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「小規模多機能自治に関する連続オンライン勉強会【晩秋・初冬の陣】」のご案内 
 

２０２１年９月 

主催： 小規模多機能自治推進ネットワーク会議         

協力・運営： IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］   

 

小規模多機能自治推進ネットワーク会議では、例年６月開催の総会に併せて開催されてきた情報共有の機会である

「つどい」や勉強会の代わりとして、今年度は、6 月・7 月に、会員以外も参加可能な連続オンライン勉強会「初夏の陣」を

開催しました。おかげさまで、延べ 180 組織・人の方々にご参加いただき、４つのテーマ・５つのプログラムを実施する

ことができました。その際にもお知らせしておりました通り、11 月・12 月に「晩秋の陣・初冬の陣」を開催いたします。

【A】・【B】・【C】では、新たなゲストをお招きし、今回も素晴らしい実践についてお伺いします。【D1】・【D２】は、基本的に

「初夏の陣」と同じ内容・構成ですが、随時新しい事例を織り込んで解説予定です。 

 

≪日程一覧（開催日程順）≫ 

プログラム名 開催日時 お申込〆切 

【D1】行政のための施策・体制整備研修会《導入編》 11 月 15 日（月） 15 時～17 時 
11/12（金）              

    17 時 

【D2】行政のための施策・体制整備研修会《継続・進化編》 

※２回連続 

＜第 1 回＞ 

11 月 16 日（火） 15 時～17 時半  

＜第 2 回＞ 

12 月 21 日（火） 15 時～17 時半 

11/12（金） 

    17 時 

【A】地域運営組織の取り組み事例共有会 11 月 30 日（火） 15 時～17 時半 
11/29（月） 

    17 時 

【B】行政の施策・支援事例共有会 12 月 1 日（水）  15 時～17 時半 
11/29（月） 

    17 時 

【C】地域運営組織や行政への支援者（中間支援機関等）の

支援事例共有会 
12 月 1 日（水）  18 時～20 時 

11/29（月） 

    17 時 

プログラムの詳細は、P.3 以降に掲載しています（ABCD 順）。 

お申込みにあたって、まず以下をご確認ください！ 

 

■お申込み方法 

①ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」 ②E メール の２つの方法があります。 

決済の方法や手続きが異なりますので、どちらかご都合のよい方法をお選びください。 

 

以下にあてはまる方には、①ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」 https://officeiihoe.stores.jp/ からのお

申込みをお勧めします。 

 
  

以下にあてはまる方には、②E メールでのお申込みをお勧めします。 

   
 

 

◆組織の経費としてではなく、個人として参加費をお支払いされる方 

◆見積書・請求書が不要な方 

◆クレジットカード決済を始めとした、多様な決済方法を選択したい方（コンビニ決済や銀行振込など、即時決

済ではない場合のお支払い期限は、お申込み当日を除く 3 日間と短いのでご注意ください） 

◆領収証が必要な方（郵送ではなく、PDF データをメール添付にてお送りします） 

※複数種の回にお申し込みの場合、（ひとつひとつ決済せず）カートにまとめてから、一度に決済された方が便

利でお得です。 

●個人としてではなく、組織（行政や団体）の経費で参加費をお支払いされる方 

●見積書や請求書が必要な方（PDF データをメール添付にてお送りし、ご希望の記載内容になっているかご

確認いただいたのち、原本を郵送します。ただし、（請求書等の発行枚数にかかわらず）請求書発行・送付手

数料として、1 つの勉強会につき 300 円加算させていただきます） 

●銀行振込によるお支払いを希望される方（振込手数料はご負担をお願いします） 

●後払いを希望される方（勉強会開催日の前か後かは問いませんが、請求書発行月の翌月末までのお振込み

をお願いしております） 
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【お申し込み方法】 

①ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」 

各回のご案内末尾に記載しているリンクからお申し込みください。 

ただし、複数種参加ご希望の場合、1 勉強会ごとにお申込み・決済されるのではなく、カートにまとめて、一度で決

済されることをお勧めします。「IIHOE BOOKSTORE」のトップページ https://officeiihoe.stores.jp/ 

で、すべての勉強会が一覧できます。 

＊領収証ご希望の場合は、お申込み時に、お宛名をご指示ください。 

＊主催者による中止の場合を除き、お申込み完了後の返金は一切いたしません。予めご了承ください。 

 

②E メール 

下記お申込みフォームをコピー＆ペーストしてご記入の上、E メールにてお送りください。 

メール送信先アドレス→ office.iihoe@gmail.com 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（メール送信先アドレス office.iihoe@gmail.com） 

