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はじめに  

私たちのまち鈴鹿市は，恵まれた自然環境の中，農林業や水産業が栄えるまち

であるとともに自動車産業をはじめとした数多くの企業が立地する工業都市と

して，また，モータースポーツ都市として発展を続けてきました。 

一方，市内各地域においても独自の歴史や文化，地域特性を生かした様々な取

り組みが行われ，「元気なまち，すずか」をかたちづくっています。 

本市では，平成 10 年から「わたしたちのまちは，わたしたちの手で」をスロ

ーガンに地域づくりを推進しています。しかしながら，少子高齢化の進行や価値

観の多様化などにより，地域では様々な課題も噴出しています。 

そこで，本市では，市民参加と協働により，住みよい鈴鹿市の実現を目指すた

めに，平成 24 年に鈴鹿市まちづくり基本条例を制定しました。本条例において

は，市民参加や協働，情報共有などの基本原則を定めるとともに，まちが元気で

あるためには，まず地域が元気になることとの考えから，まちづくりを推進する

仕組みの一つとして，「地域づくりの組織」を規定しています。 

また，総合計画２０２３では，協働のまちづくりにおける市民力の向上を図る

ため，前期基本計画内（平成 28 年度～平成 31 年度）で，市内全域に地域づく

り協議会を設立するとしています。 

各地域においては，自治会や各地域団体が創意工夫を凝らし活性化に取組ん

でいただいていますが，人口減少社会においては，地域でも人口が減り，今まで

の活動を維持することも困難な状況になってきております。それでも，いつ来る

と限らない大災害等の有事の際にも対応できるような「地域の力」が必要です。 

このような状況を踏まえ，これからも自分たちの地域が活力に満ちた住みよ

い地域であるためにはどうしたら良いかを地域づくり協議会という新たな枠組 

みでじっくりと検討していただきたいと考えています。 

このマニュアルが地域づくり協議会設立の一助となり，地域づくり協議会を

通じて，各地域が地域に誇りと愛着をもち，みんなの手による住みよいまちづく

りの活動が活性化を図ることができれば幸いです。 
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（１）本市が考える地域づくり  

 

近年いたるところで地域という言葉が注目されています。 

地方分権が進む中で，地域が自ら考え責任を持って，地域運営を行うことが求

められてきています。 

もともと日本では地域のことはお祭なども含め自主的に行う文化がありまし

たが，高度成長期において行政が担う分野が増え，地域という概念が縮小してい

きました。しかしながら，有史始まって以来の人口が減少するという社会に直面

し，社会環境が変化していく中で，すべてを行政が担うことが難しい状況になっ

てきています。 

そうした中で発生した東北の大震災では，あらためて地域の絆の大切さがク

ローズアップされました。また，自助，共助，公助という考え方の中で，まずは

地域自らが考え，行動していくことの重要性が明らかになっています。 

地域の様々な課題に関して，地域自らが考えた上で，協働という意識のもとに

行政と協議しながら地域運営を行っていくことが必要です。 

地域に愛着を持ち，地域の良いところを伸ばし，地域の未来を地域に住むみん

なで考え，より良い地域を作っていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域づくりの必要性  

 

社会が成熟し物質面での生活が豊かになる過程で，昔ながらの地域のつなが

りが希薄化しています。高度成長期，人もお金も余裕があった時代においては，

１ 地域づくりとは 

地域づくりとは・・・ 

この地域に住んで，本当によかった 

これからもずっと住んでいたい， 

そう思える地域を， 

そこに住む人が力をあわせてつくること 
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あれもこれも対応が可能でしたが，今後の人口減少社会においては，あれかこれ

かの選択が必要であり，また，すべてを他人任せにして今の豊かな環境を維持す

ることは難しくなっています。以下に示すように社会状況が変化する中で，あら

ためて地域にとって何が大切かを，地域の皆さんで話し合う必要があります。 

 

① 地方分権の推進  

  

人口減少・少子高齢化や社会の成熟化が進む今日の状況では，これまでのよう

な国が主導する画一的な中央集権型で多様な住民ニーズに対応していくことは

もはや困難となっています。地域のことは地域で決めるという考えのもと，各地

域が自ら創意工夫して個性を生かした政策を立案し，展開していくことが求め

られています。  

 

② 社会環境の変化  

 

人口減少・少子高齢化に加え，核家族化が進むなど社会環境が大きく変化して 

います。都市化が進む中で昔ながらの村社会の考え方も変わり，流動人口の増加

などもあり，地域の一員という感覚が希薄化しています。また，ライフスタイル

や価値観も多様化し，それに伴い住民ニーズも多様化しています。 
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（１）地域づくりの主体  

 

各地域では，学校や地区市民センターなど行政機関のほか，自治会や青少年育

成町民会議，体育振興会などの地域団体が活発に活動しています。近年では，

様々なニーズに対応するため，ＮＰＯとして活動する団体もあり，一部では法人

格を取得し，お金を稼ぎながら公益的な活動を行う団体も現れました。また，Ｃ

ＳＲなどの社会貢献活動が注目される企業や事業所も各地域に存在しています。 

このように地域では様々な主体が存在しています。  

 

（２）地域づくり協議会のイメージ  

 

これまで高度成長期においては，様々な団体が地域の必要に応じて設立され，

行政の支援により活動してきました。しかしながら，今後の人口減少社会におい

ては，人材や資金の不足も懸念されています。 

このような状況の中では，地域がネットワークを組み，一体となることにより

今一度地域のあり方についてみんなで考える必要があります。 

「私たちのまちは私たちの手で」という考え方のもとに，地域の様々な主体が

連携・協力することで，地域を活性化する様々な可能性を生みだすことができま

す。 

 

（３）地域づくり協議会とは  

 

各地域では自治会などを中心に多数の地域団体が「安全安心で住みよいまち」

を目指して，それぞれに活動しています。もともと自然環境が豊かであった鈴鹿

市ですが，産業の発展や外国人人口の増加など様々な変化もあり，地理，歴史，

文化的要因も絡み，多種多様な地域の特性が表れています。また，地域特性に応

じた様々なニーズや課題も発生しています。  

こうした地域の特性も生かしつつ，地域の課題を解決するためには，地域の特

性を一番良く知っていて，地域に対して愛着を持っている地域住民の皆さんが，

２ 地域づくり協議会とは 
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自分たちの理想とする地域像を自分たちで考えていくことが大切です。それが，

地域にあった課題解決につながり，効率的で満足度の高いまちづくりにつなが

ると考えます。  

このような住民満足度の高い新しい地域自治の実現のために，行政とともに

地域の皆さんが連携・協力して住みよい地域をつくりあげていく組織が「地域づ

くり協議会」です。  

 

《地域にある多様な主体のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《地域づくり協議会のイメージ》 
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（４）地域づくり協議会の可能性  

 

① 地域づくり協議会の意義  

 

地域づくり協議会が設立されることにより，地域内の各種団体などが連携・協

力・対話することで，それぞれの地域が特色を生かしながら地域課題を自ら解決

する可能性が広がります。  

 

ア 地域の絆づくり  

   

地域の絆の希薄性が指摘されて久しくなりますが，近年起こった大規模

災害の際には，この地域の絆があらためてクローズアップされました。発生

時の避難及び発生後の心のケア等も含めて，地域に暮らす上での絆づくり

の重要性が叫ばれています。 

この地域づくり協議会の取組をとおして，あらためて地域に愛着を持ち，

顔が見える関係をつくることの大切さを考えることが重要です。物質面で

は豊かになった時代ですが，いざというときには，やはり人と人の関係が重

要になります。地域の中で互いに助け合い，支えあいながら，安全・安心に

暮らすためにも，今一度地域の絆づくりが必要です。  

 

イ 地域課題の把握  

 

