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【本編】

１．ムラヤー利活用戦略とは
（１）戦略の狙い
南城市では、平成 24 年度に「ムラヤー構想」を策定し、
「ムラヤーを活用した地域住民総
参加による住みよい地域づくりと自治力みなぎるコミュニティの醸成～いきいきとまちが輝
く、人づくり・地域づくり～」の基本目標のもと、地域住民が世代を超えて相互の連携を深
めるとともに、地域住民の満足度を高めるまちづくりを目指して取組を進めている。
ムラヤー利活用戦略（以下、
「本戦略」という）は、
「ムラヤー構想」を具現化し、行政と自
治会とが目指すべき地域の将来像を共有し、地域住民総参加による住みよい地域づくりと、
自治力みなぎるコミュニティの醸成を図ることを目的にとりまとめるものである。そのため、
本戦略においては自治会の現状調査やコミュニティビジネスの可能性調査などを行いながら、
地域コミュニティ（＝ムラヤー）の活性化に向けた取組方針及び取組内容、実施のための体
制づくりなどを位置づける。また、本戦略を読む市民に対し、地域の枠や活力に合わせた目
標や取組への足がかりを示し、ムラヤー活性化の手引きとなることを狙いとしている。

（２）本戦略における「ムラヤー」とは
ムラヤーとは本来、琉球王国時代に各ムラ（現在の区・自治会に相当）を管理するために
設置された行政機関であり、その役人が勤務した施設のことである。このことから、沖縄の
人々にとってムラヤーは大切な場所と位置づけられ、現在では区や自治会の公民館として、
地域づくりの重要な拠点となっている。
このような状況を踏まえつつ、本戦略においては「ムラヤー」を広義に捉え、従来の意味
のみならず、公民館を拠点として住みよい地域づくりを行う地域コミュニティ全体をムラヤ
ーとする。南城市においては地域の基本単位のコミュニティとして区や自治会が機能してい
ることから、すなわち「ムラヤー＝区・自治会及びその中心となる自治公民館」と考える。
図 ムラヤーの意味の拡大
従来の意味の「ムラヤー」

本戦略が対象とする「ムラヤー」

地域づくりの拠点となる

地域づくりの基盤となる

機関・施設のこと

コミュニティ（＝区・自治会）のこと

意味の拡大

~1~

【参考】
自治会とは何か？
自治会（町内会など類似概念あり）は、集落または都市の一部において、その住民によって組
織される親睦、共通の利益の促進、住民自治のための地縁団体である。ほとんどが法人ではなく
任意団体であり、加入は義務ではないが、その地域の全世帯が加入していることが多い。
自治会等の祖型は近世の五人組であり、それが近代に入って現在の形で現れたとされている。
自治会等は日中戦争の頃から日本各地で組織され始め、太平洋戦争の戦時下に大政翼賛会の最末
端組織として市には「町内会」が、町村には「部落会」が国によって整備された。自治会等が封建
的イデオロギーであったため戦争に与したと批判する学説がある一方、地縁組織は古来からみら
れた自律的な集団形式だと、文化としての自治会等を肯定的に評価する考え方も根強い。
戦後、ポツダム政令公布によって、町内会や部落会等の結成が禁止されることになったが、サ
ンフランシスコ講和条約後に解禁されると、自治組織として再組織化されるようになり、今日ま
で続いている。ただし、解禁以降は一部を除いて、国民一般への法的拘束力を有する法律・政令・
府省令には自治会等に関する規定がなく、行政組織（国及び地方自治体）が法的に拘束力を持っ
ているわけではない。
ただこのあたりはあいまいな領域であり、市区町村によっては自治体事務の委任（下請け）で
広報紙を配布する、自治体行政の下部組織（区長、地区長など自治体により名称が異なる）に自
治組織から人を送るなどの場合がある。こうしたケースでは自治会等の長が区長を兼ねたり、公
金による報酬が支出されたりなど、事実上自治体に属した形の事例が多いのが現実である。いち
おう下表のような区分の考え方があることを理解しておきたい。

行政区

行政上管轄する範囲のこと。１行政区に１人の区長を配置

自治会

地域コミュニティを形成・維持するための自主組織
行政区自治会

市町村が定めたエリア内の協働組織

集落自治会

行政区よりも小さなエリアで構築されている生活協働組織

自治公民館の位置づけ
自治公民館は、地域住民が管理・運営を行うため、その活動も住民の生活全般に関するものと
なっている。主に自治会の活動の拠点として、自治会が行う各種事業（親睦・レクリエーション・
地域の年中行事等）の会場となるほか、総会の開催場所、自治会内の専門部会や団体（子ども会、
婦人会、老人会、サークルなど）の活動場所として利用されている。また、ミニデイなどの福祉
事業の会場として活用されるほか、地域住民や外部の人々に対して会議室等を貸し出す貸館事業
が行われることもある。さらに地域住民に近い場であることから、市が実施する各種事業との連
携も求められている。
自治公民館は、集落公民館や自治会集会所とも呼ばれ、住民たちがお金を出し合ったり、市町
村の補助を受けたりして設置した、地域コミュニティの活動拠点として活用される建物及び活動
のことを指す。社会教育法では、市町村あるいは公民館設置を目的とした法人が設置する「公民
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館」と、誰でも設置することができる「公民館類似施設」があり、自治公民館は後者にあたる。
沖縄県においては、社会教育法上の公民館よりも自治公民館のほうが一般的に普及している。
琉球王国時代の 16 世紀頃には「間切」という行政区画が使用されており、間切は、複数の「シマ
（後にムラ）
」と呼ばれる地域コミュニティから構成されていた。このシマが現在の区や自治会の
原型であり、現在、自治会が行っている年中祭祀等もシマの範囲で行われていたものである。こ
のように沖縄県においてはシマ単位の地域意識が強く、その新たな形式である自治会単位での活
動拠点の設置は、地域住民のニーズとマッチしていたためと考えられる。

表 公民館と自治公民館の違い
項目

公民館

設置

市町村、あるいは公民館の設置を目的とした
一般社団法人または一般財団法人

各地域の自主的な組織団体

管理
運営

市町村の教育委員会やまちづくり関係部局、
管理団体など

主に地区で管理、運営は地域住民（総会、役
員会）など

社会教育法第 22 条で位置づけられた活動
を基本とする

住民の総意で、生活全般に関する活動・事業
を行う

 定期講座を開設すること。

 地域の美化・環境衛生に関する活動

 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会
等を開催すること。

 地域の問題等に対処する活動
 地域の親睦を深める活動

 図書、記録、模型、資料等を備え、その利
用を図ること。

 行政や公民館、関係団体が行う、福祉事
業や各種事業等への協力

 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開
催すること。

 住民や各団体への貸館

事業・
活動

自治公民館

など

 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
 その施設を住民の集会その他の公共的利
用に供すること。
※市町村等が公民館設置に関する条例で位置
づけた活動を行う
市町村や法人の費用

住民の負担が基本だが、各種補助事業の適
用もある（名称の変更を伴う場合が多い）

禁止
事項

営利活動、政治・政党・宗教活動
※公民館として必要とされている政治等に関す
る学習活動は除く

特になし

法律

社会教育法 第 20 条～第 41 条

社会教育法 第 42 条

経費

~3~

（３）事業の全体像
南城市では、本事業に先立って、平成 27 年度に「ムラヤー活性化モデル事業」を実施し、
モデル地区で行ったユンタク会等の活動をもとに「南城市版