（１）お申込みの方のお名前： 

（２）ご連絡先メールアドレス： 

（３）ご所属組織名： 

（４）見積書 □必要 □不要 

（５）請求書（・見積書）のお宛名： 

（６）請求書（・見積書）記載内容等についてのご希望： 

（７）請求書（・見積書）をお送りするご住所： 

（８）ご参加希望の勉強会（以下から、参加しない勉強会を削除してください） 

 【A】地域運営組織の取り組み事例共有会＜個人視聴＞ 

 【A】地域運営組織の取り組み事例共有会＜複数視聴＞ 

 【B】行政の施策・支援事例共有会＜個人視聴＞ 

 【B】行政の施策・支援事例共有会＜複数視聴＞ 

 【C】地域運営組織や行政への支援者（中間支援機関等）の支援事例共有会＜個人視聴＞ 

 【C】地域運営組織や行政への支援者（中間支援機関等）の支援事例共有会＜複数視聴＞ 

 【D1】行政のための施策・体制整備研修会 《導入編》＜個人視聴＞ 

 【D1】行政のための施策・体制整備研修会 《導入編》＜複数視聴＞ 

 【D2】行政のための施策・体制整備研修会 《継続・進化編》＜個人視聴＞ 

 【D2】行政のための施策・体制整備研修会 《継続・進化編》＜複数視聴＞ 

（９）【D1】・【D2】ご参加の方で、ソシオ・マネジメント第 6 号増補改訂版を併せて購入希望の方は、冊数をご記入

ください。【  冊】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■お支払い方法 

①ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」 

＊クレジットカードなど、複数の決済方法からお選びいただけます（前払いです。決済完了時点でお申込みが成立し

ます）。 

＊お申込み時にご希望いただいた場合に限り、領収証 PDF データを E メール添付でお送りできます。  

 

②E メール 

＊お申込み受領確認とともに、請求書（・見積書）の PDF データを E メール添付でお送りします。内容をご確認い

ただいた後、原本を郵送いたします。 

＊誠に恐れ入りますが、請求書（・見積書）作成・送付手数料として、「1 勉強会ごとに 300 円」加算させていただき

ます。 

＊遅くとも、請求書発行月の翌月末までに銀行振込にてお支払いください。振込手数料はご負担をお願いします。 

 

■テキスト 

【D1】・【D2】で使用するテキスト（「ソシオ・マネジメント」第６号増補改訂版）をお持ちでない場合は、研修会参加お申

し込みと併せて、必要冊数をご購入ください。冊数未確定の場合は、後日別途ご購入も可能ですが、②の場合で、勉強

会と同時にお申込みいただいた場合に限り、冊数を問わず、送料無料とさせていただきます。 

 

 

about:blank
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■事前課題 

【D1】・【D2】共通で、「小規模多機能自治を進める施策」アセスメントへのご記入をお願いいたします。入力用のフォ

ームは事前にお送りしますが、事前提出の必要はございません（小規模多機能自治推進ネットワーク会議の会員自治体

で、過去に同アンケートにご回答いただいている、または初夏の陣ですでにご記入された場合は、そちらに加筆いただ

く形式で結構です）。 

 

以下、各プログラムの詳細です（ABCD 順）。 

 

【A】地域運営組織の取り組み事例共有会＜個人視聴の場合＞ 

◆日時：２０２１年１１月３０日（火）１５時～１７時半 

◆対象：地域運営組織の役員・事務局、行政の地域自治・福祉・社会教育などの担当者、社会福祉協議会・地域包括支援

センターの役職員、地域運営組織等への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：２０年年頭からのお取り組みふりかえりと、２１年度のお取り組み方針について、ご紹介いただきます。 

＜ご登壇者＞ ・（一社）筆甫地区振興連絡協議会（宮城県丸森町） 

・（一社）高根コミュニティラボわぁら（新潟県村上市） 

・（特）ほほえみの郷トイトイ（山口市地福地区） 

＜ 進 行 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：1,500 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/２９（月）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/2VXkLDC 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【A】地域運営組織の取り組み事例共有会＜複数視聴の場合＞※ 

※ひとつの会場に集まって、スクリーン等に映写して、複数名で視聴する形式を予定されている場合。 

参加人数は問いませんが、使用いただける zoom アカウントはひとつだけです。 

◆日時：２０２１年１１月３０日（火）１５時～１７時半 

◆対象：地域運営組織の役員・事務局、行政の地域自治・福祉・社会教育などの担当者、社会福祉協議会・地域包括支援

センターの役職員、地域運営組織等への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：２０年年頭からのお取り組みふりかえりと、２１年度のお取り組み方針について、ご紹介いただきます。 