現在も，安全・安心なまちを維持するために，地域内の各種団体が活発に

活動していただいています。しかしながら，個々に活動し，連携や情報共有

がうまく図られていない事例や，活動の回数や類似した内容など，負担が大

きくなっている事例も見られます。 

地域においても人口が減少する中で，本当に必要な活動等を地域の皆さ

んで話し合って決めていくことが大切です。 

これまでやってきたから，また，既存の補助金を使いきるためという事業

ではなく，住民の満足度を高めるには何が必要かを考えて，そこに力を入れ

ていくことが望まれます。 
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そのためにも，地域への愛着づくりや絆づくりをとおして地域での一体

感を強めた上で，地域内の課題解決を図ってきた団体がネットワークを組

み，地域づくり協議会という場で情報を共有し，改めて同じテーブルで話し

合うことにより，本当に必要な課題を把握することが大切です。 

 

ウ 役割分担と効率的な地域活動  

 

地域づくり協議会としてネットワークを組んだ上で，見えてきた課題を

いかに解決に導いていくかを考える必要があります。 

役割分担の考え方としては，補完性の原理に基づいて整理することが有

効です。 

  

 

 

 

 

 

これを地域で考え，まず個人や家庭，単位自治会や個々の団体でしっかり

と取り組めること，あるいは，もう少し大きな地域として取り組むほうが効

率的で効果が出るもの，協働で連携しながら取り組んだほうがよいものな

どを検証・整理し，役割を分担していくことが大切です。 

また，それぞれの役割分担を考えた上で，無理のない効率的な活動を行え

るようにすることも大切です。  

 

② これからの地域運営 

 

現在，市内全域で地域づくり協議会（設立準備委員会を含む）が設立されてい

ますが，それぞれの運営の中心は，地区自治会連合会（自治会長会）や公民館運

営委員会等の地域団体の場合など様々です。 

設立範囲も，原則小学校区としていますが，本市のまちのなりたちや地域づく

り施策の経緯から，一部，地区市民センター所管区域などで設立している地域も

自助 … 個人でできることは個人で解決する 

互助 … 個人でできないことは家族がサポートする 

共助 … 家庭でできないことは， 

地域あるいは NPO がサポートする 

公助 … それでも解決できないことは行政が取り組む 
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あります。 

今後，効率的で効果的な地域運営及び行政運営が行われるためには，一定の統

一した地域組織体制の整備が必要と考えています。 

そこで本市では平成３０年度を目標に市内全地区での地域づくり協議会の設

立を目指し，地域と行政の協働と対話による新しい地域運営体制の構築を目指

します。  

 

ア 協働によるまちづくり  

 

本市では，「わたしたちのまちはわたしたちの手で」のスローガンにある

ように，地域でできることは可能な限り地域に委ねることを基本に地域の

個性を生かしたまちづくりを目指しています。そのために，今後地域づくり

協議会が活動していくに当たっては，地域の自主性や自律性が十分に発揮

できるよう配慮しつつ，地域づくり協議会と市との間で，しっかりとした協

議を踏まえて，適切な役割分担の下に協働によるまちづくりを行っていき

ます。  

 

イ 市民が主体のまちづくり  

 

鈴鹿市まちづくり基本条例にも規定していますように，まちづくりの主

体は市民です。また，地域のまちづくりの主体はその地域の住民です。今日

よりも明日がさらに良い地域になるように住民自らが話し合い，協力して

取り組むことが大切です。 

総合計画２０２３では，市民主体のまちづくりを進めるため，地域づくり

協議会によって地域計画を策定していただき，総合計画２０２３の後期基

本計画に位置づけることとしています。理想の地域像を設定し，理想のまち

になるには何をなすべきかを一緒に話し合いましょう。 

地域づくり協議会を説明する際に，よく「課題の解決に取り組む」という

フレーズが使われ，「大変そう」など後ろ向きな印象を持っている人もいる

かもしれません。ただし，こんなまちになったらいいな，こんなまちだった

らずっと暮らしていきたいなという夢を語り，実現に向けて頑張った結果，
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課題の解決につながったという事例もあります。 

「安全安心で，住みよいまち」，これは鈴鹿市全体，また各地域の願いで

あると思います。そういった願いを皆さんで語り合える場，それが，地域づ

くり協議会であり，今後大切な役割を担う組織です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

地域づくり協議会を設立するには，連合自治会等地域の母体となる団体の役

員，地域づくりのコーディネーターである地区市民センター所長，地域づくり支

援職員，そして市地域協働課の職員が連携し，協議しながら，地域にあったスケ

ジュールを組んで一歩ずつ進めていくことが重要です。 

以下に，設立までのスケジュール参考例を示し，項目ごとに見ていきます。 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

4

5

6

7

8

9

10

11 ○

12

13

　③計画書案作成

地域ボランティア（サポーター）登録

　①地域への募集と登録

　⑦各団体等の規約等の改正着手

　⑧事業案，予算案の検討（H32の）

協議会設立総会準備⇒協議会設立

地域計画策定

　①策定委員選出

　②会議等への参加（ワークショップ等）

　①目標像，取組方針の検討，設定

　②テーマ別検討会（福祉，子ども，防災等）

　③事業の整理

　④方針ごとの具体な取組の検討（中期の）

　⑤組織体制の検討

　⑥役員の人選，規約の作成

H31年度活動団体補助金申請

地域内の実態把握

　①アンケート調査実施

　②　　〃　　　集計分析，結果広報

　③自治会，各団体ヒアリング

協議会設立（地域計画策定）に向けて

　　　〃　　　全体説明会（各団体代表等）

地域内への周知・広報

H30年度事業計画，予算の作成

H30年度活動団体補助金申請

研修会，勉強会

H31年度事業計画，予算の作成

項　　　目
H30 H31

準備委員会役員会

３ 地域づくり協議会の設立 
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設立準備委員会が未設置の場合 

 

（１）勉強会の開催  

 

永続的な活動を行う地域づくり協議会を設立するためには，まず地域づくり

活動団体として設立準備委員会を設置していただき，補助金なども活用して，協

議会の組織構成や規約，目的，事業などを検討していただくこととしています。 

設立準備委員会の活動をとおして，地域づくり協議会を設立する背景やその

必要性について，地域の方々に十分理解していただくことが大切です。 

そこで，準備委員会を立ち上げるに当たり，自治会，青少年育成町民会議，体

育振興会，地区社協，学校運営協議会などの各種団体や地域に関わる方たちを幅

広く集めて勉強会などを開催していただくことが必要です。 

勉強会では担当職員による概要説明や質疑応答をとおして，地域づくり協議

会設立の理解を深めていきます。  

 

（２）地域関係団体への呼びかけ  

 

設立準備委員会の立ち上げに当たっては，地域内の単位自治会を始め，青少年

育成町民会議など地域の主要な団体の賛同を得ることとしています。地区主要

団体の代表者の方々を中心に集まっていただき，勉強会等をとおして，準備委員

会設立の機運を高めていきます。 

なお，地区市民センター所長は，コーディネーターとしてサポートします。 

 

（３）準備委員会の設置  

 

地域づくり協議会の設立に当たっては，組織構成や規約，役員，事業計画，予

算案など多くの事項を検討していただく必要があります。これらの事項を検討

することが地域づくり協議会設立準備委員会の役割になります。 

設立準備委員会の設置に当たっては，地域協働課と随時協議しながら進めて

いくことになります。 

準備委員会の設置までの流れは以下のとおりになります。 
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① 中心母体（メンバー）の選考 

 

設立準備委員会のメンバーは，地域の各種関係団体の代表者や経験者など

住民の中の幅広い層から集めていただくことが理想ですが，スタート時点と

しては，既に地域の様々な関係者等を網羅している既存団体を母体とすると

スムーズな流れになります。 

これまでも地区自治会連合会，青少年育成町民会議，公民館運営委員会な

どが母体となって設置されている場合が多くみられます。 

地域によって状況は異なると思いますが，まずは地域の実状に応じてスム

ーズにスタートできるようにすることが重要です。 

 

