
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなが主役！               

みんなで進めるまちづくり！       

参画と協働のまちづくりと         

地域自治協議会       

       

 

西 脇 市 

地域自治協議会 
ハンドブック（案） 
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はじめに 

 西脇市のまちは市民のみなさんをはじめ、各自治  

会、まちづくり団体、老人会、子ども会、ＰＴＡ、  

ボランティアグループ、消防団、ＮＰＯ法人や事業  

者など様々な人たちによって支えられています。そ  

れぞれの団体が地域の課題を解決するため、また、  

地域の活性化につなげるためにさまざまな活動を  

行っています。  

 ところが近年、人口減少や少子高齢化に伴い活動  

を担う人材の不足や、地縁意識の薄れなどによる地  

域コミュニティの希薄化などが進み、「草刈りや河  

川清掃など環境保全の取組がこれまでどおりできな  

い」「伝統ある地域の祭りや行事が続けられない」  

「防犯・防災体制の維持ができず、子どもや高齢者  

などの安全・安心に不安が生じている」といった地  

域課題がますます多様化、広域化し、ひいては集落  

機能の維持や各種団体の存続自体が危ぶまれるまでになりつつあります。このような状

況は今後さらに進んでいくものとみられ、現時点で問題なく活動等が維持されている集

落や団体でも、例外ではなくなると考えられます。  

 こうした課題を解決していくためには、集落や自  

治会等の枠を超え、従来の地縁による住民の結びつ  

きに加え、地域活動を支える各種団体やＮＰＯ法人  

との連携や、世代、性別、立場を超えて話しあい意  

思決定を行う仕組みの構築、さらに集落機能を広域  

で支え合う体制や、地域外からの活動の担い手の確  

保を検討することに取り組んでいくことがますます必要となってきます。  

 この冊子は、地域で活躍する皆さんが連携し、地域の力を結集する仕組み「地域自治

協議会」の設立や活動についての参考資料として作成しました。  

それぞれの地域に合わせたかたちで、市民の皆さんがまちづくり活動を進めていくた

めの手助けになればと思います。  

                      令和  年  月   西脇市  

まちづくり団体によるクリーン作戦 

ボランティア団体による花いっぱい運動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域自治協議会ハンドブック 
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⑴ これからの西脇市の地域づくり 
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 全国的に進んでいる人口減少の流れは、西脇市においても例外で

はありません。今後、西脇市においても人口減少や高齢化が進むこ

とに伴い、各自治会や団体の運営が難しくなることが懸念され、自

治会同士の連携や、枠を超えての連携、行政との協働の取組などが

必要になると考えられます。 

また、将来にわたってすべての市民や団体が地域づくり活動を活

発に続けることができ、地域の生活機能が維持され、活力ある地域

を展開していくためには、いきいきと活躍する地域住民と持続可能

な組織づくりが極めて重要です。  

そこで… 

市では地域の活性化及び地域課題の解決のために新たな自治組織 

【 地域自治協議会 】の設立を積極的に支援しています。 

⑵ 地域自治協議会とは  

 地域自治協議会は、西脇市自治基本条例に規定するように「自助・共助・公助を基にした参画と協働のまちづ

くり」を基本に、地域を将来にわたって持続可能なものとしていくために、地域課題はまず地域で検討し、解決

のために取組を進め、地域の全住民を対象にし、一人ひとりや各種団体等が構成員となり、地域の力を最大限に

発揮できる組織でそれぞれの特性を活かして連携・協働する新しい枠組みの地域自治システムをいいます。地域

自治協議会は地区まちづくり計画等に基づく地域課題の解決に向けた取組などを実施する公共的な団体です。 

まちづくり団体による移動販売 

 

⑶ 【協働のまちづくり】を進めることが必要です 

人口の減少に伴い市職員の数も減り、財政状況もなお厳しくなる 

ものと考えられます。そのような状況のなか、今までどおりの自治 

の仕組みでは行政のきめ細やかな住民サービスの提供は難しくなっ 

てきます。 

地域における様々な課題に対処していくためには、地域社会を構成している住民や団体の 

皆さんと行政がうまく役割を分担し【協働】で課題の解決に取り組んでいくことが必要です。 

※協働のまちづくり 

『協働』とは私たちのまちを住みよくするため、知恵を出し合い、協力することです。市民や各種

団体、事業者などと行政がそれぞれの特性を発揮し、きめ細かく、質の高いサービスの提供を行い、

地域や市の課題を解決します。これらのことは全て西脇市自治基本条例がベースとなっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の現状 

