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「安全安心で豊かな真庭市づくり」

それは今を生きる私たちのためであり、未来への責任です。

この地域を未来に引き継いでいくため、地域の皆さんと取り

組んできたのが「地域づくり（地域自治）」です。

地域づくりといえば、かつては地域を構成する自治会や地域

コミュニティ組織など、「地縁のつながりで構成された組織」

によって行われてきました。（地縁活動）

しかし、時代の変化による価値観の多様化、少子高齢化によ

る担い手不足により、地縁活動の維持が困難な地域があらわれ

始め、こうした課題に対応するため、地縁の枠組みにとらわれ

ない「目的のつながりで構成された組織」も地域づくりを担う

ようになってきました。（市民活動）

そして現在、少子高齢化は「人口減少」という新たな問題に

発展しています。これに対し市内では、地縁による組織と目的

による組織が力を合わせ、課題解決を図っていこうとする動き

が生まれ始めてきました。(地縁活動×市民活動)

真庭市は、こうした新たな動きに対し、「地域自治振興拠点

認定規程」および「真庭市みらいづくりセンター条例」を設け、

活動を支援していきます。

１ 現状と課題



【第２次真庭市総合計画】

２ 地域自治の方向性

市民からの要望や課題に対応していく「受託型、課題解決

型、運営型行政」から、市民と行政とが対等な立場で連携と

参画を一層進め一緒にまちを作り上げていく、市民主役の

「参画型、価値創造型、経営型行政」へと転換していこうと

するものです。

まちの主役である市民が当事者として、何が大切で、何が

必要かを自分たちで考え、選択し決定し、可能な限り自分た

ちのことを自身で処理し治めるという「まちづくり、地域自

治の原点」を大切にし、（地縁活動）、（市民活動）、ある

いは（地縁活動×市民活動）と、地域が望む活動の在り方を

伴走支援していきます。

地域自治振興の方向性イメージ 地域自治振興
拠点の認定

真庭市では、第2次真庭市総合計画に示しているとおり、持
続可能な「まち」をつくるため、「ひと」と「市役所」の新
しい関係づくりを進めています。

市内に様々な在り方や考え方の地域が
点在する。

①②③



３ 地域自治振興拠点とみらいづくりセンター

・「自由な発想」で →老若男女問わず、平等に発言や

活動の場が与えられる

・「柔軟な活用」で →利用目的や用途が制限されない

・「ごちゃまぜ」で →あらゆる人材が関わり、活用できる

・「多機能」な →空間だけでなく、意識や関係性の面

でも多機能な活動ができる

そんな拠点を想定しています。

地域自治振興拠点とはどんなところ?

地域自治振興拠点のイメージ



■概要
行政機能と地域自治振興拠点機能をあわせもった真庭市の

公共施設として「真庭市みらいづくりセンター条例」により
設置されます。

■目的
地域自治振興拠点と同様に様々な自由な活動ができる公共

施設です。

■運営
地域自治振興拠点を運営する団体が指定管理者となり、施

設の維持管理を行うことを想定しています。

区分 地域自治振興拠点 みらいづくりセンター

施設 ・民間施設
・普通財産の公共施設

・行政財産の公共施設

設置 ・拠点認定による ・真庭市みらいづくり
センター条例による

みらいづくりセンターとはどんなところ?

３ 地域自治振興拠点とみらいづくりセンター

(メモ)

「地域自治振興拠点」と「みらいづくりセンター」は施設区分によっ

て名称や扱いが異なりますが、拠点機能としては同等のものです。



４ 地域自治振興拠点の認定要件

地域自治振興拠点を設置するには

・【施設】【団体】【活動】が三位一体となっていること
・支援享受を目的とした活動・事業ではなく、どのように
地域の未来を見据えた活動や事業を計画的に展開し、
実行できるかがとても大切です（以下概要）

【施設要件】
・地域自治活動等の行われる地域内にあり、運営団体が継続的

に活動できる施設

【団体要件】
・概ね旧小学校区(H17.4.1現在)の区域に居住する住民を中心

に構成
・拠点を活用して地域自治を進めていく明確な意思と能力が
ある

【活動要件】
・地域課題の解決及び地域の人材育成に資する活動等
・市民の集会、多様な人材や団体の交流その他公共活動等
・文化、スポーツ･レクリエーション、福祉増進、保健衛生

