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◆2019（令和元）年度 事業報告書                         

[定款の事業名 ]  個人 ・ 家族の課題解決の仕組みづ く り支援事業 

[事業内容]事業承継に関する事業 

集落に暮らす人(個)の生活の課題として資源を継ぐ仕事を残すことを目的に地域資源を守り、新住民

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、つなぐための現状把握と啓発を行った。 

[実施日時]平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 27 日  [実施場所]岡山市地内    

[従事者の人数]3人   [支出額] 3,157(千円)   [受益対象者の範囲及び人数] 230 人   

  ▶地域活力創出担い手養成塾の企画運営  パートナー：岡山市・ビザビ・OEN   

    

[定款の事業名 ]  集落 ・ 組織の課題解決の仕組みづ く り支援事業 

[事業内容]自治体の支援体制の把握及び推進支援事業 

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した。昨年度に続き、

美作圏内の自治体に対してヒアリングを行い自治体に応じた提案を行った。加えて小さな拠点形成

に関するモデル地区支援と、それに伴い必要となる地域運営体制の状況把握や今後の地域支援の在

り方提案を行った。 

[実施日時]平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31 日 

[実施場所]備前市三石地区・赤磐市吉井地区・美咲町旭地区および 

美作県民局管内   [従事者の人数]6人 [支出額]5,531(千円) 

[受益対象者の範囲及び人数] 自治体担当者 15 人 地域住民 300 人   

 

▶美作県民局管内の自治体を対象とし、地域運営組織推進を目的に県内外の地域運営組織形成支

援の状況把握及び、久米南町、美作市の地域運営組織推進支援 

パートナー：岡山県美作県民局 

 

▶岡山県内 3地区をモデルとして、生き活き拠点強化にむけた支援及び拠点形成計画策定業(以下) 

・備前市三石地区/三石まちづくり会議の設立支援 ワークショップ(7 回)、及び拠点計画策定 

・赤磐市吉井地区/拠点形成にかかるアセスメントと周匝の拠点形成にかかる話し合いのコーディ

ネート 

・美咲町旭地区/拠点形成にかかるアセスメント・ヒアリング及び地域拠点計画の策定 

パートナー：岡山県・備前市・赤磐市・美咲町 
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[事業内容]地域運営組織推進の仕組みづくり支援 

自治体における支援体制整備を加速させるために、担当課を超えた連携のための情報収集やワーク

ショップ・研修会による地域状況の把握や仕組みの検討、地域へのアウトリーチ手法のノウハウ提供

及び検討を行った。またモデル地域の主体形成を行った。 

[実施日時]平成 31年 4月 1 日～令和 2年 3月 31 日 [実施場所]美咲町・鏡野町・瀬戸内市・浅口市  

[従事者の人数]6 人 [支出額]7,535(千円) [受益対象者の範囲及び人数]自治体担当者 10 人 地域 100人 

 

▶美咲町内 13 のまちづくり協議会が課題解決型の取り組みを進めるための美咲町版小規模多機能自 

治の推進支援として、庁内連携体制づくりに向けた庁内連絡会・まちづくり協議会研修会・自治 

会長連合会会議など                                                        ：美咲町 

 

 

 

 

 

 

▶鏡野町内 12 の地域づくり協議会の地域づくり支援改善に 

向けたアセスメント・提案・研修         ：鏡野町 

▶瀬戸内市地域自治組織の制度づくり及び地域支援体制の構築に向けた支援及びアセスメント                                             

                                                  ：瀬戸内市 

▶浅口市協議会型住民自治組織のための支援体制づくりに向けた戦略会議の実施、地域横断体制構

築のための地域づくりフォーラムの企画とその実施                ：浅口市 

  

[事業内容]集落支援 

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

を支援した。 

[実施日時]平成 31年 4月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

[実施場所]津山市、倉敷市(全体・真備・川辺・穂井田)、井原市(野上・大江・県主・美星・芳井)、

備前市(片上・三石・神根本・鶴海)、新見市(正田・萬歳) 京都府京丹後市・高梁市宇治 

[従事者の人数]7人   [支出額]7,697(千円)  [受益対象者の範囲及び人数] 2,000 人 

 

 ▶津山市地域づくりサポートセンター(愛称：地域いきいき相談所)の運営の開設運営  ：津山市             
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▶津山市内の地域づくり協議会(田邑・上加茂・新加茂・佐良山・城西・高倉)の主体形成にかかる