② 組織のイメージづくり  

 

準備委員会の母体や主要メンバーが決まりましたら，準備委員会をどの

ような組織としてスタートするか協議していく必要があります。コーディ

ネーターである地区市民センター所長と連携しながら他地区の先行事例を

参考に組織イメージをつくっていきます。 

具体的なものとして，地域の範囲をどうするか，その範囲にした際にどこ

までの団体に参加を呼びかけるのかを考える必要があります。 

また，地域づくり協議会を設立するに当たり，部会や事業を考える際の資

料にするため，地域課題について洗い出しをすることが大切です。アンケー

トの実施や懇談会の開催などをとおして，地域の声を集めることも有効で

す。  

 

③ 地域の範囲の確認  

 

本市においては，各地区の地区市民センターが，市の出先機関として窓口

業務を行うとともに地域活動の支援も担っています。 

本市では，地区市民センターが所管する２３の地区と，右肩上がりの時代

の人口増加の影響で３０にまで増えた小学校区があります。また，生涯学習
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の拠点施設として概ね小学校区に一つずつ３１の公民館が設置されており，

地域や年代によって，また地域団体によって，「地域の概念」にかなりの差

が出ています。 

本市が進める地域づくりは，２０年後も３０年後も，子どもから大人まで

身近でコンパクトなコミュニティとしてつながっていける地域をつくるも

のです。小学校や PTA 活動等で培ったつながりや活動経験を通じ，顔と顔

がわかり，身近な地域として認識できる小学校区を，協議会の設立範囲の原

則として設定しています。 

まずは，協議の上，一定の結論を得て準備委員会の範囲を決定し，準備委

員会の中で近隣地区の動向も踏まえて最終決定していくことになります。 

    

④ 地域内活動の整合確認  

 

地域の範囲を決定した際には，地区自治会連合会など，地域の既存団体に

報告し，範囲の重複やどこにも属さない地域がないように確認・調整を行う

必要があります。 

 

  ⑤ 地域懇談会の開催 

 

   組織イメージが固まりましたら，組織案，事業案等を作成し，改めて地域

の各種団体等を集めて，懇談会を開催します。その中で，目的や方向性，今

後のスケジュールや事業展開などについて協議し，合意を得て，準備委員会

としてスタートすることになります。 

    

  

  

 

 

 

 

 

■地域づくり活動団体設置事業補助金（20万円）の申請 

  地域での合意を得て，地域づくり活動団体として準備委員会での活動

を行うに当たり，市では補助金を交付しています。 

この補助金は，地域づくり協議会の設立促進を目的としています。準

備委員会の会議や運営，地域住民への周知，勉強会や講演会の開催，ま

ちづくりの事業に要する経費などに活用いただき，地域づくり協議会の

設立を目指していただくことになります。 

   申請書の提出については，地域協働課と随時協議の上，進めてくだ

さい。 
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（４）準備委員会における検討 

 

  ① 地域内への周知・広報  

 

準備委員会を設置し，地域づくり協議会の設立に向けて活動を始めるに

当たっては，地域への周知がとても重要です。 

地域づくり活動を身近に感じ，気軽に参加していただけるよう，定期的に

広報を発行するなどして，積極的な情報提供に努めましょう。 

 

② 地域内の実態把握（アンケート実施・集計・分析） 

 

 地域の実態を把握することなしに地域づくりを進めることはできません。 

市が示す地域カルテや行政情報などをもとに地域データを把握し，改めて 

地域を検証するとともに，そういった地域を住民がどのように感じている 

かを把握する必要があります。 

アンケートを実施したり，事業実施に当たって声を聞く機会を増やすなど 

して，住民の思いや課題の把握に努めることが重要です。その際には，各世 

代から意見を集めるなど，様々な層の声を聞く意識を持つことが大切です。  

 

③ 自治会・その他団体・公民館事業等の棚卸し（団体や事業一覧の作成） 

  自治会・各団体ヒアリング 

  

先にあげた実態把握の一つですが，地域内にはどのような団体が存在し， 

  どのような活動を行い，活動する上でどのような課題があるのかを把握す 

る必要があります。地域づくり協議会設立時における組織構成や役割を定 

めていくための材料としてアンケートなどをとったり，ヒアリングなど通 

じて事業の一覧などを作成することが有効です。 
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（５）協議会設立（地域計画策定）に向けて 

 

① 目標像，取組方針の検討，決定 

 

 地域や地域団体の実態把握を行った上で，将来に向けて，自分たちの地域 

はどのような姿になっていればよいか，どのような地域を目指したいかを 

話し合い，目標像や，大きな取組方針を決めることが大切です。 

ここでの議論が，地域づくり協議会の目的や事業に反映されることにな 

ります。 

 

② テーマ別検討会 

 

 大きな目標像を踏まえて，地域の実態調査で見えてきた地域の課題など 

をテーマに設定し，一つひとつのテーマごとに，ワークショップ形式などを 

用いた検討会を開催することも大切です。 

それぞれの課題について議論を深めた上で，解決に向けての方向性や取 

組方針を導き出し，次の段階における具体的な事業計画等につなげていき 

ます。 

 

③ 事業の整理 

 

 検討会等で導き出した解決に向けての方向性や取組方針を念頭におき，現

在地域で行われている活動や事業を整理します。回数が多い，類似する事業

があるなどの場合，どのようにすれば効率的に効果的な活動や事業になるか

を考えます。 

 

④ 方針ごとの具体な取組の検討（中期の） 

 

 テーマ別検討会や事業の整理で導き出した方針をもとに，具体的な取組 

を検討します。その際，地域計画が 4 年間の中期計画であることを踏まえ， 

単年度ではなく，中期的な取組を検討します。 
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⑤ 組織体制の検討 

 

 地域課題を洗い出し，棚卸しした事業を整理した結果，本当に必要とする 

組織体制を検討することになります。 

縦割り行政の影響もあり，資金の受け皿とするため，すべての組織がすぐ 

に廃止・統合できるものではありませんが，地域に役員のなり手がいないと 

言われる現状の中で，随時体制を見直していく必要があります。 

そうした中で，各地域団体を福祉や青少年などの分野に割り振った部会 

制が有効と考えています。各部会の中で事業を棚卸しし，組織や事業の統合 

や連携を検討・整理し，効率的な地域運営につなげることが重要です。 

 

⑥ 役員の人選 

 

 組織体制が固まりましたら，主要な役員の人選を行っていきます。地域の 

規模等によって状況は異なりますが，地域の状況を見て適正な配置を検討 

していきます。 

 地域づくり協議会の設立に当たり，また仕事が増えるだけではないかと 

いう声がよくありますが，そのようなことではなく，一部の人だけの負担と 

ならないよう配慮することが大事です。自治会長や各種団体などの要職の 

経験者をうまく配置するなど先進事例も検証して，地域の実情にあった配 

置が必要です。 

 また，各世代や各分野の代表を配置するなどして，得意分野を生かしつつ， 

サイクルしやすい組織構成を考える必要があります。 

 

⑦ 規約の作成，各団体等の規約等の改正検討 

 

地域づくり協議会は，地域で信頼されるために，民主的で透明性を確保 

した活動を行うことがとても重要です。そのためにも公的な団体として， 

しっかりとした規約を定める必要があります。 

組織体制や役員体制，重要事項を決定する総会などについても規約で定 
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めることになります。先進事例を研究した上で，地域の実情に合った規約を 

しっかりと議論して作成していただくことがとても重要です。 

規約例を掲載しますので，参考にしてください。 

また，地域の各団体は，地域づくり協議会の構成員となりますので，協議 

会の規約の内容によっては，各団体の規約を一部改正するなどが必要とな 

る場合がありますので，必要に応じて改正の手続きを検討してください。 

 

⑧ 事業案・予算案の検討（中期・単年度） 

 