及び地域振興に資する活動等

例：地域の移動手段確保、買い物支援、健康づくり教室、見守り活動、日常の支え合
い活動、鳥獣害対策、防災活動、行政事務の受託、特産品開発・販売活動、観光事業
など

地域自治振興拠点に認定可能な施設とは？

①民間施設…コミュニティハウス、空き家、集会所等

②普通財産の公共施設…廃校等



５ 地域自治振興拠点の支援策

①人的支援

■集落支援員の設置
地域自治活動を進めていく専門人材として、集落支援員の

配置を可能とします。
支援員は、年間雇用の「専任型」、週1日程度勤務の「兼任

型」を概ね1名、地域の実態に応じて選択でき、活動内容に
よっては両方の配置も可能とします。

なお、集落支援員は、地域・団体からの推薦はもちろんで
すが、「配置に見合う業務があること」「業務遂行のための
ノウハウ等を有していること」が前提となります。

②自己財源確保支援

■みらいへつなぐ応援交付金制度（新規）
応援したい地域自治振興拠点を指定した「ふるさと納税」

を交付金として交付する制度です。
地域自主組織等が活用する「ふるさと応援交付金」が「期

間制限なし」「市からの返礼品無し」の場合に限定されるの
に対し、この交付金はスタートアップ支援として期間が限定
されますが、一般的な「返礼品有り」の場合にも選択できる
ようにし、併せてふるさと納税ポータルサイト等での上位掲
載など、より注目されるよう支援します。

※あくまでもスタートアップ支援であり期間限定のものです。
目標設定金額や期間については事業計画を提出いただき、
市との協議により決定していきます。



②自己財源確保支援

■行政業務のアウトソーシング(公的業務委託)
■補助金等の優先配慮・配分

真庭市が行うべき業務のうち、地域に委託できるものを積
極的に業務委託していきます。

まだメニューは少ないですが、今後増えていく見込みです。
補助制度の優先配慮・配分については、まず拠点の運営団体
が「補助対象者」として認められることが一つのメリットと
なります。アウトソーシング同様、現時点では限られた事業
になっていますが、団体がやりたい事業について要望があれ
ば重点事項として考慮して行きます。

※公的業務委託、補助制度の優先配慮・配分については持続
可能な地域活動が行政目的と合致する場合の「協働」の考
え方で実施するものです。

その他、「地域自治振興拠点」を含む、地域づくり・地域自
治推進のための支援策の一部を資料編に記載しています

５ 地域自治振興拠点の支援策



地域づくり委員会、地域自主組織、邑づくり会議、地域自
治振興拠点運営団体の比較

（参考）

地域づくり委員会 地域自主組織 邑づくり会議

地域自治振興拠点
運営団体

みらいづくりセンター
指定管理者

目的
事業

市民と市が協働のもと
に地域づくりを進めると
ともに、市民の声を生
かし、市内各地域がそ
れぞれの特徴を最大
限に活用しながら継続
して活力ある地域づく
りを進める

市民と市が協働のもと
に地域づくりを進めると
ともに、市民の声を生
かし、市内各地域がそ
れぞれの特徴を最大
限に活用しながら継続
して活力ある地域づく
りを進める
（地域づくり委員会引
用）

左記の目的に加え、概
ね旧小学校区単位で
話し合いの場をもつ

域住民の主体的な取
り組みにより地域課題
の解決を図り、地域の
自立と共生の地域づく
りを実現し、もって地域
を未来に引き継いでい
くため、【団体】【活動】
【拠点】を定め、地域自
治に取り組んでいく。