自治会運営ハンドブック」を

作成した。これは、地域住民総参加による住みよい地域づくりのために、自治会に向けた自
治会運営・ムラヤー（自治公民館）活用の手引きとなっている。
本戦略の策定は、
「ムラヤー（小さな拠点）活性化による地域のきずな創出事業」の取組の
ひとつに位置づけられる。地域のきずな創出事業は３つの事業から構成され、①ムラヤー活
性化に向けた計画（本戦略）を策定する事業、②地域におけるモデル事業を実施する事業、
③地域活性化のための人材育成を行う事業の３つを行いながら、持続可能で住みよい地域づ
くりを目指すものである。なお、地域のきずな創出事業は昨年度策定した「南城市ちゃー
GANJU CITY 創生戦略」に基づいており、地方創生加速化交付金を財源としている。
並行して進むこれら３つの事業について、意見交換やとりまとめを行うことを目的に、
「区
長・自治会長連絡会」と「ムラヤー活性化推進委員会」の２つの意見交換の場を設けている。
図 事業の全体像
ムラヤー（小さな拠点）活性化による地域のきずな創出事業

①ムラヤー利活用戦略策定及び
コミュニティビジネス調査
（本業務）

フィードバック

②ムラヤーを拠点とした
地域づくり支援事業

区長・
自治会長
連絡会

ムラヤー
活性化
推進委員会

連携
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フィードバック

③地域の担い手
育成機能強化事業

１）ムラヤー利活用戦略策定及びコミュニティビジネス調査事業（本業務）
本業務は、ムラヤー構想を具現化することを目的に、行政と自治会が目指すべき地域の将
来像を共有し、ムラヤーを活用した地域住民総参加による住みよい地域づくりと、自治力み
なぎるコミュニティの醸成を図るものである。今回は、
「南城市ちゃーGANJU CITY 創生戦
略」に基づき「住んでみたい」
「住みつづけたい」まちづくりの実現、子育て支援、体験型観
光、教育や介護予防の場としてのムラヤー活用など、市民生活に密着した多分野にわたるサ
ービスをワンストップで提供できる地域の拠点づくりを目指すためのムラヤー利活用戦略の
策定及びコミュニティビジネスの可能性調査を行う。本戦略をもとに、次年度以降に具体化
事業や実証事業を進め、
「ムラヤー構想」の目標を達成していく計画である。
具体的には、①各自治会の過年度実施事業の点検及び将来的な取組・意向の把握、②各自
治会の地域活性力の診断と分類、③類型ごとの振興目標、テーマ、参考事例の位置づけ、④
ムラヤー利活用戦略の検討、⑤実施及び支援体制の構築に向けた健康、⑥優先度の評価と事
業化スケジュールへの落とし込み、⑦コミュニティビジネス（CB）化アクションプランの検
討などを行う。

２）ムラヤーを拠点とした地域づくり支援事業
持続可能で住みよい地域づくりを進めるため、公民館を拠点に地域住民が世代を越えて相
互連携を深め、地域住民総参加のもと、
「住みよい地域づくり」を進めるための持続可能な手
法や体制づくりを目的とした事業である。
平成 27 年度に実施したムラヤー活性化モデル事業においてモデル地区となった自治会で
行った実践等を通じて得た情報・ノウハウを横展開し、公民館を活用した地域づくりを進め
る。具体的取組として、①立候補した自治会でのユンタク会（意見交換会）の展開、②ムラヤ
ー（自治公民館）を活用したプログラム実施、③平成 27 年度モデル事業地区における継続フ
ォローの３つを行う。平成 28 年度は５ヵ所程度の自治会で実施し、地域住民が主体となっ
て、公民館を活用した小規模なイベント・プログラムを開催し、利活用を推進するための取
組を支援する。

３）地域の担い手育成機能強化事業
持続可能で住みよい地域づくりを進めることを目的に、地域の課題を受け止め、解決に導
く担い手となるような事業主体を築くための組織化や、地域の人材育成、コミュニティビジ
ネスの立ち上げのサポートを行う。
具体的取組として、①ムラヤー学習会の開催、②なんじょう市民大学と連携したコミュニ
ティビジネスの担い手育成の２つを主に行う。地域において重要なテーマに分かれての分科会
や地域の事例の勉強会などを実施している。
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４）意見交換の場
ア．区長・自治会長連絡会
ムラヤーを拠点とした地域づくりにおいて自治会との連携は必要不可欠であり、事業の推
進や連携体制の構築を行うにあたって、区長・自治会長連絡会を設けて意見を交換する。ま
た、本戦略にはその意見を反映する。
表 役員名簿
名前

肩書

渡慶次 昇

南城市区長会長・大里団地区長

津波 良光

南城市区長会佐敷地区会長・佐敷自治会長

親川 仁寛

南城市区長会知念地区会長・志喜屋区長

砂川 均

南城市区長会玉城地区会長・當山区自治会長

西平 守正

南城市区長会佐敷地区副会長・新開自治会長

嘉数 勝實

南城市区長会佐敷地区書記会計・手登根区長

照屋 盛敏

南城市区長会知念地区副会長・久原区長

渡名喜 進

南城市区長会知念地区書記会計・知念区長

港川 猛

南城市区長会玉城地区副会長・堀川区自治会長

石嶺 真一

南城市区長会玉城地区書記会計・玉城区自治会長

仲程 清和

南城市区長会大里地区副会長・大里グリーンタウン自治会長

知念 厚

南城市区長会大里地区書記会計・大里ニュータウン自治会長

イ．ムラヤー活性化推進委員会
ムラヤーを拠点とした地域づくりの推進にかかる各事業の円滑な連携を図るため、考え方
のコーディネートを行うことを目的に設置しており、専門家や地域の各種団体等で構成する
委員会を組織し、事業における助言や評価検証を担う。また、本戦略にはその意見を反映す
る。
表 委員名簿
立場