 組織体制と運用できる総予算額が固まりましたら，総予算額の枠内で必 

要な事業を検討することになります。 

 準備委員会においては，地域づくり協議会を設立することが大きな目的 

ですので，会議や研修等の費用に充てていただくとともに，地域内への周知 

を行う広報事業が重要です。その他，地域の絆づくりや地域への愛着を深め 

るなど，話し合いの中で必要とされるまちづくり事業に活用していただけ 

ます。 

 事業や予算の計画及び執行に当たっては，地域住民へしっかりと説明で 

きるようにすることが重要です。 

 

 

（６）協議会設立準備 

 

 準備委員会において，地域課題を洗い出し，棚卸しした事業を整理した上 

で，組織や規約，役員，事業，予算等について十分に協議し，案を固めた後 

に総会を開催し地域づくり協議会の設立について承認を得てスタートする 

という流れになります。 

 総会を開催し承認を得て市に認定申請するために，詳細について改めて 

確認します。 

 

● 名称  

名称には，必ずしも「地域づくり協議会」という言葉を含む必要はあり
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ませんが，他の地域団体と誤解を招かれないように配慮してください。ま

た，その地域づくり協議会の区域がどの地域を範囲としているのか，わか

るようにしてください。 

 

● 事務所  

地域づくり協議会として活動していく上で，話し合いをしたりする 

拠点となる施設が必要となります。現時点では原則として公民館を活動 

拠点とし，連絡先とします。 

 

● 目的  

目的については，それぞれの地域の状況や課題の違い，また，これまで

の歴史や文化などの違いにより，地域の差が出てくるものと考えていま

す。地域の特色としてとらえて，地域の皆さんが愛着が持てるような内容

をしっかり検討してください。 

 

● 区域  

区域は，既存の地域団体の状況も見ながら，地域団体や住民が活動しや

すい範囲とし，原則小学校区を単位としてください。 

地区市民センター所管区域と小学校区が異なる地域などでは，範囲が

重複するなどの自治会があります。地域住民の合意をとった上で，行政と

ともに隣接地区との調整を進めます。 

 

● 構成員  

地域づくり協議会を構成する個人あるいは団体等を構成員として定め

ます。構成員は，区域とともに地域づくり協議会を形づくる上での大変重

要な項目です。協議会の構成員は，その地域に暮らすすべての人々が対象

となるようにしてください。 

 

● 組織  

組織は，決まった形というのはありませんが，今後の効率的でスリムな

組織体制を目指すために分野ごとに既存の地域団体が集まって構成する



18 

 

部会制を推奨しています。地域の状況に合わせて，事業や組織間の連携や

見直しを随時行っていくことが重要です。 

また，地域づくり協議会の基本原則は民主的で透明性を確保した活動

です。開かれた組織として，広報や総会等をとおして，住民に認識してい

ただくことが大切です。 

組織図的には民主的な運営を確保する目的から，組織の最上位に総会

を置くことになります。その下には，組織を統括する役員会，全体の調整

などを行う事務局，具体的な活動を推進するための部会などを設置して

おくことが一般的です。  

 

● 役員  

それぞれの地域や地域づくり協議会の規模や特徴により，必要な役員

の性質や数は異なると思いますが，必ず代表者として会長等を置いてく

ださい。その選出に際しては，透明で民主的な手続きを踏まえることが何

よりも大切ですが，負担や権限が一人にかからないように副会長や事務

局長などを設置して役割分担を行うことが重要です。役割を分担するこ

とで役職を交代するときもスムーズなものとなり，活動が永続的なもの

となります。  

また，女性や若者の登用も大きな意義があります。災害等の有事の際も

含め，何事においても多様な視点を生かすことにより，すべての住民がの

びのびと活動しやすい組織となります。地域の声を幅広く受け止め協議

するという地域づくり協議会の主旨にのっとって，多くの女性や若者が

役員として主体的に参加していけるよう積極的に登用してください。  

規約の中では，役員の任期や選出方法あるいは役員報酬の有無等につ

いても明確に規定することが望ましいと考えます。地域づくり協議会の

規約に基づいて役員報酬を支払うことは可能です。ただし，現時点では市

からの補助金を役員報酬に充てることは認めていません。 

今後，補助金の交付金化や事務局手当等については検討を進めます。 

  

● 事業  

規約に規定する事業は，合意を得て決められた目的を達成するために，



19 

 

地域づくり協議会が取り組む活動をあげることになります。十分な話し

合いを経た上で，自分たちの目標を深く理解し，それに沿った事業を設定

することが大切です。規約に規定した事業内容をもとにして年度ごとに

詳細の事業を決めていくことになります。  

 

● 規約  

名称は，規約，会則等決まったものはありません。ただし，この規約が

地域づくり協議会の活動の根本となりますので，先進事例等も検証しな

がらしっかりと協議の上，内容を決定してください。 

 

● 財源  

地域づくり協議会の財源は，市からの補助金，寄付金，会費などが考え

られます。会費に関しては，地域づくり協議会独自で個人及び団体から会

費を募ること，また，自治会等に会費を取りまとめていただくなどの方法

があります。地域内の企業等とも連携し，賛助会員として寄付をいただく

などの方法もあります。  

今後はコミュニティビジネス等，地域づくり協議会に付随して法人格

を持って収益活動を行う方法なども皆さんと一緒に研究していきたいと

考えています。  

 

   ● 地域計画 

    地域づくりを行う上では，予算等も含めて，計画を立てて実行していく 

   ことが重要です。 

準備委員会においては，まずは地域づくり協議会の設立までのスケジ 

ュールを立てながら，地域計画策定に向けての検討や議論も合わせて進 

めていけるよう，協議会設立計画をたてていただきます。 

地域づくり協議会においては，現時点では単年度の予算・事業案を立て 

て活動していただいていますが，平成３０年度３１年度の２ヵ年で，地域 

の将来像を描き，着実に実行していただけるような中期的な地域計画を 

策定していただきます。平成３２年度以降は，，その計画に基づき，活動 

していただくこととしています。 
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● その他  

（ア） 総会  

総会は，地域づくり協議会の最高決定機関です。総会の開催方法に

ついては，構成員全員が出席する方法もありますが，代議員制とする

方法が一般的です。また，その議決方法についても規約で定めること

になります。  

総会では，事業計画・予算・決算の報告，役員人事，規約の改廃・

変更に関することなどを協議し，決定します。  

（イ） 役員会  

役員会は，規約に則り，選出された役員によって構成されます。役

員会では，事業計画案や予算案，規約案等の検討や作成，その他重要

事項について協議します。 

（ウ） 役員の職務  

一般的に会長，副会長，事務局長，会計，書記，監事などを役員と 

して配置するのが一般的です。主な職責としては，規約例をご覧くだ 

さい。  

（エ） 監査  

地域づくり協議会の運営経費は，財源の欄でも記載しましたよう

に，市からの補助金に加え，構成員等からの会費や寄付金などで賄い

ます。市の補助金は公金ですので，市もチェックを行いますが，地域

から集めたお金は地域でしっかりとチェックすることが必要です。

監事等の担当が監査した上で総会の場で報告し，承認を受けますが，

公的な団体として地域の承認を得るためには，分かりやすくオープ

ンな会計処理を行う必要があります。 

（オ） 部会  

地域づくり協議会には，地域づくり協議会の様々な活動の実働を

担う組織として，分野ごとに部会を設置することを推奨しています。

部会では，部会単位の活動の企画・立案・予算の検討を行うことにな

ります。  

地域づくり協議会を構成する各団体が各部会に所属し地域づくり
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協議会を構成することになりますが，基本的には，地域づくり協議会