ワークショップ運営(計 30 回)や運営支援                     ：津山市 

 

 

 

 

 

 

▶片上地区の実施する防災計画策定に向けた話し合いのサポート(3回)    ：備前市・片上地区 

▶井原市野上地区まちづくり協議会企画部会への参画による運営サポート(6 回)     ：野上地区 

▶井原市大江地区のまちづくり会議のコーディネート(4 回)と全員アンケートの実施に向けたアドバ

イス・調査票監修・アンケート結果の分析と共有                ：大江地区 

▶玉島陶・服部地域まちづくり協議会の実施した住民全員アンケート結果分析及び、その結果を受 

けたワークショップの企画・運営やまちづくり計画のアドバイス         ：穂井田地区 

▶集落大図鑑第 8号「できそうでできない多世代で「あたりまえ」を 

見直すまちづくり」の発行 ：自主・宇治地域まちづくり推進協議会 

 ▶京丹後市区長連絡協議会リーダーに向けた小規模多機能自治を考える 

ワークショップの実施・宇川連合区長会・宇川地区コミュニティ相談 

会・いやさか地域づくり準備会 意見交換会の実施    

：京丹後市役所・弥栄市民局・宇川地区 

▶設立 5年を迎えたNPO 法人スマイルつるみのこれまでと今後を考える 

座談会「鶴見の 10 年、これまでとこれから」の企画を運営        

：NPO 法人スマイルつるみ  

▶備前市神根本における「これからの神根を考えるつどい」 

の企画・運営                    ：神根本地区 

  

 ▶井原市美星町内の公民館を対象にした、美星町自治公民館連合会研修会 

において、地域の防災を考えるワークショップの企画と実施          

：美星町中央公民館 

 ▶新見市萬歳地区における防災を考える座談会の講話  ：萬歳地区 

 ▶倉敷市 49 のコミュニティ協議会間交流のためのワークショップ企画 

・運営                        ：倉敷市 

 ▶井原市芳井まちづくり協議会が今後取り組む地区計画を 

実施するにあたっての重要性や方法、実施した地域の事例紹介        

            ：芳井地区 
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[事業内容]空き家事業 

主体形成された地域の様々な課題解決に向けた支援において特に今年度は空き家をテーマとした取

組みを強化した。 

[実施日時]平成 31年 4月 1 日～令和 2年 3月 22 日 

[実施場所]津山市(上加茂・阿波)、浅口市大谷、井原市(野上・県主)、久米南町山手 

[従事者の人数]7人  [支出額]2,481(千円)  [受益対象者の範囲及び人数] 50 人 

 

▶岡山県内の空き家利活用に取り組みたい地域をモデル 

地域として選定・地域の取り組み支援 

  ・井原市野上地区/空き家活用モデルの拠点として、 

地域内・地域外移住候補者との交流 

・浅口市大谷地区/参拝者・来訪者との交流拠点と 

しての改修ワークショップ等 

・津山市上加茂地区・阿波地区/空き家把握ワークシ 

ョップから空き家管理サービスに向けた仕組み 

・久米南町山手地区/新規就農者のための空き家発掘、 

地域主体での片付け・改修ワークショップの実施        

：岡山県・井原市・浅口市・津山市・久米南町 

▶井原市県の里まちづくり推進協議会の実施する空き 

 家活用事業の進め方アドバイス及び会議への参画  ：県主地区 

[ 定 款 の 事 業 名 ]  地 域 を 支 え る 人 材 の 支 援 ・ 育 成 事 業 

[事業内容]中高校生と地域のマッチング支援と中高生支援人材の育成 

中学校や高校と連携して、生徒と地域のマッチングを図り、地域人材としての中高校生育成とその

ネットワークづくりを実施した。同時に地域コーディネーターと協働で求められる役割や在り方を

まとめ提言書を作成した。 

[実施日時]平成 31年 4月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

[実施場所]久米南町・津山中学校・美作高校・津山東高校・地域（津山市城西・高倉・知和等）  

[従事者の人数]4人  [支出額]2,393(千円)   [受益対象者の範囲及び人数] 300 人 

▶美作県民局管内の 6校及び地域と調整し、高校生の実行委員会の立ち上げを企画。高校生実行委 

員会設立をコーディネート。地域応援イベント「県北のうまいもん大集合！うまいもん一番街！

(場所：ソシオ一番街)」の企画・運営を行った。来場者数 3,000 人 出店地域・店舗(22) 参加高

校生 6 校より 65 人参加 
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▶津山市内や鏡野町の地域運営組織との連携についての相談対応          ：美作高校 

