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1
地域包括的なケアシス
テムに関する研究

中長期的に変化するニーズとそれを支え
る多面的な地域機能整理と、その実現可
能性や必要な手打ちについての調査研究

自主事業 通年 岡山県 3名 100,000

2
地域包括ケアシステム
構築に向けた支援

岡山県内主に県北自治体に対して地域包
括ケアシステム構築に向けた連携体制づ
くりの支援

委託事業
等

通年 浅口市 等 3名 100,000

3

残したい仕事と人づくり
研究会～次世代の生活
基盤を支えるための調
査・研究～

各地域で残したい仕事と人づくりに関する
調査・研究を実施

補助事業 通年 岡山県 5名 200,000

4
岡山市_地域活力創出
担い手養成塾のプロ
デュース

岡山市の地域活力創造のための担い手
養成をサポート

委託事業 通年 岡山市 3名 4,800,000
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5 地域運営組織推進事業
岡山県の各自治体に対して、地域運営組
織体制構築の推進に係る支援を実施

委託事業 通年

美作県民局
管内の自治
体及びモデ
ル地域

4名 7,000,000

6
津山市住民自治協議会
運営支援及び各地域づ
くり活動支援

住民自治協議会に対する計画づくり・設立
支援などを実施。また拠点を設置してのこ
れらの地域づくり支援の拡大

委託事業 通年 津山市 2名 6,000,000

7
瀬戸内市地域自治組織
づくり支援

地域自治組織づくりに向けた制度づくりや
地域への説明・計画づくりの支援

委託事業 通年 瀬戸内市 4名 3,700,000

2019年(令和元年)度　事業計画書
特定非営利活動法人 みんなの集落研究所

１　事業実施の方針

　本年度は仕事や教育など若手世代と地域や高齢世代をつなぐ取り組みについても投資的な取り組みを仕掛け、その在り
方を探り、新しい事業継承の仕事づくりや教育・福祉等、生活全般の支援ができる体制づくりを図っていく。
　あわせて地域運営組織の仕組み導入を支援する市町村を増やし、同じ課題に取り組む地域リーダーや行政職員の横の連
携を図る場づくりを支援し、連帯で課題を超えていける体制のさらなる確立を図る。
　地域課題の解決事業への取組み支援テーマとしては、居場所づくりや空き家の管理や活用支援を行うと同時に、今後20
年で、地域にとって必要な機能について考察し、テーマ設定や提案を行う。

２　特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項

定款の事業名 　個人・家族の課題解決の仕組みづくり支援

　集落に暮らす人(個)の生活の課題として、①集落に暮らし続けるための生活支援　②資源を継ぐ仕事を残す　という２
つのテーマで取り組みを進める。①については、中長期的に変化するニーズとそれを支える地域の多様な機能について、
私たちが今後どう支援を行うべきかについて、模索する。
　②については、残すべき地域資源を守り、新住民の仕事をつくる、または地域で育つ人にとっての地域に根付く仕事を
残し、つなぐための仕組みづくりを行う。

定款の事業名 　集落・組織の課題解決の仕組みづくり支援

　岡山県内の地域運営組織構築の仕組みづくりに関する支援をさらに進める。個別地域のレベルアップと全自治体におけ
る支援体制整備を加速させる。また、個別の地域に対するコンサルティングを中心に、地域の主体づくり・組織体制づく
り・計画づくりを支援する。また様々なフェーズでの支援からノウハウを蓄積し、長期的な地域や行政の関係性やあるべ
き姿についても模索する。特に今年度は地域の拠点化や空き家をテーマとした取組みを強化する。
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8
鏡野町地域づくり協議
会運営支援

庁内における地域づくり協議会の支援体
制づくりの構築・支援や地域づくり協議会
に対する計画づくりや話し合いの場づくり
などを支援

委託事業 通年 鏡野町 4名 3,800,000

9
美咲町まちづくり協議
会運営支援

庁内における地域づくり協議会の支援体
制づくりの構築・支援や、地域住民への説
明及び地域づくり協議会に対する計画づく
りや話し合いの場づくりなどを支援

委託事業 通年 美咲町 4名 5,400,000

10
浅口市協議会型住民自
治組織支援

庁内における、地域づくり協議会の支援
体制構築を支援

委託事業 通年 浅口市 4名 900,000

11
その他
地域づくり活動支援

各地域に応じた、地域のアンケート実施や
計画づくり、並びに生活基盤の維持や地
域の拠点づくりなど運営を支援

委託事業 年度後半

岡山県
及び

岡山県外の
地域・集落

5名 1,000,000

12 空き家利活用事業

地域資源としての空き家利活用に関する
話し合いの場づくり支援、並びに各地域で
残すべき空き家の繋ぎ方についての調
査・研究の実施

委託事業 通年 岡山県 5名 3,600,000

13 機関誌「集落大図鑑」
機関誌「集落大図鑑」の作成・発行を通じ
ての、地域のネットワークづくり

自主事業 年4回 岡山県 3名 90,000
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14
新総合事業にかかる生
活支援コーディネー
ター支援

久米南町の生活支援コーディネート事業
兼コーディネーターの養成

委託事業 通年 久米南町 3名 350,000

15
人づくりプロジェクト　シ
ンポジウム

久米南町の中学生を対象にした地域人材
育成のためのシンポジウムの実施支援

委託事業 通年 久米南町 3名 740,000

16
高校と地域とのマッチン
グ事業

高校と連携して、地域ともマッチングを図
り、地域人材としての高校生育成とその
ネットワークづくりを実施

委託事業
等

通年
岡山県美作
県民局及び

周辺
5名 2,200,000

17
日本遺産おもてなしの
担い手育成事業

日本遺産「桃太郎伝説の生まれたまち
おかやま」を活用した、地域主体のおもて
なしプログラム構築の支援

委託事業 通年

岡山市・総社
市・倉敷市・
赤磐市及び
その周辺

4名 5,800,000

18 講師派遣
地域に出向く中間支援組織に対して、研
修などを実施しての、支援人材の育成

謝金 通年
岡山県全域
及び周辺

6名 420,000

　 　 　 　 　 　

今年度は新しい総合事業における担い手[サポーター・コーディネーター]　や地域の担い手に加えて、①地域に届く支援
のできる支援人材の拡大を図るため、地域に出向く支援人材の育成や、②「地域が人を育てる」ことをテーマにした高校
生等若年層の人材育成を行う。

定款の事業名 　地域を支える人材の支援・育成