・少子高齢化・人口減少の進行 

・地域コミュニティの希薄化 

・価値観やライフスタイル多様化 

・地域活動の担い手不足 

・多様化・広域化する地域課題 

こんな取組があれば！ 

・住民や団体が横につながり、話し合い、課題を 

共有する場づくり 

・みんなが参加し、みんなで支え、みんなで育む 

地域づくり、組織づくり 

・自治会や各種団体が連携し、お互いに不足して 

いる活動を補ったり、重なる活動を工夫する取組 

・活動に共通する事務を合同で行い、役割分担を 

することでそれぞれの負担を軽減する取組 

・テーマごとのタテ割りを解消し、地域と行政で 

連携しやすい協働の体制づくり 

⑷ 参画と協働を進める５つの柱 

『参画と協働のまちづくりガイドライン改訂版』（平成 27年西脇市発行）では、参画と協働のま

ちづくりを進める基本的な方向について、次の 5つの柱に沿った具体的な取組を市と市民が協働で進

めていくこととしています。 

まちづくりへの意

識を高め、進んで

参加します。 

それぞれの主体が

積極的に情報を提

供します。 

市民活動を活動場

所や資金面から支

援し、相談体制を

整備します。 

市政の各段階への

市民参画や各主体

間の協働を推進し

ます。 

地区のまちづくりを 

推進する組織として 

『地域自治協議会』 

の設置を検討します。 

5つの柱に沿った参画と協働のまちづくりを進めていくなかで、『みんなで助け合う』ための組

織として地域自治協議会を想定しています。 

地域自治協議会は西脇、津万、日野、重春、野村、比延、芳田、黒田庄の８地区において、地域

の状況に合わせて地域課題の解決や地域コミュニティの活性化に向けて協力、連携して取り組む組

織としています。 

地域の現状や、さらなる人口減少等、今後想定される状況を踏まえ、地域の中でどのような取組

が進み、どのような協力体制や連携方法があればこの先の地域課題などに対応することができるか

を考え、できることから実践していくことが大切です。 

-２- 
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 地域のなかで自治会などの地縁型組織 

と、各種団体や NPO 法人などのテーマ 

型組織等が協調・補完し合うことによっ 

て地域の総力を高め、それぞれの活動に 

ついて効果を高めるための連携ができます。  

⑴ 地域自治協議会の組織構成 

 いうなれば、自治会などが持つ地域包括性、地域代表性、情報伝達力などと、各種団体や

NPO などが持つ専門性、自主性、行動力などを集結させ、地域でより大きな活力を創出す

ることが可能となります。 

  

全に安心して暮らしていけるよう、区長

会や各種団体（子ども会、ＰＴＡ、老人

会、消防団、ＮＰＯ法人ほか）などが連

携し、お互いに協力、補完しあう体制を

整えます。  

地域自治協議会  

では人口減少、少  

子高齢化がさらに  

進むと考えられる  

１０年後、２０年  

後のことを見据えて、地域の皆さんが安  

地域自治協議会組織のイメージ 

⑵ 地域自治協議会の特徴 

○一般的に役員や構成員が一定期間変わらないため、地域の課題に中・長期的に取り組むこ

とができます。 

○地域の特徴的な課題に取り組む団体や知識のある人、また関心のある人が構成員になるこ

とから、課題に対し、自主的・専門的な取組が期待できます。 

○地域自治協議会を中心に、 

自治会を含めたさまざまな 

団体や個人との連携、協力 

により、多面的、効率的な 

取組が期待できます。 

■地域自治協議会の位置付け、目的等 

○条例により認定される公共的団体 

○地域を代表する市民自治団体、地域の窓口的組織 

○多様な地域団体、ＮＰＯ等が連携・協働する仕組み 
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      地域と市の関係 