▶主に 2年生の総合的な探求の時間を活用したフィールドワーク先の調整や授業サポート、地域運 

営組織と連携した生徒規格の実施フォロー                                    ：津山東高校 

▶1年生の総合的な探求の時間における、フィールドワーク先の調整、生徒が作成する取材レポート 

のサポート                                                             ：津山中学校 

▶久米南町において、地域の事を自分事として考え、行動できる人材の育成を目的とし「地域の未

来と教育シンポジウム」を開催(50名参)                      ：久米南町 

 

[事業内容]地域を磨く人材育成支援 

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

築の支援や地域リーダーを対象にした、地域課題解決を考える事業を行った。 

[実施日時]平成 31 年４月 26 日～令和 2 年 2月 28 日 [実施場所]岡山市・総社市・倉敷市・赤磐市 

[従事者の人数]6人  [支出額]5,329(千円)   [受益対象者の範囲及び人数]420 人 

  

 ▶日本遺産「桃太郎の生まれたまちおかやま」のスト 

ーリーや構成文化財を活用した体験おもてなしプロ 

グラムを創出する人材育成のワークショップの実施 

(3 回参加者 90人)、参加者が企画・運営 26 のプロ 

グラムに 310 人が参加 

：日本遺産「桃太郎の生まれたまちおかやま」推進協議会  

 

 

 

 

 

 

 

▶和泉市生涯学習大学まちづくり学部まちづくり本科において、「住民主体で行うまちをつくる仕組

みづくり」をテーマとしたワークショップを実施     ：NPO 法人 SEIN コミュニティ Lab 

▶井原市まちづくり協議会のリーダーを対象に地域計画策定の事例紹介とその趣旨を説明 

                                       ：井原市  

[事業内容]生活支援コーディネーター及びサポーター支援 

「介護予防・日常生活支援総合事業」における生活支援コーディネーターの支援活動のサポート及

び地域の担い手(=サポーター)の活動支援を行った。 

[実施日時]平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31 日 

[実施場所]久米南町・浅口市・赤磐市・奈義町・玉野市 [従事者の人数]3人 [支出額]369(千円)   

[受益対象者の範囲及び人数] 270 人 
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 ▶久米南町新総合事業コーディネートとして通いの場事業である 

「カッピーの居場所」運営の定例会議参加や視察サポート及び 

第２層の伴走支援：久米南町(久米南町 SC) 

▶「みんなで支え合い生活支援サポーター養成講座」の講師

    ：浅口市（浅口市 SC） 

▶赤磐市地域づくり支え合いフォーラム赤磐社会福祉協議会        

：赤磐地区社協 

▶奈義町サロンの担い手を対象にした「地域サロン等運営ボランテ 

ィア研修会-地域を元気にする地域サロンを目指して-」講師  

 ：奈義町社会福祉協議会 

など  

[事業内容]支援者支援 

行政や社会福祉協議会、中間支援者等地域の支援者の学びあいとして講座・勉強会研修を行った。 

[実施日時]平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31 日 

[実施場所]宮城県南三陸町・山口県・中国 5 県・大阪府和泉・岡山県・井原市・新見市 

[従事者の人数]8人   [支出額]1,250(千円)  [受益対象者の範囲及び人数] 554 人 

 

 ▶岡山県内の自主防災組織支援等担当者を対象に募ったメンバーで結成された「防災意識向上研究

会」において、地域防災推進のための調査研究のアドバイス(3回)及びリーフレットへの寄稿  

：公益財団法人岡山県市町村振興協会 

▶南三陸町歌津地区への講座(2 回)及びその支援者である故郷まちづくりナイン・タウンへの支援ア

ドバイス等       ：宮城県・特定非営利活動法人故郷まちづくりナイン・タウン（宮城） 

▶スタッフ研修「一人の想いや行動を最大化しみんなでやれる を実現する」の講師 

：特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク（山口） 

▶中国地方知事会中山間地域振興部会協働研究成果報告会における事例紹介 

：中国地方知事会中山間地域振興部会（松江） 

▶井原市職員への地域支援研修の企画と講師                    ：井原市 

▶人・農地プランの実質化に向けた地域の話し合いのプロセスの研修について企画検討し、「集落座

談会コーディネート研修会・地図を使った話し合い」を実施       ：岡山県備前県民局 

▶小規模多機能自治ネットワーク会議についての現状共有や全国の事例共有を行うため「令和元年

度小規模多機能自治推進ネットワーク会議 中国ブロック会議」を実施 

：瀬戸内市企画振興課・瀬戸内市裳掛地区コミュニティ協議会(ブロック会議) 

