NPO 法成立 20 周年記念フォーラム in 北信越
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ゲスト

参加
無料

Sun.
13:00 〜 16:30 ( 開場 12:30)
長野市芸術館 3F アクトスペース

松原 明さん

認定 NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 理事
1960 年大阪府生まれ。神戸大学文学部哲学科卒。広告制作
会社、フリーの経営コンサルタントを経て、1994 年、NPO
法立法を推進する「シーズ・市民活動を支える制度をつくる
会」を創設。1998 年の NPO 法創設、2001 年の認定 NPO 法
人制度創設、2009 年の NPO 法人会計基準策定、2009 年の
日本ファンドレイジング協会設立、2011 年の NPO 法改正な
どを推進。NPO 支援制度や NPO 支援機関の創設に取り組ん
できた。自治体と NPO のパートナシップ推進なども行う。
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第１部 NPO のこれまでと今

富山

能登 貴史さん
市民活動サポートセンターとやま

新潟

①講演「NP0 法の意義と価値」

近藤 尚仁さん
くびき野 NPO サポートセンター

シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 松原 明さん

②それぞれの地域から〜富山・新潟・長野

新潟

立法化に向け中心的役割を果たした松原さんをゲストに迎え、改めてＮＰＯ法が目指したものとその２０年の流れ、
現状について語っていただきます。また北信越の各地から登壇される皆さんから、NPO 法人の価値や強みを生か
して、今どんな活動が展開されているか、世代交代を始め課題はどこにあるのかをうかがいます。
聞き手 : 長野県 NPO センター事務局長 山室 秀俊

第 2 部 今後の市民社会のありようを
多様なステークホルダーと語り合おう ( 意見交換 )

石本 貴之さん
新潟 NPO 協会

長野

NPO の意義を踏まえて、NPO の生み出す未来について、様々な立場の参加者全員で、一人の市民として、

共に意見を交わし、北信越エリアでの市民活動のこれからを描きます。
お申し込み・問いあわせ

ファシリテーター：長野県長寿社会開発センター理事長

主催：

内山 二郎さん

香山 篤美さん
夢空間松代のまちと心を育てる会

NPO 法成立 20 周年記念フォーラム in 北信越実行委員会

＜構成団体＞ 市民活動サポートセンターとやま、くびき野 NPO サポートセンター、新潟 NPO 協会、こまつ NPO センター、さばえ NPO サポート
長野県長寿社会開発センター、長野県共同募金会、長野県生活協同組合連合会、長野県社会福祉協議会、日本政策金融公庫、長野県 NPO センター ( 事務局 )
< 後援 >

お問合せ
お申込み

長野市市民協働サポートセンター

特定非営利活動法人

長野県ＮＰＯセンター

< 助成 >

公益財団法人トヨタ財団

TEL : 026-269-0015 FAX : 026-269-0016
E-mail : info@npo-nagano.org
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WEB での
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こちら⇒
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富山

NPO 法 20 周年記念

20

能登 貴史さん NPO 法人市民活動サポートセンターとやま代表理事
1962 年富山県井波町（南砺市）生まれ。大手ファーストフード会社を退
社後、2001 年 NPO 法人 PCTOOL を設立し、パソコン講座を開催、IT コン
サルタントとして市民活動団体の情報化を支援。2006 年から富山県内の
市民活動団体のネットワーク組織 NGO・NPO ネットワークとやまの代表
世話役を務めた。2009 年より富山市災害ボランティアネットワーク富山
会長を兼任。2011 年から現職。

改めて問う !

ＮＰＯの
生み出すもの
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新潟

近藤 尚仁さん NPO 法人 くびき野 NPO サポートセンター事務局長
1976 年妙高市生まれ。2005 年から特定非営利活動法人くびき野 NPO サ
ポートセンターに勤務。以来、地域新聞の紙面上で地元ＮＰＯの情報を毎
週掲載する「NPO PRESS」の編集や地域型市民ファンド（現にいがた NPO
基金）の創設等を担当。2008 年より現職。

地域の持続可能性の危機や経済的停滞など
日本社会は構造的課題を抱え
変容が求められる中で、いま改めて
市民社会の意義が問われています

新潟

市民の力により成立した

滋賀県立大学大学院環境科学研究科を卒業後、民間調査会社、環境省の情
報拠点を経て、2014 年に新潟 NPO 協会に入職。地域づくり人材育成、中
山間地の集落点検、市民参画による子育て支援センターづくり、行政職員
を対象とした協働コーディネーター研修、まちづくりの助成金審査委員な
ど、住民自治・協働を進めるための取り組みに関わる。現在、NPO 法人
NPO さんじょう 理事、NPO 法人 NPO コミュニケーション支援機構 監事、
新潟大学非常勤講師など。一般財団法人生涯学習開発財団認定ワーク
ショップデザイナー、「2030 SDGs」公認ファシリテーター。

NP０法と市民活動の２０年を振り返り
今後北信越エリアでの市民活動が
力強く進む転換点とします
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石本 貴之さん 認定 NPO 法人 新潟 NPO 協会 理事・事務局長

参加
無料

長野

Sun.
13:00 〜 16:30 ( 開場 12:30 〜)

香山 篤美さん NPO 法人夢空間松代のまちと心を育てる会理事長
長野市松代町在住。青年期に東京で社団法人日本青年奉仕協 (JYVA) に勤務。
1975 年帰郷、長野市でボランテイア活動拠点立ち上げに関わる。1996 年
長野市ボランテイアセンター運営委員に就任。2000 年 NPO 法人ながのこ
どもの城いきいきプロジェクト設立、理事として現在にいたる。地元松代
町においては、2001 年住民有志 100 人で「夢空間松代のまちと心を育て
る会」を立ち上げ、事務局長として松代の歴史的文化的資源を活かしたま
ちづくりに取り組む。翌年 NPO 法人化。
2008 年より理事長を務める。現在、
長野市ボランテイアセンター運営委員会委員長。

長野市芸術館 3F アクトスペース
( 長野市鶴賀緑町 1613)
JR 長野駅から長野電鉄で「市役所前駅」下車 5 分
JR 長野駅から徒歩で大通りを北上約 15 分
上信越自動車道 須坂長野東 IC から車で 25 分
※駐車場 ( 有料 ) に限りがございます。
できるだけ公共交通機関または乗り合わせてお越しください。

FAX お申し込み書

締め切り

12/3

月 まで

貴団体名

出席者ご氏名

担当者ご氏名
担当者ご連絡先
連絡用メール

長野県 NPO センター

▼

FAX 026-269-0016

WEB での
お申込みは
こちら⇒