名前

肩書

委員長

中村 透

委員

小泉 秀樹

東京大学工学系研究科 教授

〃

宮里 大八

国立大学法人琉球大学 地域連携推進機構 特命准教授

〃

渡慶次 昇

南城市区長会長・大里団地区長

〃

屋我 英樹

南城市観光協会 事務局長

〃

川上 菊子

南城市商工会 事務局長

〃

永吉 盛哲

南城市生きがい推進課 課長

シュガーホール芸術監督
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２．上位・関連計画等での位置づけ
（１）上位・関連計画における自治会振興の位置づけ
１）ムラヤー構想（平成25年３月）
本市では、郷土の歴史と文化を活かし、失われつつある「ゆいまーる（共助）の精神」を
後世に継承するため、
「南城市ムラヤー構想」を策定した。ムラヤー構想とは、地域づくりの
原点であるムラヤー（自治公民館）を整備し、その活動を支援することにより、ムラヤーを
中心とした地域コミュニティを形成し、活性化につなげる構想である。
「ムラヤー構想」では、公民館の整備に加え、公民館を拠点とした事業に対して支援を行
うことを位置づけている。具体的にはムラヤー整備事業、ムラヤーを拠点とした伝統文化の
継承事業、ムラヤーを拠点とした健康・介護事業、ムラヤーを活用した地域活性化事業とな
っている。また、支援を受けるためには、老人会や女性会などの地域の団体が組織されてい
ることなどの条件がある。
ムラヤー構想における関連事項（抜粋）
基本目標
ムラヤーを活用した地域住民総参加による住みよい地域づくりと自治力みなぎるコミュニティの醸成
～いきいきとまちが輝く、人づくり・地域づくり～
基本となる４つの考え方
・自治力みなぎるコミュニティ～市民が主役の地域経営～
・基盤となる地域コミュニティのエリア
・市民と行政の新たな関係づくり～パートナーシップの構築～
・市民に近いところで進めるまちづくり～ムラヤー構想の推進～
支援対策事業
・ムラヤー整備事業
・ムラヤーを拠点とした伝統文化の継承事業
・ムラヤーを拠点とした健康・介護事業
・ムラヤーを活用した地域活性化事業
支援の必要条件
ムラヤー構想の支援を受けようとする協議会は、下記の要件（ア～オ）のすべてに該当するものとする。
ア.同地域に老人会が組織されていること
イ.同地域に女性会が組織されていること
ウ.同地域に青年会が組織されていること
エ.同地域に子供会が組織されていること
オ.他の支援制度を受けていないこと
ムラヤー構想の支援を受けようとする組織（地域）の同意要件
市に提案されるムラヤー構想は、原則として８割以上の地域住民の同意が得られていることを要件とする。
・地域住民とは、当該地域（区・自治会）に居住する者をいう。
・同意状況の確認は、事業内容等を説明した上で、記名捺印するものとする。
※ムラヤー構想における「ムラヤー」とは自治公民館を指す
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２）第１次南城市総合計画（平成25年３月）
本市のまちづくりの根幹をなす「第１次南城市総合計画」では、基本構想においては市の
将来像を「海と緑と光あふれる南城市」とし、７つの基本方針を設定している。平成 24 年度
までの前期５カ年を振り返り、社会情勢や制度改正などをふまえた改訂（後期基本計画）を
平成 25 年に行っている。
本事業との関連でいうと、総合計画では、コミュニティビジネスの促進や公民館の利活用、
コミュニティの充実強化に関する施策が位置づけられている。特にコミュニティの充実強化
では、地域間での連携やコミュニティ活動の強化など地域活動の推進を図るとされており、
その具体化の施策が本事業とみることができる。
第１次南城市総合計画における関連事項（抜粋）
≪基本計画≫
２章 地域に根ざした活力ある産業のまちづくり
（５）新産業の創出
②コミュニティビジネスの促進
冠婚葬祭、福祉、祭り等のイベントといった地域における様々な活動を支える手法として、地域住民の主
体的なコミュニティビジネスを促進します。
３章 心豊かな人材を育む教育・文化のまちづくり
（３）生涯学習の充実
②生涯学習施設の拡充
市民が主体的に学べる学習環境づくりとして、公民館や図書館等の生涯学習施設の整備拡充及び機能
強化を図るとともに、それらのネットワーク強化により、あらゆる学習ニーズに対応でき、利用者が活用しやす
い施設の拡充を推進します。
７章 人の和が支える市民主役の協働のまちづくり
（２）コミュニティの充実強化
①コミュニティ活動の強化
市民の身近なふれあいの場となる市民活動や自治活動の充実としての、ムラヤー（交流施設等）の活性
化を図るとともに、コミュニティ活動団体への支援及び活動参加を促進します。
また、集落単位の祭事等をとおした世代間交流や地域間交流を促進します。さらに、地域住民の安全性
や一体感を高めるため、あいさつ運動等の展開により、「顔の見える」コミュニティの形成を促進します。
②地域連携の環境づくり
旧４町村における地域の問題解決や相互ネットワークを図るため、地域連携システムの構築に取り組み
ます。また、市民が互いの地域のことを深く知るために、交流と相互理解への取り組みを推進します。
③コミュニティを支える「ひと」づくり
自ら考え行動できる自立した市民を育てるため、市の施策等の計画段階・実施段階・評価段階といった
各過程において、市民が参加できる諸制度の整備等、市民が自立し主役になれる視点での事業の展開を
図ります。
また、生涯学習等をとおして様々な景観・知識・技術をもつ人材の発掘に努め、地域活度への参加を促
します。さらに、コミュニティの活性化を担うリーダーの育成を支援します。
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３）南城市都市計画マスタープラン 改訂版（平成27年10月）
「南城市都市計画マスタープラン」は、本市における 20 年後を見据えた都市計画の基本方
針、将来ビジョンとして策定したものである。市域の一体的な土地利用を図るという主旨か
ら、那覇広域都市計画区域から離脱し、南城市単独の非線引きの都市計画区域として見直し
が図られ、平成 22 年８月より新たな都市計画区域制度がスタートしている。その後、南部東
道路等の大規模プロジェクトの進展をはじめとする市内外の情勢変化にあわせて、
「一体的な
都市づくり」に加え「都市間競争のなかで埋没しない存在感のあるまちづくり」を重要課題
として捉え、
より具体的な都市づくりが進められるように平成 27 年 10 月に改定が行われた。
マスタープランでは、公民館を各集落における身近な交流拠点として整備・改良を支援す
る方針を定めている。また、先導的都市拠点地域を、公民館を未来に活かしたい主な地域資
源とし、地域構造の拠点として身近な交流拠点、防災拠点となるように位置づけている。
南城市都市計画マスタープランにおける関連事項（抜粋）
≪全体構想編≫都市づくりの将来像： 「海と緑と光あふれる南城市」
３-６ 暮らし・住まいに関する方針
基本方針： 住んでみたい、住み続けたいと思える安全・快適な住環境をつくる
（２）整備・誘導の方針
《快適で便利な住環境づくり》
②日常生活を支える拠点の整備
◇各集落において、身近な交流拠点としての「ムラヤー（自治公民館）」の整備・改良を支援する。

≪地域別構想編≫
第５章 先導的都市拠点地域の構想 ５-２地域づくり方針
（1）地域構造
《拠点》②地域の実情に応じた拠点の形成
市全体の都市づくりを先導する「先導的都市拠点」の形成を推進するため、その中核となる場の育成を
図る。この際、市による公共用地の先行取得を積極化する。また、多様な地域資源を活かしながら、地域
に密着した身近な拠点の形成を図り、日常生活の利便性向上等に努める。
●身近な交流拠点（ムラヤー、公園・広場、拝所・湧水等）
⇒ムラヤーの改良、公園・広場の再整備や地区間バランスを考慮した新設、湧水を活かした親水空間の
整備、拝所の修復・修景等を図り、身近な交流拠点として活用を進める。
●身近な防災拠点（親慶原公民館、つきしろ公民館、つきしろ児童公園、喜良原公民館、喜良原野球場）
⇒災害時の避難場所として指定されている施設について、設備の充実を図るとともに、地区間バランスを考
慮した新設を図り、身近な防災拠点として活用を進める。
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４）「南城市ちゃーGANJU CITY」構想（平成25年６月）
「『南城市ちゃーGANJU