▶中国地方の中山間地域の振興策について支援者側のスキルアップが必要で 

あると考え、中山間地域対策スキルアップ研修会として「集落ファシリテ 

ーター養成講座」を開催 

：中国地方知事会中山間地域振興部会（事務局島根県しまね暮らし推進課） 
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[事業内容]講師派遣・寄稿・委員 

上記以外の講演、視察受け入れ、委員、寄稿を行った。 

[実施日時]平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31 日  

[実施場所]岡山県全域、全国  

[従事者の人数]3人   [支出額]661(千円)  

[受益対象者の範囲及び人数] 80 人 

▶山陽新聞「山陽新聞を読んで」に寄稿：掲載回数計 7 回 

▶久米南町庁舎等複合施設建設基本計画策定にかかる 

住民ワークショップの運営  

 ：久米南町・㈱丸川建築設計事務所 

 

 

 

 

  

 ▶各種委員会の派遣 

委員会等名 委員名 

新見市建築審査会 阿部首席研究員 

久米南町まちづくり支援事業助成金審査会  

新見市都市計画審議会委員  

井原市がんばる地域応援補助金及び協働のまちづくり事業補助金

及び地域活性化イベント補助金審査委員 
 

井原市指定管理者選定委員会  

倉敷市市民企画提案事業審議会委員  

井原市地方創生交付金評価委員会委員  

平成 31年度美咲町提案型まちづくり事業選定委員  

「元気いばら創生戦略会議」委員  

美咲町提案型まちづくり事業選定委員  

岡山県美作県民局協働事業審査委員会  

久米南町まちづくり支援事業助成金審査会委員  

令和元年度美咲町振興計画審議会  

井原市空家対策推進協議会委員（R2.1.29→R4.1.28）  

岡山市公の施設の指定管理候補者選定委員会  
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運営に関する事項                           

組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）総会／通常総会（全 1回）※正会員総数 23名(令和元年.5.25現在) 

場所：岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（岡山市北区南方 2丁目 13-1） 

開催日 出席 決議事項 

令和元(2019)年 

5月 25日（土） 

出席１６名 

・本人出席 ９名 

・委任状  7名 

・欠席   ７名 

平成 30年度(第 6期)事業報告および活動決算について 

令和 元年度(第 7期)事業計画および活動予算について 

役員（執行役）の選任について 

従たる事務所(県北)の移転について 

 

（２）成果報告会    

場所： 岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（岡山市北区南方 2丁目 13-1） 

開催日 参加者 報告事項 

令和元(2019)年 

5月 25日(土) 

 

13:00～17:00 

報告会 45名 

交流会 20名 

開 会 13：00～ 

第 1部 上山集楽みんなのモビリティプロジェクト成果報告会   

⑴住民による移動の仕組み実現 

⑵半自走式草刈り機の開発 

⑶モビリティ観光事業 

※認定 NPO法人英田上山棚田団との共同開催 

第 2部 NPO法人みんなの集落研究所平成 30度成果  

⑴生活支援コーディネーターに求められる地域での役割 

⑵地域組織と空き家の活用 

 

（３）評議員会   

開催日 参加者 報告事項 

令和元(2019)年 

５月 25日(土) 

11:30～12:30 

20名 
スタッフより 2019年度の担当とその概要説明 

 

令和 2(2020)年 

1月 17日(金) 

17:00～19:00 

20名 
評議員近況報告 

第 8期重点事業について 

 

総会

執行役会 首席研究員

県南事務所

研究員

調査員

調査員

調査員

県北事務所

研究員

調査員

調査員

評議員会
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（４）執行役会（全 6回） ※執行役総数 7名      場所：上之町ビル 3階会議室 