に参加することで，各団体の活動内容がすぐに変わることはありま

せん。ただし，今後効率的で効果的な地域運営が求められる中で，団

体間の統廃合も含め，本当に必要な事業や組織形態を模索していた

だくことになります。  

（カ） 事務局  

地域づくり協議会を運営するに当たり，各部会の運営・活動等につ

いて部会相互間の調整等を図る役割として，事務局の設置が望まれ

ます。事務局は地域づくり協議会の中に必ず置かなければならない

組織ではありませんが，地域づくり協議会全体を横断的に見ながら，

役員会と部会をつなぐ役割として，必要性の高い組織であるといえ

ます。  

（キ） 会計年度  

地域づくり協議会の会計年度については，本来制約されるもので

はありませんが，市の補助金等が財源となるため毎年 4 月 1 日から

翌年 3 月 31 日までとすることを推奨しています。  

（ク） 会計帳簿の整備  

地域づくり協議会の活動資金は，公金として扱われるべき性質の

ものです。説明責任を果たすため，会計監査も実施し，会計帳簿も常

に整備しておく必要があります。地域の信頼を得るためにも可能な

限りオープンなものとしておくことが重要です。 

 

（７）地域づくり協議会の設立  

 

準備委員会において，地域づくり協議会での活動の詳細を十分に協議された

ことを受けて，地域づくり協議会の正式な設立へ動いていただくことになりま

す。 

設立に当たっては，地域に周知した上で，総会を開催することになります。こ

の設立総会で承認を受けることにより，地域の皆さんに地域づくり協議会が認

められたものとなります。  

また，設立総会開催日が地域づくり協議会の設立された日とします。  
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（８）認定申請  

 

設立された地域づくり協議会を公的な団体として市が認定するために，設立

総会後，地域づくり協議会認定申請書を総会において承認された規約，構成員名

簿を添付の上，提出していただきます。  

地域づくり協議会は，地域住民が立ち上げた任意団体ではありますが，今後，

市と協働して地域自治を担うパートナーであり，公的な団体であることを認定

しようとするものです。 

 

（９）市長の認定  

 

地域づくり協議会より地域づくり協議会認定申請書が提出され，市長が適当

と認めたときは，認定通知書を通知します。 

 

（１０）補助金交付申請 

 

 地域づくり協議会が市長に認定されると地域づくり協議会補助金の交付対象

団体となることができます。補助金の交付を受ける場合には，市へ補助金交付申

請書を協議会届出書，協議会事業実施計画書，収支予算書を添付して提出してい

ただきます。 

 市では内容を審査し，適当と認めた場合に補助金交付決定通知書を通知いた

します。交付決定を受けて補助対象事業を実施していただきます。 

 事業の目的を達成するため事前に交付金が必要である場合は，補助金概算払

請求書を提出することにより概算払いをすることができます。 

 

（１１）実績報告 

 

 補助対象事業については，当該年度の３月末までに完了報告をしていただく

ことになります。事業完了報告書に事業実施報告書，収支決算書及び領収書の写

し等費用を支払ったことを証明する書類を添付して提出していただきます。 
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 なお，補助金については単年度精算となりますので，概算払いをした場合で，

残額が出た場合には戻入処理を行っていただきます。 

今後は，限られた予算を有効活用する上でも，繰越も含めて，一括交付金化を

検討しています。予算の配分等について，地域もしっかりと責任を持つことが前

提になりますが，地域にとって使いやすい交付金制度を協議していきます。 
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市では，平成３０年度内に市内全地域で，設立準備委員会を含めた地域づ

くり協議会の設立を進めており，平成３１年度末には，すべての地域で地域

づくり協議会が設立していることを目標としています。 

本書も参考にしていただき引き続き設立を推進していきますが，組織の

設立だけが最終的な目的ではありません。 

この地域づくり協議会をとおしてあらためて地域を知り，自治のあり方

を考え，住みよいまちをみんなでつくることが目的です。 

既に地域で頑張っていただいている方々がより活動しやすくなり，それ

を見てたくさんの方が参加していただけるような制度や組織体制を地域の

皆さんと一緒に構築できれば幸いです。 

これからも協働という考え方の中，お互いを理解し，尊重し，協力して，

住みよいまちづくりを目指して協議しながら進めてまいります。 

 

◎ 地域づくり推進本部 

  

それぞれの地域が元気になることが，まちの活性化につながります。そこ

で，本市では，市長を本部長とした地域づくり推進本部を設置し，全庁的な

体制で地域づくりに取り組んでいます。 

地域づくり推進本部は，市長を本部長，副市長を副本部長，上下水道事業

管理者・教育長・消防長を副本部長補佐，各部長を本部員とし，市内各地域

での地域づくりの進捗状況等を検証するとともに，今後の地域と市の役割分

担についても検討することとしています。 

地域づくりの具体的な支援については，地区市民センター所長を地域づ 

くりコーディネーターと位置づけ，引き続き支援にあたります。 

また，平成 28 年度から 4 年間については，前期 2 年を協議会の設立再

編強化，後期 2 年を地域計画の策定支援期間と設定しており，次長以下主幹

級以上の職員が地域づくり支援職員となり，各地区の地域づくり支援を担当

しています。支援職員は，地域づくり協議会の設立に向けて，一緒に協議に

参加し，また地域計画策定に当たっての作業等の支援にあたります。 

４ これからの地域づくり 
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平成３２年度以降は，支援職員は地区市民センター職員のみが担う体制に

戻りますが，この４年間で地域が自立できる体制を整備していきます。 

今後も地域住民の皆さんが主体となって地域づくりを進めていくことに

変わりはありませんが，一定の職員を地域づくり支援職員として位置づける

ことにより，全庁体制で地域づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

（１）なぜ地域づくり協議会が必要なの？自治会（連合会）ではだめなの？  

 

自治会は，今も地域の課題を解決する，地域で一番身近な，なくてはならない

組織です。また，自ら治めるという自治の考え方はとても大切であり，地域づく

り協議会も基本的には同様の考え方となります。 

しかしながら，近年では若者や単身者などを中心に自治会加入率も低下して

きています。また，右肩上がりの時代に多数設立された地域団体やＮＰＯなどが

地域に多数存在し，個々に活動しています。 

大地震など地域に有事があった際には，自治会への加入・非加入に関わらず，

地域全体として対応を考えることが必要となります。そのような状況の中では，

地域住民のすべてを構成員とするという地域づくり協議会の考え方が必要とな

ります。また，人口減少社会に突入し，地域の担い手不足が叫ばれる中，地域内

の各種団体が地域づくり協議会の名の下に集まり，地域にとって本当に必要な

組織や事業を考えることが必要です。 

 

（２）地域づくり協議会と自治会（連合会）の位置づけは？  

 

地域づくりの基礎は自治会活動にあり，本市の地域づくりの推進にあたって

は，自治会と密接な関係が必要です。 

地域づくり協議会の活動において，課題等の把握，取組方針や事業計画を検討

するには，特に自治会（連合会）が深く関わり中心的な存在になるとともに，実

５ よくある質問 
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施に当たっての大きな協力母体となります。 

単位自治会は，これまでどおり，単位自治会の範囲内においてまちをよくする

自治会活動を行っていただきます。地域づくり協議会の区域においては，単位自

治会は協議会を構成する一つの地域団体として参画をしていただくことになり

ます。 

地域づくり協議会の組織には，その中心として自治会関係者が多数関わって

いるのが一般的です。よって，地域づくり協議会と地区自治会連合会は密接な関

係となりますが，自治会関係者の他に様々な団体の代表者が参画する地域づく

り協議会が地域の声を反映する地域を代表する組織としてふさわしいため，そ

れぞれの役割分担を行った結果，統合していくこともあるかと考えます。 

 

（３）地域づくり協議会の構成員は？ 

 

地域づくり協議会は，その地域に暮らす住民をはじめとして，その地域で活動

する自治会や各種団体等により構成されます。活動内容を幅広く知らせること

により賛同者を増やし，ぜひ参加したい，また，参加しやすい事業や組織運営を

行うことで活動の幅を広げていくことが大切です。 

 

（４）地域づくり協議会と他の地域団体の関係は？ 

 

