事業（鹿追町）［8］ 112 

管内乗馬施設を連携させた観光振興事業［9］ 113 

屈斜路湖岸の露天風呂の管理委託［12］ 114 

黒松内ぶなの森自然学校の運営［13］ 115 

高校交換留学生事業・少年少女親善訪問事業［15］ 116 

障害者乗馬普及啓発事業［21］ 119 

町施設の「まちの駅」管理委託事業［26］ 121 

バリアフリー観光促進モデル事業［37］ 127 

バリアフリーの宿泊施設（北海道でてこいランド）管理運営［38］ 127 

北海道Ｅボート大会［41］ 129 

北海道遺産・コンクリートアーチ橋梁群でまちづくり［42］ 129 

海と森づくり総合対策事業（２１世紀の海を守る森づくり推進事業）［47］ 132 

 

YOSAKOI ソーラン祭り［48］ 132 

  

   

その他  

ＮＰＯ起業科［4］ 110 

ＮＰＯバンクへの支援事業［5］ 111 

木古内町第５次振興計画の素案づくり［10］ 113 

市民活動地域交流会の開催［19］ 118 

地域通貨導入支援事業（地域通貨ふれ愛デー2002in 旭川）［25］ 121 

道職員新採用職員研修に係る体験研修の実施［31］ 124 

やきもの市［46］ 131 

 

若者への技術伝承［50］ 133 

   

＊ 「市民活動団体と行政の協働事業に関するアンケート」をもとに作成しました。 