  これまで地域と市は、福祉、子ども子

育て、教育、防犯・防災、高齢者福祉、

環境保全など、分野ごとでつながってい

ました。「専門性」を活かし、直接やり

取りをする仕組みですが、情報の共有で

は各分野の枠を超えて横断的な連携が求

められます。 

  地域自治協議会が設立されれば、地域

内で団体や住民が横につながり、話し合

いや決めごとができる仕組みをつくり、

より効率よく物事を進めやすくなりま

す。市は、それにしっかりと対応できる

よう、各部課で情報を共有し、連携をと

り、協働の体制をより推進します。 

 これまでのまちづくり協議会との関係 

  現在、それぞれの地区ではまちづくり

協議会が交流促進や環境美化、健康増進

など地域課題の解決につながる活動や、

地域の魅力の掘り起こし、情報発信など

の活動を積極的に進め、まちづくりの各

分野で地域コミュニティの活性化のため

に活躍しています。 

地域自治協議会は新たな組織を一から

つくるものではなく、それぞれの自治会

や団体のこれまでの活動を尊重したうえ

で、各種団体や住民が横につながり、そ

れぞれの活動をあらためて見直し、役割

分担を明確にするための話しあいや意思

決定ができる仕組みをつくるものです。 

⑷ 地域自治協議会のよいところは？ 

・様々な立場の方の意見を集約することにより、地域の様々な意  

見をまちづくりに反映させることができるようになります。  

・住民や団体が地域の将来像を共有することにより、地域の総力  

を結集することが可能となります。  

・地域の人材、財源、資源の適切な配分と有効な活用が図れます。  

・地域社会と行政との新たな協働の実現が期待できます。  

⑶ 地域自治協議会の役割 

地域には住民の安全・安心の確保、生活機能の維持や向上、美しい自然環境の保全、高

齢者や障害を持つ方への支援、子育てに関する支援、青少年の健全育成、産業の活性化、

地域の伝統文化の継承など、地域の住民に広く関わる公共的な活動がたくさんあります。  

これらの活動や取組を進めているのは住民自身であったり行政であったりしますが、地

域住民が行政とともに公共サービスを提供する側に参加することによって、より地域の実

態に応じた丁寧なサービスが可能になります。  

ただし、地域課題のすべてを地域住民が担うということではなく、行政が直接行うこと

もあるし、自治会をはじめ各種団体、事業者、個人が行うこともあります。これらの多く

の活動について、各主体が連携し、活動していけるよう調整する役割（組織）が必要とな

ります。その役割を地域自治協議会が担うことにます。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ そもそも地域自治協議会って必要なの？？ 

 地域の課題を一番知っているのは、その地域で暮らす住民や活動する団体です。

また、地域をどのようにしていきたいかを一番上手に描けるのもその地域で暮らす

住民や活動する団体です。 

 「地域自治協議会」とは、その地域の住民や団体が、 

自らの地域をより住みよいものとするために、地域課題 

の解決に向けて自主的、主体的に取り組む組織で、自分 

たちの地域のことは自分たちで決め、動かしていく、ま 

さに地域住民が主役となった地域づくりを進めるための 

組織です。 

 地域自治協議会は、市が強制的に設立を推し進めるものではなく、地域の皆さん

が主体的に話し合いながら進めていくものであるため、歩みの速度も進め方もそれ

ぞれ違うものと考えます。また、地域の歴史や伝統、文化を尊重するとともに、地

域により異なる地域資源や環境などの特性を活かしたまちづくりを進めていくこと

が持続可能な地域づくりにつながるため、それぞれの地域がそれぞれのかたちで地

域自治協議会をつくっていけるよう市も支援していきます。 

⑹ 市が地域自治協議会の設立を勧める理由は？ 

・西脇市自治基本条例で市政やまちづくりへの市民の参画と協働を位置づけているように、

これからは住民の自治意識の向上と市民の主体的な取組を推進し、地域の自主的・主体的

な意思決定で、多様化する地域の課題を解決していく仕組みへの転換が必要となっていま

す。 

・市民のニーズが高度化・多様化しているなか、市税・地 

方交付税などの市の収入は減少傾向にあり、限られた財 

源でこれまでと同様の行政サービスを維持することが困 

難になると考えられます。 

・地域の活性化につなげるためには地域住民や団体が自ら 

考え、活動することで、いきいきと『人』が輝き、各地 

区で策定されているまちづくり計画を基にした地域づく 

りが実現するものと考えます。そのためには、さまざま 

な活動を支える土台として、持続可能な組織づくりを今 

のうちから進めておくことが必要だと考えます。 
みんなで話しあい、これからの地域づ

くりに何が必要かを計画にまとめます 
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地域に住む人は、一家の代表者も子どももおじいちゃん、おばあちゃんも全員がその