地域づくり協議会は，その地域に暮らす住民をはじめとして，その地域で活動

する自治会や各種団体等により構成されます。地域の中には自治会のほかにも

青少年育成町民会議や体育振興会など多数の地域団体が活動しています。 

地域づくり協議会では，これらの地域団体が構成員となり各部会を組織する

ことで，お互いが連携し，地域にとって本当に必要なことは何かを話し合ってい

ただきたいと考えています。その過程で事業や組織の見直しなども検討してい

ただければと思います。 

 

（５）地域づくり協議会の区域は？ 

 

本市の地域づくり協議会は，原則小学校区を設立範囲としていますが，本市の
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ように人口動態の変化により小学校の増設や通学区域の弾力化の結果，世代ご

とに地域の捉え方が違う場合があります。近隣自治会とも調整した上で，自分た

ちが活動しやすい区域を選択していく必要があります。 

 

（６）地域づくり協議会と市との役割分担は？ 

 

地域づくり協議会は，その地域に愛着を持ち，状況を知っている住民や団体等

により構成されますので，地域が主体性を持って進めることが重要です。地域と

行政は，要望要求という関係ではなく，地域を良くしたいという共通の目的を達

成するためのパートナーとして，状況に合わせて，適切な役割を協議しながら，

分担をしていくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



28 

 

 

 

（１） 鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金交付要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は，地域住民が主体となって地域づくりに関する事業等を実

施しようとして自発的に設置された地域づくり活動団体に対し，その事業の

経費の一部を予算の範囲内で補助することにより，住民主体のまちづくりの

推進を図り，もって地域づくり協議会の設置を促進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

 （１）地域づくり 住民相互の協力によって，自己決定及び自己責任による

まちづくりのための活動を実施することをいう。 

 （２）地域づくり活動団体 地区市民センターの所管区域，小学校の区域又

は公民館の区域において，地域づくり又は地域づくりに資する人材育成

のための事業等（以下「補助対象事業」という。）を実施する自治会，

町民会議その他の地域住民により構成される団体で，かつ，市長が適当

と認めたものをいう。 

 （３）地域づくり協議会 地域づくり活動団体が，コミュニティ活動をより

効果的に繰り広げ，市民主体の地域づくりを推進し，地域の課題を協議

し，地域に必要とする事業を実施するために設置された組織で，かつ，

市長が適当と認めたものをいう。 

 （補助対象） 

第３条 補助の対象は，地域づくり活動団体が補助対象事業を実施するために

要する経費で，別表に定めるものとする。ただし，次の各号のいずれかに該

当するものを除く。 

 （１）地域活動団体の運営経費 

 （２）営利目的の事業に要する経費 

６ 資 料 
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 （３）宗教又は政治活動の経費 

 （補助金の額等） 

第４条 鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金（以下「補助金」とい

う。）の額は，１地域づくり活動団体につき年額２０万円以内であって，補

助対象事業を実施するために要した経費の実支出額とする。 

２ 同一地域づくり活動団体に対する補助金は，１年度につき１回限りとし，

３年を限度に連続して交付することができる。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする地域づくり活動団体（以下「申請者」

という。）は，鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金交付申請書（第１

号様式）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

 （１）鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業実施団体届出書（第２号様式） 

 （２）鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業実施計画書（第３号様式） 

 （３）収支予算書 

 （４）地域づくり計画書 

 （５）前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第６条 市長は，前条の申請書を受理したときは，その内容を審査し，補助金

の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，補助金の交付を決定したときは鈴鹿市地域づくり活動団体設置事

業補助金交付決定通知書（第４号様式。以下「決定通知書」という。）によ

り，補助金の不交付を決定したときは鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補

助金不交付決定通知書（第５号様式）により，申請者に通知しなければなら

ない。 

 （申請内容の変更等） 

第７条 前条の規定による交付決定（以下「交付決定」という。）を受けた者

は，申請内容を変更しようとする場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止

しようとする場合は，鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金変更承認申

請書（第６号様式）を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査したう

え，必要に応じて所要の条件又は理由を付して，鈴鹿市地域づくり活動団体
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設置事業補助金変更交付決定通知書（第７号様式）により当該申請をした者

に通知するものとする。 

 （補助金の概算払） 

第８条 交付決定を受けた者（前条の規定による変更交付決定を受けた者を含

む。以下同じ。）は，市長が特に必要と認めるときは，概算払による補助金

の交付を請求することができる。 

２ 前項の規定により概算払による補助金の交付を請求しようとする者は，当

該補助金について，鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金概算払請求書

（第８号様式）により市長に請求しなければならない。 

３ 市長は，前項の概算払請求書の提出があったときは，その内容を審査し，

適当と認めたときは，速やかに補助金を交付するものとする。 

 （実績報告等） 

第９条 交付決定を受けた者は，補助対象事業が完了したときは，鈴鹿市地域

づくり活動団体設置事業実績報告書（第９号様式）に次に掲げる書類を添え

て，市長に提出しなければならない。 

 （１）鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業実施報告書（第１０号様式） 

 （２）収支決算書 

 （３）費用を支払ったことを証明する書類 

 （４）前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

２ 市長は，補助対象事業の適正かつ円滑な実施の確認をするため必要がある

ときは，当該交付決定を受けた者に対して活動内容を報告させることができ

るものとする。 

 （交付額の確定） 

第１０条 市長は，前条第１項の規定による報告があったときは，その内容を

審査し，これを適当と認めた場合は，補助金の交付額を確定し，鈴鹿市地域

づくり活動団体設置事業補助金交付額確定通知書（第１１号様式）により当

該報告をした者に通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた者は，速やかに鈴鹿市地域づくり活

動団体設置事業補助金精算払請求書（第１２号様式）により市長に補助金の

交付を請求しなければならない。ただし，第８条第３項の規定により概算払
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による補助金の交付があった場合は，当該補助金の額が前条の規定により確

定した額以上であるときは，この限りではない。 

２ 市長は，前項本文の規定による請求があったときは，その内容を審査し，

適当と認めたときは，速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は，交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは，補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 （２）補助対象事業の実施について不正行為があったとき。 

 （３）補助対象事業を中止し，又は廃止したとき。 

 （４）補助金交付の条件に違反したとき。 

 （５）前各号に掲げるもののほか，市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は，前項の規定により交付決定を取り消したときは，鈴鹿市地域づく

り活動団体設置事業補助金交付決定取消し通知書（第１３号様式）により当

該取消しを受けた者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は，前条第１項の規定により交付決定を取り消した場合で，当

該取消しの部分に係る補助金が既に交付されているときは，期限を定めて当

該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。 

２ 市長は，第８条第３項の規定により概算払により補助金を交付した場合

で，当該補助金の額が第１０条の規定により確定した額を超えるときは，そ

の超えた額について，期限を定めて返還を求めるものとする。 

（その他） 

第１４条 この要領に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，

別に定める。 

 

別表（第３条関係） 

費目 経費の種類 

１ 報償費 
講師・専門家等への謝礼，調査・研究等に係る報償

費等 
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２ 旅費 
交通費（日常の活動に要するものを除く。），通行料

金，宿泊費等 

３ 需用費 
資材・書籍等の購入費，チラシ・ポスター・報告書

等の印刷費，材料費，消耗品費等 

４ 役務費 翻訳・原稿料，通信運搬費，保険料等 

５ 使用料及び賃借

料 
会場使用料，車両・機具等の賃借料等 

６ その他経費 市長が特に必要と認める経費 
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（２） 鈴鹿市地域づくり協議会補助金交付要領 

  

（目的） 

第１条 この要領は，地域の課題を協議し，地域に必要とする事業を実施する

地域づくり協議会に対し，その事業の経費の一部を予算の範囲内で補助する

ことにより，地域づくり協議会の継続的な活動を支援し，市民主体の地域づ

くりの推進を図り，もって住民自治が確立されたまちづくりを促進すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