＜ご登壇者＞ ・（一社）筆甫地区振興連絡協議会（宮城県丸森町） 

・（一社）高根コミュニティラボわぁら（新潟県村上市） 

・（特）ほほえみの郷トイトイ（山口市地福地区） 

＜ 進 行 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：3,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/２９（月）１７時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/3ACbdg8 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【B】行政の施策・支援事例共有会＜個人視聴の場合＞ 

◆日時：２０２１年１２月１日（水）１５時～１７時半 

◆対象：行政の地域自治・福祉・社会教育などの担当者、地域運営組織等への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：２０年年頭からのお取り組みふりかえり+２１年度のお取り組み方針についてご紹介いただきます。 

＜ご登壇者＞ ・南砺市（市民協働部南砺で暮らしません課） 

・大阪市（市民局区政支援室） 
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・雲南市（政策企画部地域振興課） 

＜ 進 行 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：1,500 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/２９（月）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/3nU9P5n 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【B】行政の施策・支援事例共有会＜複数視聴の場合＞ ※ 

※ひとつの会場に集まって、スクリーン等に映写して、複数名で視聴する形式を予定されている場合。 

参加人数は問いませんが、使用いただける zoom アカウントはひとつだけです。 

◆日時：２０２１年１２月１日（水）１５時～１７時半 

◆対象：行政の地域自治・福祉・社会教育などの担当者、地域運営組織等への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：２０年年頭からのお取り組みふりかえり+２１年度のお取り組み方針についてご紹介いただきます。 

＜ご登壇者＞ ・南砺市（市民協働部南砺で暮らしません課） 

・大阪市（市民局区政支援室） 

・雲南市（政策企画部地域振興課） 

＜ 進 行 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：3,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/２９（月）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/3ACbpvS 

②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【C】地域運営組織や行政への支援者（中間支援機関等）の支援事例共有会＜個人視聴の場合＞ 

◆日時：２０２１年１２月１日（水）１８時～２０時 

◆対象：地域運営組織の役員・事務局、行政の地域自治・福祉・社会福祉などの担当者、地域運営組織等への支援者（先

着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：２０年年頭からのお取り組みふりかえり+２１年度のお取り組み方針についてご紹介いただきます。 

＜ご登壇者＞ ・（特）SEIN（大阪府堺市） 

・（一財）明石コミュニティ創造協会（兵庫県明石市）  

・（特）みんなの集落研究所（岡山市）  

＜ 進 行 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：3,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/２９（月）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/39j6DaT 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【C】地域運営組織や行政への支援者（中間支援機関等）の支援事例共有会＜複数視聴の場合＞ ※ 

※ひとつの会場に集まって、スクリーン等に映写して、複数名で視聴する形式を予定されている場合。 

参加人数は問いませんが、使用いただける zoom アカウントはひとつだけです。。 

◆日時：２０２１年１２月１日（水）１８時～２０時 

◆対象：地域運営組織の役員・事務局、行政の地域自治・福祉・社会福祉などの担当者、地域運営組織等への支援者（先

着９０名様）。 
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◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：２０年年頭からのお取り組みふりかえり+２１年度のお取り組み方針についてご紹介いただきます。 

＜ご登壇者＞ ・（特）SEIN（大阪府堺市）  

・（一財）明石コミュニティ創造協会（兵庫県明石市）  

・（特）みんなの集落研究所（岡山市）  

＜ 進 行 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：5,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/２９（月）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/3nNzqN6 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【D1】行政のための施策・体制整備研修会 《導入編》＜個人視聴の場合＞ 

※基本的に「初夏の陣」と同じ内容・構成です。 

※【D】では、テキストとして「ソシオ・マネジメント」第６号「小規模多機能自治を始める・進める・育てる８８

のアクション」（増補改訂版）を使用します。 

まだお持ちでない場合は、次のいずれかの方法でご準備をお願いします。 

▶お申込み方法①で申し込まれる方は、下記より予めご購入ください。 

https://bit.ly/3ArUvA6▶お申込み方法②で申し込まれる方は、上記「お申し込みフォーム」で併

せてお申し込みください。 

◆日時：２０２１年１１月１５日（月）１５時～１７時 

◆対象：小規模多機能自治関連施策の導入段階（着手から５年以内）にある、行政の地域自治の担当者、地域運営組織等

への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：解説講義「小規模多機能自治導入から５年以内に行っておくべきこと」、質疑応答 