利用
施設

集会所、コミュニティハ
ウスなど（目的制限あ
り）

集会所、コミュニティハ
ウスなど（目的制限あ
り）

―
地域自治振興拠点（目
的制限なし）

構成
エリア

旧町村単位
自治会、学区、大字な
ど（地理的範囲）

概ね旧小学校区 概ね旧小学校区

団体
構成

旧町村に所属する地
域自主組織等

一定の地理的範囲内
の自治会

自治会、ＮＰＯ、事業
者、公的団体など（制
限無し）

自治会、ＮＰＯ、事業
者、公的団体など（制
限無し）

補助金
地域づくり委員会運営
補助金

地域づくり事業補助金 なし なし

人的
支援

なし なし 集落支援員（兼任）
集落支援員（専任、兼
任）
地域おこし協力隊

ふるさと
納税

ふるさと応援交付金 ふるさと応援交付金 ふるさと応援交付金
みらいへつなぐ応援交
付金

条例や規程で位置づけられた組織
（行政組織の一部＝団体自治）

自立的、自発的にうまれた組織
（＝住民自治）

分類



１ 地域の未来について考え、話し合う

２ 推進主体（主体者）づくりと方向性、方針等の構想

３ 地域を巻き込んだ話し合い

４ 拠点の認定申請

・数名からでも構いません。未来を考えたとき、地域がどうあるべき
か？どうしていくべきか？おおむね旧小学校区の範囲内で、同じ思い
を持つ人を見つけ、話し合い、仲間を増やしていきましょう。
・最寄りの振興局にも情報共有をお願いします。力になれることもあ
ると思います。

・話し合いを重ね、地域を巻き込んでいく推進主体【団体】を組織し、
【活動】、そして活動を持続させていくためにふさわしい【施設】を見
据え、方向性や方針を描いてきましょう。目指す活動によっては諸手続
きや法的対応等が必要なこともあります。

・方向性や方針について、広く地域内の理解を得るための話し合いを進
めていきましょう。
・住民の考え方は様々で「巻き込んでいく」というのは容易ではありま
せん。小さな活動からスタートしてみる、あるいは外部の知恵や力を借
りるのも手です。

・【施設】【団体】【活動】の3つが固まったら、最寄りの振興局に申請
書を提出します。

６ 「地域自治振興拠点」設置の手順(例)

(メモ)

地域自治振興拠点を設置するには主体者の強い意志(立ち上がること)

と、たくさんの話し合い、そして地域の理解（共有・共感）が必要

になります。そのため時間がかかると思いますが、真庭市として拠

点設置を増やすことを目指していきます。行政が伴走することで地

域の考え方や段階に応じた様々な支援策を行っていきます。



７ 「地域自治振興拠点」に関するQ&A

１ 総論について
Q１ 地域の自立とは？
A１ 次代を担う人材の発掘や育成、そして運営費の確保などの経済的な面も含み
ますが、一番は、結や相互扶助精神の再興ような精神的な意味合いを強く意識して
います。

２ 認定要件について
Q２ 旧小学校区において、その地域に居住する住民を中心に構成すること の意
味とは？

A２ 関係人口など地域内外を問わず多様な人材の関わりを推奨する一方で、地域
を構成するのはあくまでも「そこに住む人たち」であり、その人たちの積極的関与
無くして自治は考えられませんし、この取組の恩恵や効果が最終的に居住する地域
や人に還元されることが目的であるため、こうした表現となっています。

Q３ 明確な意思と能力とは？
A３ 意思とは、「地域の自立」についての理解と、「自分たちがやるんだ」とい
う情熱や思いです。
能力とは、地域が目指す活動を実施していけるだけの力、次代を担う人材の発掘や
育成、そして運営費の確保の両面をもって活動を持続させていける力です。地域の
実情は様々であり、画一的に判断できるものではありません。中心となる方々と市
との幾度に渡る対話の中で確認していけるものだと考えています。

Q４ 公共施設の複合化・多機能化とは？
A４ 例えば、周辺に公共施設が複数あり、その機能を集約すれば「複合化」。ま
たコミュニティセンターの中で行政の窓口業務の一部を担う場合は「多機能化」と

いうふうに分類できると思います。これには慎重な議論が必要となります。ここは
地域と行政との話し合いの中で協議検討をさせてください。なお、総合センターの
ような「複合施設(それぞれ条例を持つ機能を一つの建物に集約させること)」とは
違うものです。

３ 地域の単位について
Ｑ５ なぜ旧小学校区なのか？地域自主組織よりも大きな単位となるが采配は振興
局が行うのか？
Ａ５ 今後人口減少や高齢化が一層進むと、今の地域自主組織などの枠組みでは対