 （１）地域づくり 鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金交付要領（以

下「設置事業要領」という。）第２条第１号に規定する地域づくりをい

う。 

 （２）地域づくり活動団体 設置事業要領第２条第２号に規定する地域づく

り活動団体をいう。 

 （３）地域づくり協議会 設置事業要領第２条第３号に規定する地域づくり

協議会をいう。 

 （交付対象者） 

第３条 鈴鹿市地域づくり協議会補助金（以下「補助金」という。）の交付の

対象となる地域づくり協議会は，地域づくり活動団体のうち，鈴鹿市地域づ

くり協議会モデル事業補助金又は鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金

の交付を受けた後発足し，第６条に規定する地域づくり協議会の認定を受け

たものとする。 

 （補助対象事業等） 

第４条 補助の対象は，地域づくり協議会が行う，地域に必要とする事業（以

下「補助対象事業」という。）に要する経費で，別表に定めるものとする。

ただし，次の各号のいずれかに該当するものを除く。 

（１）地域づくり協議会の運営経費 

（２）営利目的の事業に要する経費 

（３）宗教又は政治活動の経費 
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（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は，１地域づくり協議会につき年額３０万円以内であっ

て，補助対象事業を実施するために要した経費の実支出額とする。 

 （地域づくり協議会の認定） 

第６条 地域づくり協議会の認定を受けようとする地域づくり活動団体（以下

「認定申請団体」という。）は，鈴鹿市地域づくり協議会認定申請書（第１

号様式）に次に掲げる書類を添付して，市長に地域づくり協議会の認定を申

請しなければならない。ただし，すでに地域づくり協議会として市長により

認定を受けている場合は，この限りでない。 

 （１）地域づくり活動団体の規約 

 （２）地域づくり活動団体の構成員名簿 

 （３）前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の申請書を受理したときは，その内容を審査し，地域づくり

協議会の認定の可否を決定するものとする。 

３ 市長は，地域づくり協議会として適当と認めるときは鈴鹿市地域づくり協

議会認定通知書（第２号様式）により，地域づくり協議会として不適当と認

めるときは鈴鹿市地域づくり協議会不認定通知書（第３号様式）により，認

定申請団体に通知するものとする。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする地域づくり協議会（以下「申請者」と

いう。）は，鈴鹿市地域づくり協議会補助金交付申請書（第４号様式）に次

に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

 （１）鈴鹿市地域づくり協議会届出書（第５号様式） 

 （２）鈴鹿市地域づくり協議会事業実施計画書（第６号様式） 

 （３）収支予算書 

 （４）前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第８条 市長は，前条の申請書を受理したときは，その内容を審査し，補助金

の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，補助金の交付を決定したときは鈴鹿市地域づくり協議会補助金交

付決定通知書（第７号様式。以下「決定通知書」という。）により，補助金
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の不交付を決定したときは鈴鹿市地域づくり協議会不交付決定通知書（第８

号様式）により，申請者に通知しなければならない。 

 （申請内容の変更等） 

第９条 前条の規定による交付決定（以下「交付決定」という。）を受けた者

は，申請内容を変更しようとする場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止

しようとする場合は，鈴鹿市地域づくり協議会補助金変更承認申請書（第９

号様式）を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，必要

に応じて所要の条件又は理由を付して，鈴鹿市地域づくり協議会補助金変更

交付決定通知書（第１０号様式）により当該申請をした者に通知するものと

する。 

 （補助金の概算払） 

第１０条 交付決定を受けた者（前条の規定による変更交付決定を受けた者を

含む。以下同じ。）は，市長が特に必要と認めるときは，概算払による補助

金の交付を請求するこ３とができる。 

２ 前項の規定により概算払による補助金の交付を請求しようとする者は，当

該補助金について，鈴鹿市地域づくり協議会補助金概算払請求書（第１１号

様式）により市長に請求しなければならない。 

３ 市長は，前項の概算払請求書の提出があったときは，その内容を審査し，

適当と認めたときは，速やかに補助金を交付するものとする。 

 （完了報告等） 

第１１条 交付決定を受けた者は，補助対象事業が完了したときは，鈴鹿市地

域づくり協議会事業完了報告書（第１２号様式）に次に掲げる書類を添え

て，市長に提出しなければならない。 

 （１）鈴鹿市地域づくり協議会事業実施報告書（第１３号様式） 

 （２）収支決算書 

 （３）費用を支払ったことを証明する書類 

 （４）前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

２ 市長は，補助対象事業の適正かつ円滑な実施の確認をするため必要がある

ときは，当該交付決定を受けた者に対して活動内容を報告させることができ

るものとする。 
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 （交付額の確定） 

第１２条 市長は，前条第１項の規定による報告があったときは，その内容を

審査し，これを適当と認めた場合は，補助金の交付額を確定し，鈴鹿市地域

づくり協議会補助金交付額確定通知書（第１４号様式）により当該報告をし

た者に通知するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた者は，速やかに鈴鹿市地域づくり協

議会補助金精算払請求書（第１５号様式）により市長に補助金の交付を請求し

なければならない。ただし，第１０条第３項の規定により概算払による補助金

の交付があった場合で，当該補助金の額が前条の規定により確定した額以上

であるときは，この限りでない。 

２ 市長は，前項本文の規定による請求があったときは，その内容を審査し，

適当と認めたときは，速やかに補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１４条 市長は，交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは，補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 (２) 補助対象事業の実施について不正行為があったとき。 

(３) 補助対象事業を中止し，又は廃止したとき。 

(４) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか，市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は，前項の規定により交付決定を取り消したときは，鈴鹿市地域づくり

協議会補助金交付決定取消し通知書（第１６号様式）により当該取消しを受け

た者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は，前条第１項の規定により交付決定を取り消した場合で，当該

取消しの部分に係る補助金が既に交付されているときは，期限を定めて当該

補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。 

２ 市長は，第１０条第３項の規定により概算払により補助金を交付した場合

で，当該補助金の額が第１２条の規定により確定した額を超えるときは，その

超えた額について，期限を定めて返還を求めるものとする。 
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（その他） 

第１６条 この要領に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，別

に定める。 

  

別表（第４条関係） 

費目 経費の種類 

１ 報償費 
講師・専門家等への謝礼，調査・研究等に係る報償費

等 

２ 旅費 
交通費（日常の活動に要するものを除く。），通行料金，

宿泊費等 

３ 需用費 
資材・書籍等の購入費，チラシ・ポスター・報告書等

の印刷費，材料費，消耗品費等 

４ 役務費 翻訳・原稿料，通信運搬費，保険料等 

５ 使用料及び賃借

料 
会場使用料，車両・機具等の賃借料等 

６ その他の経費 市長が特に必要と認める経費 
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（３） ○○地域づくり協議会設立準備委員会規約（例） 

  

（名称） 

第１条 本会の名称は，○○地域づくり協議会設立準備委員会（以下「準備委員

会」という。）という。 

 （事務所） 

第２条 準備委員会は，事務所を○○公民館に置く。 

 （目的） 

第３条 準備委員会は，地域内の関係機関・団体が連携を持ち，住民の理解と協

力を得て，連帯感のある安全・安心で豊かな住みよいまちづくりを行う，○○

地区地域づくり協議会（以下「協議会」という。）を設立することを目的とす

る。 

 （事業） 

第４条 準備委員会は，前条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を

行う。 

 (1) 協議会の組織構成，会則等の検討 

 (2) 協議会の設立についての関係機関・団体との連絡調整 

 (3) 協議会の設立についての地域住民への周知 

 (4) その他前条の目的を達成するために必要な活動 

（組織） 

第５条 準備委員会は，○○地区の住民とこの趣旨に賛同する関係機関・団体をもって 

構成する。 

２ 準備委員会委員は，関係機関・団体の代表者若しくは経験者で構成する。 

 （役員） 

第６条 準備委員会に，次の役員を置く。ただし，役員の選出は，互選による。 

 (1) 会長      １名  

 (2) 副会長     ２名 

 (3) 会計      １名 

 (4) 監事      ２名 
 

２ 必要に応じて，本会に相談役又は顧問を置くことができる。 

（役員の任務） 
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第７条 役員の任務は，次のとおりとする。 