CITY』構想」は、沖縄の特殊性や本市の独自性（まちづくりの

課題・目標）をふまえ、まちづくりのステップアップ・早期実現を図るため、総合計画など
の諸計画の具現化への橋渡し・役割を担うものとしてとりまとめた構想である。３世代同居
の戦略的推進を通じた「共存・共助・共栄のまち」を将来ビジョンとして掲げている。
健康長寿生活の再構築に向けた取組として、
「南城市らしさ」を具現化するソーシャルセー
フティネットワーク「ユイマールモデル」の実践の核となる公民館の機能拡充を位置づけて
いる。また、公民館が魅力ある外出先となるように、温浴施設や公民館周辺の空き地を活用
した買い物の場づくりなど機能拡充させることも想定している。
「南城市ちゃーGANJU CITY」構想における関連事項（抜粋）
基本コンセプト：いつも・いつまでも、元気(Ｇ)で明るく(Ａ)、仲良く(Ｎ)、ジンブン(Ｊ)【知恵】ある
ウマンチュ(Ｕ)【万人】の国際環境未来都市（ちゃーＧＡＮＪＵ ＣＩＴＹ）の構築
３．将来ビジョンの実現に向けた取り組み
（３）健康長寿命生活の再構築～活き活きした暮らしをコミュニティ全体で支え合うために～
・手助けや見守りなどの普及をビジネスマインド（事業的な視点）に立って促進するコミュニティビジネス・ソー
シャルビジネスの定着に向けた環境作り、「パーソナル（個人的）な健康管理から総合的な健康づくりへ」を
テーマとした南城ウェルネス事業の進化、医療情報を健康づくりに多角的に活用する医療情報ネットワー
ク事業のモデル展開、これらの地域コミュニティを基盤とした諸活動実践の核となる「むらやー（公民館活
動）」の機能拡充などに取り組み、「南城市らしさ」を具現化するソーシャルセーフティネットワーク（社会的
な助け合いのネットワーク）「ユイマールモデル」の強化に努める。
５．事業の戦略展開を担う６つの戦略事業
（３）外出促進をキーワードにした「ちゃーGANJU」の舞台づくり
②むらやーの機能拡充
オンデマンド交通システムによる足の確保と並んで、魅力ある外出先の形成は、外出を促進する車の両
輪となる。同時に、魅力ある外出先がコミュニティを単位として適正配置されていれば、オンデマンド交通の
効率的な基本ルートを設定することが容易となる。公民館を単位として南城市が取り組んでいる「むらやー
構想」は、魅力ある外出先の形成を進めていく上での格好の舞台となる。
既に各むらやーで、地域それぞれの特性を踏まえた機能拡充の取り組みが図られているが、下記の２つ
の機能をこれとセットして導入していくことにより、外出先としてのむらやーの魅力の一層の向上を目指す。
第1は、人が集まり、文字どおり裸での触れ合い、語り合うことを通じて、心身両面にわたるリフレッシュと活
力を生み出していく場となる温浴施設の整備である。近年、東京ではコミュニティの絆を体現する場として、
銭湯が再評価されつつある。温浴施設は、水溶性天然ガス付随水のタンク輸送による天然温泉とする。各
コミュニティに天然「むらやー温泉」が整備されると、外出の魅力は一層向上することになる。
第２は、むらやーの一画や周辺の空地等を活用した買物の場づくりである。スタート時点では、扱う商品を
地元農家や漁協・養殖場、養鶏場等と連携した地元生鮮食材に限り、また売り場は露台に商品を並べるだ
けといったものや、市内の商店等連携して移動販売車による定時販売を行うなどの身の丈に応じた形を採
り、大きなリスクを負うことなく、おしゃべりをしながら買物が楽しめる空間を創り出す。
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５）南城ちゃーGANJU CITY創生戦略（平成28年２月）
「南城ちゃーGANJU CITY 創生戦略」は、まち・ひと・しごと創生法に基づき、国の「長
期ビジョン」及び「総合戦略」を踏まえて平成 28 年２月に策定した。2040 年に 50,000 人と
いう人口の将来展望を目指すため、４つの基本目標と具体的な施策をまとめたものである。
創生戦略では、観光振興として公民館を活用し、観光客受入強化を図ること（しごと分野）、
公民館を拠点とした地域コミュニティの活性化などの交流促進を図ること（ひと分野）
、公民
館活用により地域でのコミュニティ基盤の強化を図ること（まち分野）など、公民館の整備
促進や機能強化が位置づけられている。
南城市ちゃーGANJU CITY 創生戦略における関連事項（抜粋）
≪基本目標Ⅰ≫地域資源を活用し、自立可能な就労の場を創り出す
（イ）観光振興・MICE対応
重要業績評価指標（KPI）：観光入込客数320万人（５年後）
「非日常を味わえる」「新鮮な感動を生み出す」体験観光メニューの多様化、ムラヤーや観光コア施設での
観光受入れや道の駅の機能等を拡充し、本市ならではの魅力を提供する、生活体験・長寿体験の観光商
品化を図る。
≪基本目標Ⅱ≫まちに活気を与える出会いと交流を促進するとともに、南城市の魅力を広く発信する
（ウ）教育・文化
重要業績評価指標（KPI）：県立芸大との連携実施数10件（５カ年分の累計）
シュガーホールを主な拠点とした県立芸大との連携とムラヤーを拠点とした各集落の取り組みを二本柱と
する伝統文化の継承をはじめとして、若い世代が自らのふるさとに誇りを持ち得る地域文化の基盤づくりに
取り組む。
≪基本目標Ⅲ≫あらゆる世代が活き活きと暮らせるまちを、コミュニティ全体で支えあう
（イ）コミュニティ基盤の強化
重要業績評価指標（KPI）：コミュニティ活動団体（青年会・女性会等含む）の復活件数10件（５カ年分の累計）
安心して子どもを産み育てることができる地域社会の醸成を目的に、ムラヤーの機能再生を通じた買い物、
医療・保険、福祉等の生活利便性、良好な生活環境を高める施策を関連づける取り組みや、自治会加入
のメリットに対する住民理解を深める取り組みを通じた自治会加入促進を図り、コミュニティ活動の充実・強
化の基盤を固める。
（ウ）子育て支援
重要業績評価指標（KPI）：出生数520人（５年後）
共働きや核家族化が進む中、「第２子」以降の子育てに不安を感じるという方が増えつつある。このいわゆ
る「第２子の壁」を乗り越えやすくするため、待機児童ゼロ、妊娠・出産・子育てに対する切れ目ない支援に
取り組み、ムラヤーを中心とする地域コミュニティによる子育て支援力の具体化とその強化を図るとともに、
認定こども園の導入検討や学童クラブ設置、遊び場の拡充など子育て環境整備の拡充に取り組む。
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６）南城市観光振興計画（平成20年３月）
「南城市観光振興計画」は基本理念「自然・歴史・文化が織り成すハーモニー～こころと
からだの健康・癒し なんじょう～」と６つの基本方針を設定し、観光施策を展開している。
そのなかで、地域発の商品・サービスのブランド化、地域イメージのブランド化など地域の
ブランド化を図ることに加え、自治会や地域団体などを中心とした案内ガイドや地域の物産
販売等の活動展開も位置づけられている。なお、次年度に改訂予定である。

観光振興計画における関連事項（抜粋）
４．南城市観光の振興の検討
２）南城型観光プログラムの考え方
南城市型観光プログラムは、南城市の持つ自然・文化・神秘性を軸として、健康と癒しを組み合わせた南
城市の独自性、独創性を兼ね備えた「南城ツーリズム」を表します。
心と身体の健康を基本テーマとし、オン・オフシーズンを問わず、体験滞在のための商品開発や観光基盤
整備などを含め、安定した入域客数の確保を目指します。
３）戦略的な展開
南城ツーリズムの構築においては、行政だけの検討や企業だけの検討といった単独の立場での検討ではな
く、市民・企業・行政等の様々な立場の人々が集まった中で、それぞれ役割を認識しつつ検討を行う必要があ
り、それが出来なければ真の南城ツーリズム（地域ブランド）の構築とはいえません。
また、県内の大学等観光関連教育を行う機関と連携した観光地における実験的な取り組みなどを積極的
に行い、新しい発想・観光教育の場として提供することで、南城ツーリズムの多様性や人材育成を図っていく
必要があります。
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（２）南城型エコミュージアムの取組との関連性
本市では観光振興課を中心として、エコミュージアムの手法に着目した観光地づくりに取
り組んでいる。平成 25 年度に策定した「尚巴志活用マスタープラン」において、
「南城市歴
史文化基本構想・保存活用計画」をベースとしたエコミュージアムの創造が提唱され、平成
28 年度に「南城型エコミュージアム実施計画策定調査業務」として事業化を進めているとこ
ろである。その目的は、ムラヤー構想やサイン整備事業、小規模事業者地域力活用新事業全
国展開支援事業など、エコミュージアムの実施に必要な事業がすでに行われており、これら
事業の着地点をエコミュージアムで包括し、事業の相乗効果を図ることを狙いとしている。
現在、27 自治会が候補地として挙げられ、ワークショップを行うなどして地域資源の再確認
やエコミュージアムの理解醸成等を進めている。
南城型エコミュージアムにおいては、南城市内の各自治会がサテライトミュージアムとし
て機能することを想定している。サテライトとなる地域の生活や文化を担っている人々の活
動をみせることによって、地域内の交流が活発になり、雇用を生み、住民の誇りにつながる。
そうした元気さが観光客を惹きつけることを可視化するのがエコミュージアムである。
南城型エコミュージアムの取組をとおして各自治会の魅力を明らかにし、魅せ方を考え発
信していくことで、地域の資源磨きや地域ぐるみのホスピタリティ向上が期待できるため、
積極的に本事業との連携を図っていく必要がある。