回 開催日・出席数 決議事項 

1 

平成 31(2019)年 

4月 2日(火) 

・出席５名・欠席３名 

平成 30年度(第 6期)事業報告及び決算／平成 31年度(第 7

期)事業計画・活動予算及び人員体制／県北事務所の住所変

更／総会・評議員会及び成果報告会 

2 

令和元(2019)年 

5月 7日(月） 

・出席 6名・欠席 2名 

平成 30年度(第 6期)決算状況／平成 30年度(第 6期)事業

計画／7期～8期の評議員／7期～8期の執行役／給与規定

細則変更 

3 
6月 3日(月） 

・出席７名 欠席 0名 

給与規定細則変更／令和元(2019)年度(第 7期)事業計画と

その進捗 

4 
7月 3日(水） 

・出席 6名 欠席 1名 

令和元(2019)年度(第 7期)事業進捗とその担当／今後の人

員体制について 

5 
8月 26日(月） 

・出席 5名 欠席 2名 

令和元(2019)年度(第 7期)事業進捗と人員体制／次(2020)

年度事業計画 

6 
10月 21日(月） 

・出席 7名 欠席 0名 

令和元(2019)年度(第 7期)前期事業進捗とその収支／後期

事業とその人員体制／令和 2(2020)年度事業計画 

7 
11月 11日(木） 

・出席 7名 欠席 0名 

令和元(2019)年度(第 7期)前期事業人事評価／後期事業と

その人員体制／第 8期(2020)年度事業計画／評議委員会の

開催 

8 
12月 26日(木） 

・出席 7名 欠席 0名 

令和元(2019)年度(第 7期)前期事業収支／後期事業とその

人員体制／就業規則の改定／第 8期(2020)年度事業計画／

評議委員会の開催 

9 

令和２(2020)年 

1月 17日(金） 

・出席 7名 欠席 0名 

令和元(2019)年度(第 7期)事業進捗／第 8期(2020)年度事

業計画 

10 
3月 23日(月） 

・出席 5名 欠席 2名 

事業の保証人となることについて／総会の開催について／

令和元年度(第 7期)事業進捗について／ 

11 
4月 15日(月) 

・出席 6名・欠席 1名 

令和元年度(第 7期)事業報告／新型コロナウィルス感染防

止措置としての在宅勤務化／第 8期の事業計画・予算及び

人員体制担当／総会の開催 
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（５） 全国・他地域での研修や行事への参加など   

行事名 開催日 場所 出席者 

中間支援組織・支援センター役

職員向け合同研修会 

2019年 4月 27

日(土)・28日

(日) 

岡山県ボランティア・NPO

活動支援センター「ゆうあ

いセンター」 

堤・三村・

東馬場・ 

小野 

津山東高校職員研修 7月 2日(火) 津山東高校視聴覚室 三村 

NPO事務力検定＆対策セミナー 8月 29日(木) 

岡山県ボランティア・NPO

活動支援センター「ゆうあ

いセンター」 

東馬場・中

野・西尾・

小野 

2019年度防災講習会「防災意識

社会への転換に向けた防災・減

災の取り組み」 

9月 7日(土) 
岡山県立図書館 2階デジタ

ル情報シアター 
阿部 

NPO法人のための情報管理 専

門家 6連続セミナー 

法人の事業継続計画 

10月 8日(火)  

岡山県ボランティア・NPO

活動支援センター「ゆうあ

いセンター」 

東馬場 

NPO法人のための情報管理 専

門家 6連続セミナー 

NPO法人のための情報管理 

10月 15日

(火) 

岡山県ボランティア・NPO

活動支援センター「ゆうあ

いセンター」 

阿部・小野 

ジチラボ plus地域自治へのアプ

ローチ 
2月 15日(土) 

複合型交流拠点ウィズあか

し 
三村・小野 

 

（６） 管理するウェブサイトなど 

下記のウェブサイトを運営し情報発信を行った。 

ウェブサイト名 URL 

NPO 法人みんなの集落研究所 http://www.npominken.jp/ 

Canpan ブログ みんなの集落研究所 

※2018 月 10 月より新規 HP へブログ機能を統合 
http://blog.canpan.info/minken/ 

Facebook みんなの集落研究所 https://www.facebook.com/npominken 

Twitter みんなの集落研究所 https://twitter.com/npominken 

 

 

 

 