＜ 講 師 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：3,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/１２（金）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/3u1MRdp 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【D1】行政のための施策・体制整備研修会 《導入編》＜複数視聴の場合＞ ※ 

※ひとつの会場に集まって、スクリーン等に映写して、複数名で視聴する形式を予定されている場合。 

参加人数は問いませんが、使用いただける zoom アカウントはひとつだけです。 

※【D】では、テキストとして「ソシオ・マネジメント」第６号「小規模多機能自治を始める・進める・育てる８８のア

クション」（増補改訂版）を使用します。 

まだお持ちでない場合は、次のいずれかの方法でご準備をお願いします。 

▶お申込み方法①で申し込まれる方は、下記より予めご購入ください。 

https://bit.ly/3ArUvA6 

▶お申込み方法②で申し込まれる方は、上記「お申し込みフォーム」で併せてお申し込みください。 

◆日時：２０２１年１１月１５日（月）１５時～１７時 

◆対象：小規模多機能自治関連施策の導入段階（着手から５年以内）にある、行政の地域自治の担当者、地域運営組織等

への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：解説講義「小規模多機能自治導入から５年以内に行っておくべきこと」、質疑応答 

＜ 講 師 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：5,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/１２（金）17 時 
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◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/3tWulmx 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【D2】行政のための施策・体制整備研修会 《継続・進化編》＜個人視聴の場合＞ 

※基本的に「初夏の陣」と同じ内容・構成です。 

※【D】では、テキストとして「ソシオ・マネジメント」第６号「小規模多機能自治を始める・進める・育てる８８のア

クション」（増補改訂版）を使用します。 

まだお持ちでない場合は、次のいずれかの方法でご準備をお願いします。 

▶お申込み方法①で申し込まれる方は、下記より予めご購入ください。 

https://bit.ly/3ArUvA6 

▶お申込み方法②で申し込まれる方は、上記「お申し込みフォーム」で併せてお申し込みください。 

◆日時：２０２１年１１月１６日（火）＆１２月２１日（火）１５時～１７時半 

◆対象：小規模多機能自治関連施策の継続・進化段階（着手から５年以上）にある、行政の地域自治の担当者、地域運営

組織等への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：【第１回１１/１６】 解説講義「小規模多機能自治導入から５年以降に行うべきこと」、質疑応答、まとめ、宿題解説 

（宿題 「小規模多機能自治を進める施策」アセスメントにもとづく施策改善案の企画） 

【第２回１２/２１】 宿題の共有と意見交換、補足講義とまとめ 

＜ 講 師 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：4,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/１２（金）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/3zp1EzS 

           ②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 

 

【D2】行政のための施策・体制整備研修会 《継続・進化編》＜複数視聴の場合＞ ※ 

※ひとつの会場に集まって、スクリーン等に映写して、複数名で視聴する形式を予定されている場合。 

参加人数は問いませんが、使用いただける zoom アカウントはひとつだけです。 

※【D】では、テキストとして「ソシオ・マネジメント」第６号「小規模多機能自治を始める・進める・育てる８８のア

クション」（増補改訂版）を使用します。 

まだお持ちでない場合は、次のいずれかの方法でご準備をお願いします。 

▶お申込み方法①で申し込まれる方は、下記より予めご購入ください。 

https://bit.ly/3ArUvA6 

▶お申込み方法②で申し込まれる方は、上記「お申し込みフォーム」で併せてお申し込みください。 

◆日時：２０２１年１１月１６日（火）＆１２月２１日（火）１５時～１７時半 

◆対象：小規模多機能自治関連施策の継続・進化段階（着手から５年以上）にある、行政の地域自治の担当者、地域運営

組織等への支援者（先着９０名様）。 

◆方法：zoom ミーティング ※後日の録画配信は予定しておりません。 

◆内容：【第１回１１/１６】 解説講義「小規模多機能自治導入から５年以降に行うべきこと」、質疑応答、まとめ、宿題解説 

（宿題 「小規模多機能自治を進める施策」アセスメントにもとづく施策改善案の企画） 

【第２回１２/２１】 宿題の共有と意見交換、補足講義とまとめ 

＜ 講 師 ＞ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北秀人 氏 

◆参加費：6,000 円（税込） 

＊請求書によるお支払いの場合は、請求書作成・送付手数料として、３００円加算させていただきます。 

◆お申込み締切：１１/１２（金）17 時 

◆お申込み方法：①オンラインでのお申込み（ネットストア「IIHOE BOOKSTORE」） 

→https://bit.ly/39jEd0j 

②請求書によるお支払いの場合 

              →P.2 に記載の「お申し込みフォーム」にて、メールでお申込みください。 