以下では、エコミュージアム構想のベースとなった「南城市歴史文化基本構想・保存活用
計画」と「尚巴志活用マスタープラン」の概要をまとめる。
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１）南城市歴史文化基本構想・保存活用計画（平成24年２月）
文化庁における「文化財総合的把握モデル事業」として作成されたものである。これまで
の保護を中心とした文化財行政への課題をふまえ、文化遺産を単に保存するためだけでなく、
まちづくりや景観形成、市民活動、観光誘客などに文化遺産を活用するためのマスタープラ
ンとして位置づけられる。地域の文化遺産をとおした歴史文化のまちづくりを行うことで、
地域のアイデンティティの確保や誇りの向上、交流や観光の推進など地域活性化とも結びつ
けることが狙いとしてある。
基本構想では、地域の文化遺産をその周辺環境も含めて総合的に保存・活用することをめ
ざしており、南城市の歴史文化のキーワードを「琉球発祥の地・南城」
、歴史文化まちづくり
コンセプトを「緑・グスク・人 琉球発祥を感じる歴史文化のまち」として、特に文化遺産の
集積が多い地域 13 ヵ所を「保存活用区域」として設定している。この 13 ヵ所を構成する集
落（自治会）がサテライトミュージアム候補地の基本となっている。

南城市歴史文化基本構想・保存活用計画における関連事項（抜粋）
（３）歴史文化保存活用区域の考え方
１）歴史文化保存活用区域とは何か
歴史文化保存活用区域は、関連文化財群や個々の文化遺産を核として歴史文化的な空間を創出するた
めの計画区域のことである。単体の文化遺産だけでなく、それを核とした周辺環境を保護するものであり、都市
計画法や景観法等の制度を活用しながら、調和のとれた空間整備をめざす区域である。また、文化遺産に対
する人々の理解を高め、地域住民やより広い範囲の市民が文化遺産の保存・活用に主体的に関わる仕組み
を築き上げ、その仕組みを市域全体に波及させるためのモデル地域としても位置づけられる。
保存活用区域の設定にあたっては、指定文化財のみではなく、無形や動産も含めた関連文化遺産を一定
のまとまりとしてとらえる。例えば、史跡を核として関連する文化遺産を一体として保護する例、祭りの行われる
まちなみと関連する文化遺産を一体として保護する例、重要伝統的建造物保存地区を核として関連する文
化遺産を一体として保護する例などがある。
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２）尚巴志活用マスタープラン（平成26年４月）
「尚巴志活用マスタープラン」は、地元の英雄・尚巴志を人材育成や文化振興、まちづく
り、観光振興に活かしていくための基本的な方針と行動計画を示したものである。市民一人
ひとりがそれぞれの考え方で地域おこし・まちづくりに一歩踏み出すことを「尚巴志スピリ
ット」と捉え、そのための人材育成や受け皿づくり、発信を行っていく事業計画である。
「尚巴志マスタープラン」の施策として三つの施策が掲げられており、そのひとつがエコ
ミュージアム創造施策である。エコミュージアム創造施策について、具体的な事業化を図っ
ていく過程で、集落（自治会、行政区、字も同義とする）がサテライト・ミュージアムとし
ての機能を持つことになり、将来的にはすべての集落の再活性化につなげることを目標とし
ている。
尚巴志活用マスタープランにおける関連事項（抜粋）
マスタープランの特色
メッセージ：南城市はみんなの未来を描くステージ。今を生きる尚巴志の物語を創ろう！
（２）尚巴志活用MP流 三本の矢
①「尚巴志」の普及・啓発・情報発信施策
②地域おこし人材育成施策
③尚巴志エコ・ミュージアム創造施策
琉球王国を興し、間切制度など統治システムを築いた尚巴志の偉業に倣い、エコ・ミュージアムという切り
口で、歴史文化遺産をはじめとした地域の価値を再発見し、磨き上げネットワークしていく。本マスタープラン
は日常生活に充実感を与えるという使命を持つため、各地域の公民館や広場、文化財、その他公共空間を
舞台にした事業を展開する。
「歴史文化基本構想」を基礎として、様々な分野のレイヤー（魅力の層）を重ねて、コア・ミュージアム～サ
テライト・ミュージアムを見出し、ディスカバリー・トレイルでつなげるイメージである
集落型エリアマネジメント手法によるエコ・ミュージアムの管理
（３）今後の公民館の役割
南城市では「ムラヤー構想」が進行中であり、公民館を中心とした自治活動の広がりが求められる状況にあ
る。「ムラヤー構想」によって今後の公民館は、従来型の集落自治機能に加えて、滞在や交流、消費促進な
ど地域活性化の仕組みを構築していく中心施設となることが期待される。事業の効果として、住民の豊かな
暮らしをはじめ、地域内外の交流促進、住民の生活改善や生涯学習、高齢者の予防福祉、子育てや学童保
育の支援等につなげることが望まれ、そのため、自治会のあり方も地域内での連携や住民の運営参加を促し
ていく必要がある。
自治会運営の基本方針（案）
ア）住民に開かれ、住民が参加できる管理運営
イ）交流を軸にした地域づくり活動を促すなどの相乗効果をもたらす管理運営
ウ）公民館や文化財等の維持管理コストに配慮し、独立採算で自立した管理運営
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（３）本戦略策定への視点
本市が策定してきた様々な構想や計画の中で、公民館利活用や自治会活動促進、地域コミ
ュニティの向上について位置づけており、施策の内容が重複するものが存在する。これまで
位置づけていた自治会振興に関する施策を本戦略に集約することで、効果的かつ効率的に関
連施策を実施していくことを目指したい。
また、南城型エコミュージアムでは、地域資源の活用により地域の魅力を向上し観光受入
れを図ろうとしていることから、特に本戦略と緊密な連携をとり、地域の魅力を創出・発信
していくことが必要となる。
図 上位関連計画との関係図
南城市歴史文化基本
構想・保存活用計画
尚巴志活用ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
第１次南城市総合計画

南城型ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ

南城市都市計画
マスタープラン
「南城市ちゃーGANJU
CITY」構想

連携

自治会振興に
関する施策の
集約

南城市ちゃーGANJU
CITY 創生戦略

ムラヤー利活用戦略

ムラヤー構想

南城市観光振興計画

 本戦略は、「ムラヤー構想」の目標・方針を踏まえ、ムラヤーの振興方向性や具体策をデザイン
するものであり、「ムラヤー構想」を下地として展開する。
 総合計画はすべての施策・事業の母体であり、コミュニティの充実強化に関する施策やそれに基
づき実施されている事業動向を踏まえて、本戦略を組み立てる。
 都市マスでは、公民館を各集落における交流拠点として整備・改良する考え方が示されている。
公民館が新しく機能強化されれば、自治会活性化を位置づける本戦略の幅が広がるため、公民
館の改築等の情報は常に留意しておく必要がある。
 ちゃーGANJU CITY 構想及び創生戦略は、「共存・共助・共栄のまち」を将来ビジョンとし、「ムラヤ
ー構想」及び本戦略と強く関心を共有しているため、両計画に位置づけられた施策・事業との連
携や効率的実施を意識しながら、本戦略をまとめる。
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 現在の観光振興計画は、着地型観光や特産品のブランド化など地域主体の観光及び収益体制
の構築が位置づけられており、これらの方向性を地域側で受け止める役割が本戦略に求められる。
また、次期観光戦略に、本戦略のコミュニティビジネスの考え方が反映されるように、情報共有を
図っていく。
 南城型エコミュージアムは現在進行形の事業であり、本事業との関連性も認識され、担当者間の
情報共有や意見交換を行いながら進められている。本戦略で位置づける施策・事業を、エコミュ
ージアム事業の舞台であるサテライトに位置づけられた 27 自治会のいずれかでモデル事業を行
うなど、双方の事業効果が最大化されるように、方向性を収斂させていく必要がある。
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３．南城市におけるムラヤー及び自治会の現状
（１）各自治会及び関連団体の概況
１）南城市の自治会組織の概況
ア．自治会の組織体制
市内の自治会の役員体制としては、区長（自治会長ともいう）、書記、会計、監査（監事）
を設置している地域が一般的である。役員は選挙や輪番制、推薦等の方法で選出される。そ
の他にも区長の補佐や自治会の円滑な運営を行うために、副区長、顧問、相談役、評議員、有
志、班長、各種専門部長、用務員、民生委員等を置いている自治会もみられる。また、自治会
によっては、専門部会（総務部・社会部・体育部・文化部・産業部・自警団等）を設置して、
地域の特徴的な活動を促進している自治会もある。
役員名