応できない課題が増えてくることが予想されるため、課題が一定程度共有できる範
囲、またこれからを担う世代が繋がりを持つ範囲として旧小学校区規模を目指して
いこうとしています。
最終的な範囲決定については、行政が一方的に采配するのではなく、実際の活動の
聞き取り、また意見交換などさせていただきながら進めていきたいと考えています。



Ｑ６ 旧小学校区規模は大きすぎる。もっと細分化できないか？
Ａ６ 細分化するのであれば、基本的には既存の地域自主組織の枠組みを見直す
ことで対応していけるものと考えています。まずは様々な角度から未来について
考えていただき、その先のご相談とさせてください。前提として一定の活動の体
力があるところが要件であり、少ない戸数では今後厳しい面が多々出てくると考
えています。ただ、適正な範囲は地域ごとで差があることも理解しており、実際
の活動の聞き取り、また意見交換などさせていただきながら進めていきたいと考
えています。

Ｑ７ 地域づくり事業補助金の幅を広げればよかったのではないか？
Ａ７ この制度は、地縁によって構成される地域自主組織の活動とは別に、NPO
法人が入ったり、地場事業者が入ったり、範囲的にも構成員的にも「広い」団体
で、施設を使って地域振興をしたいというところがあれば支援できるように考え
たものです。地域づくり事業補助金の範囲を単純に拡張するのは目的と成果が市
が考えていることとは違います。

Ｑ８ 無理に枠組みに手を入れるようなことをせず、別の補助金等で対応すれば
よいのではないか？
Ａ８ 地域課題を解決する方法として「お金」という方法もあります。しかし
「人がいない」という根本的要因に対し、お金で対応するということは、「延々
とお金をつぎ込み続ける」ということです。それは持続的ではありませんし、そ
の間に地域の基礎体力はどんどん低下していくでしょう。
真庭市は、多少の困難があっても地域自治に向かっていこうとしています。

４ みらいづくりセンターについて
Ｑ９ みらいづくりセンターと地域自治興拠点との差はなにか？
Ａ９ 「みらいづくりセンター」は、一定の行政機能（福祉機能や社会教育機能、
加工場機能などの複合化）と地域自治振興拠点機能を持っている市の公共施設で
す。公共施設は本来収益を上げる想定はしていませんが、指定管理者制度を適用
し、指定管理者は施設を有効活用し自主事業で収益を上げることができます。な
お、管理者の常駐は想定していません。
「地域自治振興拠点」は、地域の方々が自立して地域自治をしようという施設で

あり、公共用財産（施設）以外なら制限はありません。また、地域の方が考える
「地域自治振興という単一目的」のために活用される施設です。
拠点の認定には「施設、団体、活動」の三位一体の認定要件があり、事業を永続
的に運営していくだけの能力や地域的な広がりがあるか、などを審査し、認定し
ます。



Q10 地域自主組織などは解体せよということか？
A10 その必要はありません。これまでの自治会や地域自主組織の規模の取り組
みは行いつつ、さらに大きな枠組みで考えていかなければならない場合に、地域
自治振興拠点を設けていくイメージです。もちろん、話し合いの中で一本化すれ
ば素晴らしいですし、一本化すれば地域づくり事業補助金なども活動に生かして

いくこともできます。

Ｑ11 市として「やってほしい」ということか？
Ａ11 今回の制度は画一的に推進していくものではなく、必要とする地域を支援

していくための「選択的制度」と位置付けています。

５ 活動について

Ｑ12 廃校利活用されているようなところがあるが、申請ができるのか?
Ａ12 この要件に合うようであれば、すでに活動している団体でも申請いただけ
ます。

Ｑ13．大半が地域の方だが、カフェをやってもらう方などと一緒にやるというこ
とは可能か
Ａ13．可能である。活動が広がったりコミュニティビジネスに広がったりしてほ
しい

６ 認定に向けての進め方について

Q14 どうやって進めたら良いかわからない?
A14 進め方に明確な答えはありません。とにかく数名からでも、未来を見据え、
同じ危機感や思いを持つ者同士で話し合ってみることから始まると思います。活
動も、最初から広域を巻き込もうとせず、小さな成功を積み重ねていくことで、

主体者側には自信や経験がつき、周囲の理解も広がってくると思います。
慌てずゆっくり進めていきましょう。市役所も後方支援させていただきます。ま

ずは振興局にご相談ください。
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