地域コミュニティの一員です。地域コミュニティ内の多様な考え方をうまく取り入れて

活動を進めるために、次のことを大切にしながら進めることが必要です。 

・自主性の尊重と対等 

  住民全員が地域コミュニティの一員であり、一人ひとりが平等です。誰かに命令や指

示をされるのではなく、自ら考えて行動することが大切です。 

・民主性 

  地域では、一人ひとりが同じ権利と義務を持っています。地域の重要な決めごとは、

みんなに知らせ、みんなで決めたルールで行いましょう。特に、意見を場に届けにくい

立場の人の意見や、少数意見などもみんなで聞いた上でルールをつくりましょう。 

・地域資源の尊重 

  地域資源や歴史・文化、そこに住む人びとやその活動など、地域にあるたくさんの財

産を大切に守り育て、これからの活動に活かしていきましょう。 

・補完性 

  地域でできること、またできないことを話しあい、地域住民みんなで協力すればでき

ること（住民どうしのつながりを活かした声掛けや見守り活動、防犯活動など）に積極

的に取り組むことが大切です。 

・情報共有・参画・協働 

  住民みんなで地域の情報を共有し、地域の活動や運営にできるだけ幅広い世代が関わ

りそれぞれの特技を活かし、弱い部分は補い合って協力しながら取り組みましょう。 

⑺ 地域自治を進めていく上での原則 

【 西脇市自治基本条例：第 14条地域自治協議会 】  

第 14 条 市民は、地域の特性を生かした自治を推進するため、

一定のまとまりのある地域内において、多様な主体で構成す

る地域自治組織（以下「地域自治協議会」といいます。）を

一に限り設立することができます。 

２ 地域自治協議会は、公共的団体として、民主的で透明性の

ある運営を行い、地域の課題を解決するものとします。 

３ 地域自治協議会は、自らの責任の下に、自主的かつ主体的

な活動に取り組むものとします。 

４ 市は、地域自治協議会の活動を尊重し、その活動に対して

必要な支援を行うものとします。 

５ 地域自治協議会に関して必要な事項は、別に定めるものと

します。 

（地域自治協議会） 
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 地域のなかで新しい組織をみんなでつくることは、大切なことですがとても大変なことです。 

市は地域の皆さんの取組に寄り添い、地域の状況に応じて一緒に考え、一緒に行動し、必要

となる制度について提案し、設立・運営を支援します。 

 地域自治協議会設立の趣旨を地域住民に説明・PR し

理解を求めるとともに、組織の運営・活動に携わる人材

を募ります。また、活動に賛同し、参加する事業者など

を募り、地域内の意識を盛り上げます。  

・説明会の開催、広報誌の発行など 

 設立総会を開催し、規約、役員の選出、事業計画、予

算などを諮り、承認を得ます。  

 地区区長会やまちづくり協議会のほか、地区内の各種

団体や NPO、事業者などの代表者で構成し、有識者や

コーディネーターを交え、地域自治協議会の必要性や方

向性を話し合い、情報の共有を図り地域自治協議会設立

の検討を始めます。  

 市へ組織設立の届出を提出し、地域自治協議会として

新たな地域自治に向けて動き始めます。  

活動資金・組織運営資金として市から地域自治協議会

一括交付金を受けることができます。 

 設立準備会議での話し合いをまとめ、組織構成や運営

方法、地区まちづくり計画を基にした事業計画案や予算

の原案などを作成し、組織の設立・運営に必要なことを

考えます。住民アンケート等で地域の課題について把握

するなどの工夫も必要です。  

 Step１から Step３までの間、地域自治協議会が設立されるまでの費用については、各地

区まちづくり団体を通じて西脇市地区まちづくり実践補助事業を活用し実施することで、経

費の一部の補助を受けることができます。 

 また、Step４以降は地域自治一括交付金によって運営費、活動費を賄うことができます。 

 