概要

区長（自治会長）

自治会の代表者であり、区の業務を統括する。区のまとめ役として、市やその他の
機関からの連絡事務を行ったり、総会の決議事項を執行する。

書記

区長を補佐して、会議の記録や自治会運営にかかる事務全般の処理を行う。書記
と会計の役割を兼任する自治会もみられる。

会計

区長を補佐して、字予算やその他の字負担金などの会計業務を行い、会計書類の
管理を行う。

監査（監事）

自治会の会計や資産の状況、事業の実施状況について監査を行う。自治会の目
的に沿った適正な運営かをチェックし、総会や各種委員会において報告を行う。

区長（自治会長）

書記

総会

評議員会・役員会

会計

その他役員

専門部会・委員会

監査（監事）

特別委員会

各種団体
班長

会員

老人会

青年会

婦人会

子ども会

各種団体（伝統芸能保存会、舞踊サークルなど）
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イ．主な合意形成の場
自治会が行う会議として、区民総意の合議の場として総会があり、事業計画の決定や予算・
決算の承認が行われる。総会の議決に従い、自治会の重要事項を議決する会議として、評議
員会や役員会が組織される。その他、自治会によって異なるが、自治会の規約で定められた
各役員による会が組織される。また必要に応じて、評議員会や役員会の下に各種委員会を設
置して、自治会行事の運営を行ったり、伝統芸能の維持・継承を目的とした活動等を行って
いる自治会もある。
委員会名

概要

総会

区の最高議決機関であり、世帯主や世帯の代表者をもって構成される。総会に
は、通常総会と臨時総会があり、区長が招集する。総会では、①規約の制定及び
改廃、②財産の取得・処分・変更及び運用、③事業報告・事業計画の承認、④予
算・決算の承認、⑤役員の選出及び承認、⑥その他区の運営に関する重要な事
項等について審議と議決を行う。

評議員会・役員会

自治会によって異なるが、総会に次ぐ議決機関及び区長の諮問機関として、評議
員会または役員会が組織される。区行政の円滑な運営を図るために設置され、主
に区長が召集する。主に自治会で定めた役員等で構成されるが、役員としての評
議員のみで会を構成する自治会もある。評議員会や役員会では、①総会への提
出議案、②役員の手当、③その他区の運営に関する事項等について審議を行う。

その他の会

総会、評議員会、役員会の他に、各自治会の規約で定められた役員ごとの会議を
行っている自治会もある（執行部会、有志会、班常会、専門部会等）。

各種委員会

必要に応じて、評議員会や役員会の下に各種委員会を設置している自治会もある
（選挙管理委員会、行事委員会、伝統芸能保存委員会、健康推進委員会、自主
防災委員会、福祉推進委員会、体育委員会等）。

ウ．自治会内の団体
市内の自治会では、いわゆる老人会、婦人会、青年会、子ども会が組織されている自治会
もみられるが、いずれかの団体が欠けている自治会も多い。
老人会は、主に定年退職後の 60 代以降の区民で構成され、ゲートボールやグランドゴルフ
などのスポーツ活動や、ピクニック等のイベント企画によって、交流を深めている。ミニデ
イサービスを老人会の主な活動として実施している自治会もみられる。明確な年齢の区分は
みられないが、20 代前後の世代を中心に青年会が組織され、40 代前後の世代を中心に青年会
ＯＢや壮年会として組織している自治会がある。青年会や壮年会の主な活動として、市体育
協会主催の体育大会への参加や、伝統芸能の保存活動、自治会のイベント時の会場設営や運
営補助等を行っている。婦人会は、主に自治会主催のイベント時の食事提供や踊りの披露、
料理実習といった活動を行っている。子ども会は、主にムラヤーでの勉強会やお泊り会、夏
休みのキャンプといったイベントを実施している。
また、任意の活動として、伝統芸能保存会や舞踊、三味線の愛好会を組織している自治会
もみられる。
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２）各自治会の概況
市内には、72 の自治会があり、各自治会の人口規模や年中行事、文化資源等についての概
況を以下にまとめる。ただし、市営百名団地と県営親慶原団地は市の行政区ではないため、
それらを除いた 70 の自治会について示す。
表 各自治会の概況
No,

自治会

概況

１

津波古

人口は 3,472 人で、世帯数は 1,316 世帯であり、市内で人口と世帯数がとも
に１番多い区である。伝統芸能として、天人、棒術、獅子舞、シーチャーモー
エー、狂言（キーヒチ狂言、サキヌミ狂言）がある。

２

小谷

人口は 350 人で、世帯数は 121 世帯である。集落の文化資源を案内する小
谷まーいや、石坂を利用したイルミネーションを実施しており、市民や県民、観
光客が訪れている。

３

新里

人口は 957 人で、世帯数は 362 世帯である。人口が 1,000 人近い区である
が、自治会加入率が 90％を超える。パークゴルフ大会、区民運動会、新春駅
伝大会等のスポーツイベントも盛んである。

４

兼久

人口は 551 人で、世帯数は 208 世帯である。区の行事として、アブシバレー
や自治会運動会、敬老会、ハチウクシー等の行事を行っている。佐敷干潟に
面している。

５

佐敷

人口は 721 人で、世帯数は 271 世帯である。国指定史跡である佐敷城跡、
美里殿、苗代大比屋の屋敷跡があり、尚巴志に関連する史跡や、歴史的な
文化財が多く残る。

６

手登根

人口は 860 人で、世帯数は 324 世帯である。伝統芸能として、手登根エイサ
ーや手登根古式エイサーがあり、維持・継承のために保存会が毎月練習を行
っている。

７

伊原

人口は 243 人で、世帯数は 97 世帯である。伝統芸能として、組踊「手水の緑
マルヌムン」がある。さとうきびやオクラの栽培が行われている。守礼カントリー
クラブ（ゴルフ場）がある。

８

屋比久

人口は 311 人で、世帯数は 129 世帯である。古武術を取り入れた伝統芸能
であるティンベーとカマンティーは、市の無形文化財に指定されている。カシチ
ー行事の綱引きの際、チナヒチガーエーを行っている。

９

外間

人口は 189 人で、世帯数は 71 世帯である。五穀豊穣をもたらす存在として、
ミルク（弥勒）が伝承されている。ヌーバレーやカシチー行事の際に、ミルクを
迎えてミルクユガフ（弥勒世果報）を祈願する。

10

仲伊保

人口は 494 人で、世帯数は 198 世帯である。区の伝統行事であるアブシバレ
ーの他に、区民運動会や新春健康マラソン大会などのスポーツイベントを実施
している。

11

冨祖崎

人口は 354 人で、世帯数は 149 世帯である。区の行事である区民運動会、
クシユッキー、新春の集い、カママーイ、アブシバレーでは、区民が一同に会
し、交流を深めている。
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No,

自治会

概況

12

新開

人口は 1,229 人で、世帯数は 508 世帯である。1972 年に、馬天港内の交有
水面を埋め立てて開発された住宅地である。新開夏祭りでは、区民による踊り
や三線が披露される。

13

つきしろ

人口は 1,181 人で、世帯数は 487 世帯である。健康づくり推進部を中心に、
健康講演会や親子参加型の健康づくりイベントを開催し、特定検診の受診率
向上に努めている。