(1) 会長は，準備委員会を代表し，会務を総括する。 

 (2) 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代理する。 

(3) 会計は，準備委員会の会計事務を行う。 

(4) 監事は，準備委員会の会計監査を行う。 

 （任期） 

第８条 役員の任期は，協議会が設立されるまでとする。 

２ 欠員又は増員により選任された役員の任期は，前項の規定にかかわらず，前

任者又は現任者の残任期間とする。 

 （会議） 

第９条 準備委員会の会議は，会長が必要と認めるときに開催し，会長が議長と

なり進行する。 

２ 会議は，委員の過半数の出席により成立し，会議の議事は，出席した委員の

過半数によって決する。 

（会計） 

第 10条 準備委員会の運営等に係る経費は，補助金，分担金，寄付金及びその

他収入をもって充てる。 

２ 準備委員会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月 31日に終わる。 

３ 準備委員会は，事業実施に係る書類，収入及び支出に関する証拠書類並びに

帳簿等活動に関する書類を整備する。 

４ 準備委員会の構成員による帳簿の閲覧の請求があった場合には，正当な理

由がない限り，これを閲覧させなければならない。 

（監査） 

第 11条 監事は，準備委員会の会計が終了したときは，速やかに会計監査を行

う。 

（その他） 

第 12条 この規約に定めるもののほか，運営に必要な事項は，会長が別に定め

る。 

   附 則 

この規約は，平成 年 月 日から施行する。 
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（４） ○○地区地域づくり協議会規約（例） 

 

（名称） 

第１条 本会は，○○地区地域づくり協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。 

（目的） 

第２条 協議会は，地域に暮らす住民自らが地域の現状や課題を把握し，行政と

協働してまちづくり活動を行うことにより，誰もが地域への愛着と誇りを持

ち，安全安心に暮らしていけるまちの実現を目指すことを目的とする。 

 （事務所） 

第３条 協議会は，事務所を○○公民館に置く。 

 （区域） 

第４条 協議会の活動区域は，○○地区市民センターが所管する区域とする。 

（事業） 

第５条 協議会は，第２条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事業を行う。 

 (1) 地域振興，住民交流，啓発に関する事業 

 (2) 健康及び福祉の増進に関する事業 

(3) 安全で安心なまちの構築に関する事業 

(4) 環境の保全及び改善に関する事業 

(5) 青少年の健全育成に関する事業 

(6) 生涯学習，文化，スポーツの推進に関する事業 

(7) その他地域づくりに関し必要な事業 

 （構成） 

第６条 協議会は，○○地域に居住する住民及び○○地域で活動する各種団体

をもって構成する。 

 （組織） 

第７条 協議会は，総会,役員会及び専門部会により構成する。 

２ 協議会に事務局を置く。 

（役員） 

第８条 協議会に，次の役員を置く。 

 (1) 会長       １名 



41 

 

 (2) 副会長     ○名 

(3) 事務局長    １名 

(4) 会計      １名 

(5) 監事      ○名 

２ 協議会の役員は，総会の承認を得て，決定する。 

 （役員の職務） 

第９条 会長は，協議会を代表し，会務を総括する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長が事故その他やむをえない事情により職務を

遂行できないときは，その職務を代行する。 

３ 事務局長は，協議会の事務を総括する。 

４ 会計は，協議会の会計事務を担当する。 

５ 監事は，協議会の会計の執行状況を監査する。 

 （役員等の任期） 

第 10条 役員の任期は，２年とする。ただし，再任は妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （顧問） 

第 11条 協議会は，必要に応じて顧問を置くことができる。 

２ 顧問は，役員会において選出し，会長が選任する。 

（委員） 

第 12条 協議会に，委員を置く。 

２ 委員は，各専門部会から選出され，定数は○名以内とする。 

３ 委員は，総会において役員会が提案する議題を審議決定する。 

４ 委員の任期は，１年とする。ただし，再任は妨げない。 

５ 欠員により選出された委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（総会） 

第 13条 総会は，協議会の最高の議決機関であり，本規約に定める事項のほか，

協議会の目的を達成するために必要な事項を審議決定する。 

２ 総会は，役員，委員及び顧問（以下，「総会構成員」という。）をもって構成

する。 

３ 総会は，通常総会及び臨時総会とし，会長が招集する。 

４ 通常総会は，毎年度１回開催し，臨時総会は，会長が必要と認めたとき又は
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委員の３分の１以上の請求があった場合に開催するものとする。 

５ 総会の議長は，総会において出席委員のうちから選出する。 

６ 総会は，委任状を含めた総会構成員の２分の１以上の出席により成立する

ものとする。 

７ 総会の議事は，出席した総会構成員の過半数で議決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

８ 総会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 事業計画，事業報告，予算及び決算に関すること。  

 (2) 規約の制定及び改正に関すること。 

(3) 役員の選出に関すること。 

(4) その他，重要事項に関すること。 

 （総会の公開） 

第 14条 総会は，公開を原則とする。 

２ 構成員は，総会を傍聴することができる。その場合，傍聴者は総会における

議決権は有しないが，意見等を述べることはできる。 

 （役員会） 

第 15条 役員会は，総会に付議する事項及び協議会の運営に関する事項を審議

決定する。 

２ 役員会は，会長，副会長，事務局長により構成し，会長が必要に応じ召集し，

議長となる。 

３ 役員会は，役員会を構成する役員の２分の１以上の出席により成立するも

のとする。 

 （専門部会） 

第 16条 専門部会は，総会で決定された方針に基づき事業を実施するものとし，

次の専門部会を置く。 

(1) 地域振興部会 

 (2) 健康福祉部会 

(3) 安全安心部会 

(4) 環境保全部会 

(5) 青少年育成部会 

(6) 文化スポーツ部会 
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２ 専門部会は，○○地区で活動する各種団体等及び構成員より選出された者

で構成する。 

３ 専門部会には，部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長及び副部会長は，部会員の中から選出する。 

５ 部会長は，部会を代表し，会務を総括する。 

６ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長が事故その他やむをえない事情により

職務を遂行できないときは，その職務を代行する。 

７ 専門部会は，必要に応じて部会長が召集し，事業の実施のほか，事業計画及

び予算，実績報告及び決算等について協議を行う。 

（会計） 

第 17条 協議会の運営等に係る経費は，補助金，分担金，寄付金及びその他収

入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月 31日に終わる。 

３ 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には，会長は，総会

において予算が議決される日までの間は，前年度の予算を基準にして収支す

ることができるものとする。 

 （監査） 

第 18条 会長は，事業年度終了後，事業報告書，収支決算書を作成して会計帳

簿とともに監事に提出し，その監査を受けなければならない。 

２ 監事は，前項の書類を受領したときは，これを監査し，その結果を総会で報

告する。 

（会計帳簿の整備） 

第 19条 協議会は，事業実施に係る書類，収入及び支出に関する証拠書類並び

に帳簿等活動に関する書類を整備する。 

２ 構成員による帳簿の閲覧の請求があった場合には，正当な理由がない限り，

これを認めなければならない。 

 （個人情報保護の取扱い） 

第 20条 協議会が各種事業を執行するために集めた個人情報の取得，利用，提

供及び管理については，適正に運用するものとする。 

 （その他） 

第 21条 この規約に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会
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長が役員会に諮り，別に定める。 

   附 則 

この規約は，平成 年 月 日から施行する。 
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お問い合わせ先 

 

鈴鹿市 地域振興部 地域協働課 

〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 

電話 059-382-8695 FAX 059-382-2214 

E-mail chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp 