 Step３ 

 Step２ 

 Step４ 

 Step1 

 Step5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※コミュニティビジネス 

コミュニティビジネスとは、地域課題の解決を『ビジネス』

の手法を用いて解決につなげていく取組で、地域の人材や地域

資源、施設などを活用して収益を生み出し、まちづくり活動の

原資とするなどの取組のことを言います。また、地域における

新たな創業や雇用の創出、働きがいや生きがいなどを生み出

し、地域コミュニティの活性化に大きな好影響をもたらすと広

く期待されている取組です。 

-８- 

地域自治協議会の運営費や活動費として 

地域自治一括交付金を交付します 
⑴ 地域自治一括交付金 

地域自治一括交付金は、地域の創意と工夫

判断と責任によってある程度自由に使うこと

ができる財源として地域自治協議会に交付す

るものです。一括交付金を利用し、地区まち

づくり計画を基にした地域活動や、組織の運

営のための事務局人件費などを賄うことがで

きます。 

なお、地域が主体的に事業に取り組むため

には、交付金以外の財源を確保することが必

要となる場合があります。 

 

 地域自治一括交付金以外の財源には様々なものが考えられますが、他の団体からの繰出金

（助成金など）や会費の徴収、自主事業の実施などがあげられます。 

例えば黒田庄地区では地区の区長会や老人会などの事務を地

域自治協議会が代行して助成金を得ることや、自主講座として

インドヨガ教室を実施して収益を得るなどしています。また比

延地区では視察の受入れに際して視察料の設定や昼食とのセッ

トでの受入れをするなどしています。あわせて両地区ともに特

産加工品の開発・販売などの事業にも取り組んでおり、コミュ

ニティビジネスを通じて自主財源を確保する取組なども進めて

います。 

黒田庄地区：自主講座の実施 

比延地区：特産加工品の販売 

 地域自治協議会 

地区まちづくり計画に基づく事業の実施

地域自治協議会一括交付金 

＋ 

   
繰出金 会費 その他 

活動費 事務局人件費 
 

その他 
  

交付金以外の財源 
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① 財源の確保等 

◇ 西脇市まちづくり実践補助事業に比べ、地区の判断で優先順位 

をつけて比較的自由に活用できる地域自治一括交付金により、地 

区で進めていきたい取組に対しての一定の財源の確保が可能とな 

ります。 

◇ 財源の確保ができることにより、地区で実施する事業の幅が広 

がり、事業内容に応じた市、県、国等の補助制度を併せて活用で 

きることから、より充実した事業が進められるようになります。 

 

② 多様な取組の実現 

◇ 地域自治一括交付金等の財源を活用し、地域づくりの方針の決 

定や事業の実施等を地域が自ら進めていくことにより、地域コ 

ミュニティの活性化に向けた取組や地域課題の解決につながる取 

組、コミュニティビジネスへと発展するような新たな取組をこれ 

までよりスピーディーに展開することが可能となります。 

 ◇ 地域自治一括交付金によって地域で事務局職員を雇うことがで 

き、地域自治協議会での話し合いもより充実した内容で継続的に 

行うことができるようになります。また、地域内での意見やアイ 

デアが集めやすくなり、多様な取組が進めやすくなります。 

 

③ 事業実施に係る効果 

 ◇ 地域自治一括交付金の活用方法や事業の優先順位の決定を地域 

で行うことを通じ、地域自治協議会における取組の目的が広く共 

有され、事業の明確化が図れます。 

 ◇ 地域自治協議会を中心とした各種団体等の横断的な連携を生か 

し、地域資源・資金等の地区内循環による事業の効率化が図れま 

す。 

 ◇ 地域自治一括交付金を活用して自分たちのやりたいことを事業 

化させることにより、関心はあるもののきっかけがなかった人材 

の参画のきっかけづくりとなり、市民の力の充実につながります。 

   