14

県営新開団地

人口は 405 人で、世帯数は 158 世帯である。1983 年に完成した県営団地
である。団地内夏祭りや、イルミネーション、もちつき大会等の行事を開催して
いる。

15

県営新開第２
団地

人口は 263 人で、世帯数は 93 世帯である。1988 年に完成した県営団地で
ある。ボウリング大会や夏祭り、バスツアー等の行事を実施している。築年数は
30 年ほどである。

16

県営仲伊保団
地

人口は 190 人で、世帯数は 54 世帯である。1997 年に完成した県営団地で
ある。８月には団地夏祭りを開催している。定期的に自治会で清掃作業を行っ
ている。

17

志喜屋

人口は 697 人で、世帯数は 266 世帯である。旧暦の２月に、竜宮の神に牛を
供え、公開安全祈願と豊漁祈願及びムラの繁栄を祈願するハマエーグトゥ
は、志喜屋区独特の伝統行事である。

18

山里

人口は 231 人で、世帯数は 98 世帯である。区の行事として、夕涼み会や部
落親睦会（グランドゴルフ大会）等を行っている。区内では、主にインゲンやゴ
ーヤー、キュウリなどの野菜が栽培されている。

19

具志堅

人口は 200 人で、世帯数は 78 世帯である。1947 年に知念から分立してで
きた集落である。区内では、サトウキビや野菜（インゲンやゴーヤー等）が栽培
されている。

20

知念

人口は 594 人で、世帯数は 235 世帯である。聞得大君による東御廻りで巡
礼された知念グスクや知念大川がある。国道 331 号線のニライカナイ橋に
は、ドライブスポットとして多くの観光客が訪れている。

21

吉富

人口は 134 人で、世帯数は 58 世帯である。人口（世帯数）の規模が小規模
であるが、自治会加入率は非常に高い。区の行事として敬老会を実施してい
る。斜面上に住宅が広がっている。

22

久手堅

人口は 356 人で、世帯数は 134 世帯である。伝統行事であるヌーバレーは、
知名・安座真とともに長い間続く伝統行事であり、近年、組踊「鏡の割」が復活
上演されている。

23

安座真

人口は 610 人で、世帯数は 248 世帯である。伝統行事として、ウュエー行事
（何百年も続く伝統行事でおもち作り）や、ヌーバレーがある。近年はサンサン
ビーチで有名。

24

知名

人口は 657 人で、世帯数は 251 世帯である。伝統芸能であるヌーバレーは、
区民総出による伝統芸能が披露される。蝶にふんした青年が踊る「胡蝶の舞」
は、知名独特の踊りである。

25

海野

人口は 427 人で、世帯数は 178 世帯である。ハーリー同好会のメンバーを中
心として、地域行事としてのハーリーだけでなく、市内外のハーリー大会にも積
極的に参加している。
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No,

自治会

概況

26

久原

人口は 522 人で、世帯数は 193 世帯である。国道 331 号沿いにアパートが
新築されつつある。お盆には、青年会によるエイサーの道ジュネーが行われ
る。10 月には、久原区健康祭りを開催している。

27

久高

人口は 245 人で、世帯数は 137 世帯である。久高島は、琉球開闢の祖アマ
ミキヨが最初につくったとされている島である。イザイホーをはじめとして、年間
30 を超える集落単位の祭祀・行事が存在する。

28

県営知念団地

人口は 139 人で、世帯数は 48 世帯である。字知念に位置し、1995 年に設
立された県営団地である。区の行事として、清掃作業（草刈）や親睦会を行っ
ている。

29

親慶原

人口は 1,298 人で、世帯数は 438 世帯である。区民運動会や旧盆の綱引
き・エイサーには、県外からの帰省者の参加もみられる。青年会ＯＢ会が年に
２回、一人暮らしのお年寄りの屋敷清掃活動を行っている。

30

垣花

人口は 362 人で、世帯数は 146 世帯である。全国名水百選に選ばれた湧水
である垣花樋川がある。樋川から出る水は、現在でも各家庭に配水し、簡易
水道として利用されている。

31

仲村渠

人口は 228 人で、世帯数は 94 世帯である。主な文化資源として、国指定文
化財である仲村渠樋川、ミントングスク、親田御願、アミシヌ御願・綱引きなど
がある。

32

百名

人口は 858 人で、世帯数は 344 世帯である。主な文化資源として、アマミキ
ヨに関連する浜川御嶽、ヤハラヅカサや、稲作発祥の地と伝わる受水・走水
がある。

33

新原

人口は 233 人で、世帯数は 90 世帯である。受水走水とともに稲作発祥伝説
の言い伝えが残されているカラウカハがある。自然資源として、砂浜が長く続く
天然のビーチである新原ビーチがある。

34

玉城

人口は 198 人で、世帯数は 83 世帯である。300 年以上もの歴史があると言
われている獅子舞は、市の無形民俗文化財に指定されている。人気スポット・
浜辺の茶屋が所在する。

35

中山

人口は 204 人で、世帯数は 85 世帯である。年間で 20 回以上もの御願行事
がある。４年に１度行うジーハンタ祭では、区民だけでなく、区外在住の出身者
が一同に集まる。

36

奥武

人口は 914 人で、世帯数は 351 世帯である。本島と橋でつながれた離島の
集落である。漁業が盛んで、名物である天ぷらを求めて多くの観光客が訪れ
ている。旧暦の５月４日には奥武島ハーリーが行われる。

37

志堅原

人口は 538 人で、世帯数は 197 世帯である。区の伝統芸能であるシュンドウ
（醜童）は、市の無形民俗文化財に指定されている。海神祭やウシデーク、区
民運動会といった行事を行っている。

38

堀川

人口は 573 人で、世帯数は 229 世帯である。区の行事として、新春カー御願
や部落運動会、敬老会を行っている。３世代交流を目的として、2016 年に堀
川農村公園でキャンプを開催した。

39

富里

人口は 470 人で、世帯数は 169 世帯である。区内には尚泰久王陵墓、百十
踏揚の墓、尚布里の墓があり、尚氏ゆかりの文化資源が豊富である。玉城庁
舎が立地する。
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No,

自治会

概況

40

當山

人口は 433 人で、世帯数は 155 世帯である。尚巴志の子どもである尚布里
が移り住んだ地とされている。昔から続いている地域の行事として、腰ゆくいや
綱引きがある。

41

屋嘉部

人口は 625 人で、世帯数は 270 世帯である。区の行事として、ウマチー、カシ
チー、納涼祭、敬老会・生子祝い、新春マラソン大会、初ミジナリー等を行って
いる。

42

糸数

人口は 494 人で、世帯数は 201 世帯である。南部で最も高い場所に立地す
る集落であり、国指定史跡である糸数城跡がある。市体育協会主催の体育大
会に、年間を通して多くの種目に参加している。

43

喜良原

人口は 422 人で、世帯数は 127 世帯である。区の行事として、アブシバレー、
夏祭り、敬老会・出生祝、新春区民マラソン大会、グランドゴルフ大会等を実
施している。

44

船越

人口は 1,945 人で、世帯数は 631 世帯である。津波古区に次いで人口が多
い自治会であり、会員数が 100 名を超える子ども会では、毎年サマーピクニッ
クを開催している。

45

愛地

人口は 1,123 人で、世帯数は 387 世帯である。区の行事として、盆踊り、敬
老会、誕生祝、豊年祭、区民運動会、新春マラソン大会等を実施している。
県道 48 号線に区域が分断されている。

46

前川

人口は 1,075 人で、世帯数は 435 世帯である。伝統芸能アヤグ、寄鍬（ユシ
グェー）、長者の大主は、市の無形民俗文化財である。2016 年に観光交流・
防災機能拠点施設として前川むらやーを建設した。

47

西原

人口は 137 人で、世帯数は 54 世帯である。島添大里城があった歴史的な
地域で、他の主な文化資源として、カニマン御嶽、島添大里按司の墓、チチン
ガー等がある。

