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１９６４年大阪生まれ。８７年に

その後、国際青年交流ＮＧＯの日本代表や国会議員の

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

ゼミ」設立を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。

■「協働を生み、育てるために行政・

～“協働”とは何か？

各地の事例の紹介も交え、「協働」を考えます。

■世界初！「協働環境調査」の開設

■第５回「都道府県、主要都市における協働環境調査」鳥取県内自治体報告会

■「こんなことできます」提案書作成

平成２７年

米子コンベンションセンター

（米子市末広町２９４）

自治体職員、NPO

４０名（先着順）

 ※第５回「都道府県、主要都市における

告書」

売いたします。

『～協働の輪を広げる～ 

「協働環境調査報告会」

＆「協働力パワーアップセミナー

【講師紹介】

川北 秀人さん

１９６４年大阪生まれ。８７年に

その後、国際青年交流ＮＧＯの日本代表や国会議員の

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

ゼミ」設立を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。

■「協働を生み、育てるために行政・

～“協働”とは何か？なぜ“協働”が必要なのか？なぜ“協働”がすすまないのか？

各地の事例の紹介も交え、「協働」を考えます。

■世界初！「協働環境調査」の開設

■第５回「都道府県、主要都市における協働環境調査」鳥取県内自治体報告会

■「こんなことできます」提案書作成

平成２７年

米子コンベンションセンター

（米子市末広町２９４）

NPO、地域づくり団体、地域おこし協力隊

４０名（先着順）

第５回「都道府県、主要都市における

告書」を、報告会当日、会場にて

売いたします。

「協働環境調査報告会」

＆「協働力パワーアップセミナー

 

さん  IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所

１９６４年大阪生まれ。８７年に

その後、国際青年交流ＮＧＯの日本代表や国会議員の

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

ゼミ」設立を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。

■「協働を生み、育てるために行政・NPO

なぜ“協働”が必要なのか？なぜ“協働”がすすまないのか？

各地の事例の紹介も交え、「協働」を考えます。

■世界初！「協働環境調査」の開設 

■第５回「都道府県、主要都市における協働環境調査」鳥取県内自治体報告会

■「こんなことできます」提案書作成 

米子コンベンションセンター

（米子市末広町２９４） 

、地域づくり団体、地域おこし協力隊

４０名（先着順） 

第５回「都道府県、主要都市における

を、報告会当日、会場にて

売いたします。 

「協働環境調査報告会」

＆「協働力パワーアップセミナー
 

人と組織と地球のための国際研究所

１９６４年大阪生まれ。８７年に(株)リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。

その後、国際青年交流ＮＧＯの日本代表や国会議員の

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

ゼミ」設立を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。

NPO がすべきこと」

なぜ“協働”が必要なのか？なぜ“協働”がすすまないのか？

各地の事例の紹介も交え、「協働」を考えます。

■第５回「都道府県、主要都市における協働環境調査」鳥取県内自治体報告会

（金）

米子コンベンションセンター

 

、地域づくり団体、地域おこし協力隊

第５回「都道府県、主要都市における

を、報告会当日、会場にて

「協働環境調査報告会」

＆「協働力パワーアップセミナー

人と組織と地球のための国際研究所

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。

その後、国際青年交流ＮＧＯの日本代表や国会議員の 政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

ゼミ」設立を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。

がすべきこと」 

なぜ“協働”が必要なのか？なぜ“協働”がすすまないのか？

各地の事例の紹介も交え、「協働」を考えます。 

■第５回「都道府県、主要都市における協働環境調査」鳥取県内自治体報告会

（金） 

米子コンベンションセンター 第２会議室

（開場９：３０）

、地域づくり団体、地域おこし協力隊

第５回「都道府県、主要都市における NPO との協働環境に関する調査報

を、報告会当日、会場にて 1,500 円（税別・定価

「協働環境調査報告会」鳥取県内

＆「協働力パワーアップセミナー

人と組織と地球のための国際研究所]代表 

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

ゼミ」設立を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。

なぜ“協働”が必要なのか？なぜ“協働”がすすまないのか？

■第５回「都道府県、主要都市における協働環境調査」鳥取県内自治体報告会

第２会議室

（開場９：３０）

、地域づくり団体、地域おこし協力隊

との協働環境に関する調査報

円（税別・定価

鳥取県内自治体

＆「協働力パワーアップセミナー

 

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

ゼミ」設立を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。 

なぜ“協働”が必要なのか？なぜ“協働”がすすまないのか？

■第５回「都道府県、主要都市における協働環境調査」鳥取県内自治体報告会 

第２会議室 

（開場９：３０）

、地域づくり団体、地域おこし協力隊 等

との協働環境に関する調査報

円（税別・定価 2,000 円）

自治体 

＆「協働力パワーアップセミナー」

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南

なぜ“協働”が必要なのか？なぜ“協働”がすすまないのか？ 

（開場９：３０） 

等 

との協働環境に関する調査報

円）で販

」』 

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設

立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・

市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との合同研修を担当。

地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南



団体にご所属の方は、

さしつかえなければ、

『～協働の輪を広げる～「協働環境調査報告会」＆「協働力パワーアップセミナー」』

※この申込書で最大
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代表者ご連絡先

団体にご所属の方は、

該当するものに

つけてください。

さしつかえなければ、

所属団体名をご記入

ください。
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