⑵ 地域自治一括交付金を活用することのメリット 

多くの人が参加する防災訓練 

活動事業 

地域の環境美化活動 

活動事業 

黒田庄地区の特産加工品開発 

グループによる巻きずし 

毎月発行の地区広報紙 

活動事業 
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平成 29年５月に比延地区で『比延地区自治協議会』が、また黒田庄地区で『黒田庄まちづくり

協議会』が設立され、市内で初となる地域自治協議会が誕生しました。両地域自治協議会では地域

自治一括交付金を活用し、地域の特性を生かした地域づくり活動が活発に行われています。また、

令和元年５月には津万地区で地域自治協議会『津万地区自治協議会』が設立され、活動初年度から

活発で先進的な取組を進められています。 

 

地域内に子どもや高齢者等の見守りや、防

犯・防災につなげる目的で防犯カメラを設

置しました。今後も設置を進め、地域内の

各種団体や西脇警察署などと情報を共有

し、地域住民の安全・安心のくらしにつな

げます。 

防犯カメラの設置 
比延地区の子どもを守る会
ポスターの作製 

比延地区の子どもたちの見守り活動を

続けている『比延地区の子どもたちを

考える会』の活動と連携し、子どもた

ちから募集した標語のポスターを作成

し、地域内外の様々なところに掲示を

しています。 

比延地区のよいところ 
カレンダーの作製 

比延地区のよいところの写真

を募集し、地域外も含めた多

くの方に比延地区の魅力を知

ってもらい、投票で選ばれた

作品を『比也野里ふるさとカ

レンダー』に掲載しました。 

ええまち比也野里の活動支援 

活動事業 
ええまち比也野里を中心に、これまで実施してきた多様な交流事業等を継続・発展させながら、人材の発掘、育成などもあわせ

て進め、行政や市内事業者との連携を積極的に図りながら、移動販売車の運行事業や特産加工品の開発・販売などを通じて地域

の活性化や組織の発展、自己財源の確保につなげる事業を進めています。 

比延地区の新たな特産加工品“万能だれ比也野” 

活動事業 

比延地区の移動販売車“笑顔いっぱい比也野号” 

活動事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家改修事業などの事例紹介 

(今後写真等を掲載し説明を挿入) 

 

 

福祉送迎車の運行 

身体等の状況により、西脇市コミュニティ

バス「つくしバス」の利用ができない高齢

者や障害者の生活支援や積極的な社会参加

を容易にするために福祉送迎車の運行を実

施しています。 

黒っこ広場の運営 

旧黒田庄町役場の庁舎跡地の「黒っこふれ

あい広場」を、住民が気軽に集まり活用で

きるよう維持管理を行っています。また

「軽トラ市」など、多世代で楽しみ、賑わ

いにつなげるイベントを開催しています。 

白山、妙見山、三角点などの

トレッキングマップを作成し

ました。豊かな自然や豊富な

資源を活用し、黒田庄地区の

魅力を発信していきます。 

トレッキングマップの作成 

コミュニティカフェの実施 

喜多カフェ“喜多っ亭” 小苗カフェ“小苗夢カフェ” 

秋谷公園遊歩道の整備 

喜多・津万井・小苗において、コミュニティカフェを住民

自らが開いています。それぞれ地域内の色々な人が関わ

り、地域でワイワイ言える場づくり、みんなの顔が見える

むらづくりを進めています。 

観光レクリエーションゾー

ンづくりのため、古くなり

危なくなった木橋を協議会

のみんなで新しく架けなお

しました。 

黒田庄まちづくり協議会に参画す

る団体等が事業を実施する場合に

『活動費』を活用してもらうこと

で、課題解決に向けた活動が実施

しやすい環境を創っています。 

『活動費』を活用した事業 

活動事業 

リンクスマイル 

による 

くろっこまつり 
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Ｑ   私たちの地域では、これまでから各自治会や各種団体で、地域自治協議会が行う

ような事業に取り組んでいますが、これからは地域自治協議会で実施しなければい

けないのですか。  

 

A  地域自治協議会が立ち上がっても、各種団体の事業を吸収するものではなく、地

域自治協議会を構成する団体の事業は、これまでどおりその団体の事業として尊重

されますので、活動を変えていただくものではありません。また、地域自治協議会

に各種団体が参画することにより、これまで独自に頑張ってきた事業が、別の団体

と連携することでより充実した事業に発展することもあるため、その地域の実情に

あわせ、自治会や各種団体で補完し合う関係を築いていくことが望ましいと考えら

れます。  

Ｑ   地域自治協議会を設立すれば、既存の団体の活動に加え地域自治協議会の活動も

行うことになり、負担が増えることになるのではないですか。  

 

A  地域自治協議会を設立すれば、既存の団体の活動に加え、地域課題の解決に向け

た協議や、それに伴う活動の推進など、一時的には負担が増えることも考えられま

す。  

   しかし、地域自治協議会の担う役割が地域に浸透し、活動が軌道にのってくれ

ば、それぞれの団体で活動を進めていたような事業も地域自治協議会で多くの連携

のもとできるようになるほか、同種の会議や事業の重複も避けることができるよう

になり、適切な役割分担などをとおして負担は軽減されていくものと考えられま

す。  

Ｑ   地域自治協議会と地区区長会はどちらが上位の組織となるのですか。  

また、地域自治協議会の意思決定機関には、参画する各種団体が組み込まれるこ

とになるのですか。地域の各種団体がそれぞれの役割をしっかり担って、活動を活

発にしていくことの方が重要ではないですか。  

 

A  地域自治協議会は各団体のうえに立つ組織ではなく、地区区長会とどちらが上位

であるかといった関係性はふさわしくありません。それぞれの地域の実情にあわせ

た形で、互いに関係を構築していくことが望ましいと考えます。そのうえで参画す

る各種団体や住民が横ならびでつながり、地域の情報や課題を共有し、区長会をは

じめとした各種団体の代表者などで構成する意思決定機関で地域の意思決定として

進めていくことが重要です。  

   各種団体では、人材不足をはじめとしたいろいろな理由で、現在の活動を続ける

ことが難しいという声がありますが、地域自治協議会の取組をすすめることで、各

団体の活動を活発化することも目的のひとつです。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆ 参画と協働のまちづくりと地域自治協議会 パンフレット ☆☆☆ 

令和 年（20  年） 月 日発行 

西脇市 都市経営部 まちづくり課 

〒677-8511 兵庫県西脇市郷瀬町 605番地（西脇市生涯学習まちづくりセンター１階） 

電話：0795-22-3111 ファクス：0795-23-8833 電子メール：machi@city.nishiwaki.lg.jp 

ホームページ：http://www.city.nishiwaki.lg.jp/ 

○ 地域自治協議会のことや、その他ご不明な点があれば、お気軽に市役所まちづくり課へ
お問い合わせください。 

 

Ｑ   市の業務を地域自治協議会に押し付けようとしていることはないのですか。  

 

A  少子高齢化、人口減少社会に向かうなかで、今以上に行政サービスを拡大してい

くことは不可能です。地域自治協議会の推進については、市の業務を地域に押し付

けるのではなく、市が行っている業務のなかで、地域で、または地域と市で一緒に

なって行った方がより利便性が高くなる業務や、より独自性がでてくる業務につい

て、地域自治協議会の了解のもとで担っていただくものです。  

Ｑ   地域自治協議会の事務や組織運営は誰が行うのですか。  

 

A  地域自治協議会は、その地域に住む住民や、その地域で活動をする団体などが主

体となって活動をすすめる団体であるため、協議会の事務についても地域で募って

もらう人材で担っていただくことになります。  

Ｑ   地域自治協議会の取組について知らなかった。知らない間に地域の取組が勝手に

進んでいるのではないですか。  

 

A  地域自治協議会の導入の検討や設立に向けての取組は全市的に一斉に行うもので

はなく、地域のなかで設立に向けて合意ができたところから進めていくものなの

で、勝手に話が進むということはありません。今後も地域での歩みに合わせて市も

情報提供をしていきますので活用ください。  

Ｑ   地域自治協議会の運営財源はどうなりますか。  

 

A  地域自治協議会の活動、運営の財源として市からの一括交付金を活用できます

が、安定した組織運営などのために自主財源の確保に努める必要があります。  

mailto:machi@city.nishiwaki.lg.jp