48

南風原

人口は 340 人で、世帯数は 132 世帯である。舜天王の墓とも言われている
食榮森御嶽をはじめとして、多くの文化資源を有している。老人会では、ゲート
ボールの練習を活発に行っている。

49

平良

人口は 544 人で、世帯数は 172 世帯である。区の行事として行っている平良
区芸能祭には、子どもからお年寄りまで、多くの区民が参加し、歌や踊りを披露
する。

50

嶺井

人口は 516 人で、世帯数は 187 世帯である。2013 年に農村婦人の家を改
修し、嶺井区公民館を建設した。老人会、婦人会、青年会、ＰＴＡといった部
会の他に、花野木会や琉舞教室の活動が行われている。

51

嶺井団地

人口は 447 人で、世帯数は 160 世帯である。1975 年に設立された団地であ
る。10 月に開催する嶺井団地まつりでは、地域の子どもたちによるエイサー
や、大道芸人のショーなどが披露される。

52

古堅

人口は 270 人で、世帯数は 116 世帯である。伝統芸能であるミーミンメーは、
市の無形民俗文化財に指定されている。2014 年に青年会が復活し、棒術の
ハイファー棒の継承に努めている。

53

福原

人口は 511 人で、世帯数は 214 世帯である。区の行事として、区民親睦スポ
ーツ大会や、ヌーバレー、ウチャトー、芸能のつどい、新春マラソン大会を行っ
ている。
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自治会

概況

54

島袋

人口は 839 人で、世帯数は 314 世帯である。区の行事として、パークゴルフ
大会、豊年祭（綱引き、こども相撲大会）、納涼祭、新春マラソン大会等を行
っている。

55

当間

人口は 674 人で、世帯数は 230 世帯である。伝統芸能である獅子舞は、市
の無形民俗文化財に指定されており、ヌーバレーと十五夜の行事の際に披露
される。

56

仲程

人口は 879 人で、325 世帯数は世帯である。区の行事である綱引きは、綱作
りから行う。大里庁舎をはじめ、社会福祉協議会、総合保険福祉センター、地
域包括支援センター等の公共施設が立地している。

57

県営大里団地

人口は 319 人で、世帯数は 119 世帯である。1989 年に建設された県営団
地である。５月には、しまくとぅばお話大会を開催しており、市体育協会の体育
大会には、ボウリングとゴルフ部門に参加している。

58

高宮城

人口は 352 人で、世帯数は 119 世帯である。ＯＢ会を中心に、区内の行事
（綱引き等）が行われている。区内の拝所では、区民の安全や発展、五穀豊
穣を祈願している。

59

銭又

人口は 166 人で、世帯数は 59 世帯である。人口（世帯数）の規模が小規模
であるが、自治会加入率は非常に高い。区内では、さとうきびや野菜などが栽
培されている。

60

平川

人口は 481 人で、世帯数は 171 世帯である。区の行事として、ウマチーやア
ミシ、夏祭り、十五夜などを行っている。区内では、主にさとうきびが栽培され
ている。

61

稲嶺

人口は 1,140 人で、世帯数は 416 世帯である。伝統芸能である獅子舞は、
市の無形民俗文化財に指定されている。区の行事として、ウマチーや旧盆の
綱引き、十五夜遊び、ミッチャヌスクー等を行っている。

62

大里グリーンタ
ウン

人口は 1,922 人で、世帯数は 719 世帯である。1973 年に開発が始まった。
８月に開催する道ジュネー・納涼祭りには、子どもからお年寄りまで多くの区民
が参加する。

63

目取真

人口は 817 人で、世帯数は 292 世帯である。旧盆の７月 16 日に行う綱引き
は、市の無形民俗文化財に指定されており、多くの区民が参加する行事であ
る。

64

湧稲国

人口は 512 人で、世帯数は 192 世帯である。９月に開催する納涼祭では、区
民による民謡、中学生の三味線、青年会のエイサーが披露される。他にウマ
チーや十五夜、ハチウクシーなどの行事が行われている。

65

大城

人口は 990 人で、世帯数は 383 世帯である。主な文化資源に、大城城跡や
大城按司の墓がある。10 年に１度、組踊「大城大軍」を地域で上演し、継承し
ている。

66

稲福

人口は 407 人で、世帯数は 169 世帯である。市体育協会の体育大会のサッ
カーには、40 代前後の区民が中心となって参加しており、2015 年に優勝して
いる。

67

真境名

人口は 303 人で、世帯数は 110 世帯である。主な文化資源に、真境名殿、
真境名御嶽、雨乞森御嶽等がある。区内では、サトウキビの栽培や、畜産業
が行われている。
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No,

自治会

概況

68

県営大里第２
団地

人口は 220 人で、世帯数は 71 世帯である。1992 年に建設された県営団地
である。自治会には、老人会、子ども会、ＰＴＡの部会が組織されている。団地
の清掃、草刈作業を行っている。

69

大里ニュータウ
ン

人口は 798 人で、世帯数は 222 世帯である。2001 年に形成された。毎年開
催している大里ニュータウン祭りは、子どもとお年寄りの交流の場となっている。
区域内の交流イベントが活発。

70

第２ 大里グリ ー
ンタウン

人口は 461 人で、世帯数は 129 世帯である。2008 年に形成された。区の行
事として、小学１年生歓迎会や全体清掃、草刈作業、もちつき大会を行ってい
る。

※人口・世帯数は平成 28 年６月時点。

３）関連団体の概況
市内には、各自治会と連携して自治会活動の支援や促進を行う団体がみられる。そのなか
には、自治会の老人会や青年会のような各部会の上部組織として、イベント実施による他地
区との交流促進事業や、役員・リーダーの研修を実施している団体がある。また、各自治会
が抱える課題を明らかにし、有益な情報の共有を図ったり、課題の解決に向けたプログラム
を実施している団体もみられる。その他にも、自治会と連携したイベントや体験プログラム
を実施することで、地場産業の振興を図る団体もある。これら自治会に関連する市内の各団
体の概要を以下のように整理する。
表 各自治会関連団体
団体名

概要

南城市老人クラブ連合
会

各自治会の老人クラブの役員・リーダー研修やレクリエーション指導者講習
会、女性リーダー研修会を実施している。また、囲碁大会、ペタンク大会、ゲ
ートボール大会、ボウリング大会、グランドゴルフ大会、カラオケ大会、意見発
表大会等を開催するなど、市内の高齢者のための福祉・生きがいづくりに取り
組む。

南城市青年連合会

市内の各青年会を盛り上げ、市全体の活性化につなげることを目標に掲げて
いる。主に地域清掃ボランティアや独居老人宅清掃事業、南城市新春マラソ
ン大会の運営に取り組む。各青年会が伝統芸能やエイサーを披露する、青年
芸能フェスタ in 南城を企画、運営している。

南城市女性会

市内の子どもたちへ料理を作る楽しさを味わってもらおうと、親子料理教室を
年３回実施している。また、市内全ての小学校６年生へ「交通安全なんじぃお
守り」を制作して贈呈している。その他に、各地区で古紙回収やリサイクル事業
の実施や、スポーツ大会による会員同士の交流イベントを開催している。
2014 年から毎年６月を朝のあいさつ運動強化月間として、市内各中学校に
てあいさつ運動を実施している。また、保護者をはじめとする地域住民で子ども
の深夜徘徊を防ぐ気運を高める目的で、南城市青少年育成市民会議とともに
「子どもの深夜はいかい防止運動」パレードを開催している。

南城市ＰＴＡ連合会
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団体名

概要

社会福祉法人南城市

民間の社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織である。
地域の様々な福祉課題の解決に向けて、市民や各関連機関と協働し、地域
で共に支えあうまちづくりを目指す。市の受託事業として、各ムラヤーでミニデ
イサービスを開所し、看護士によるバイタルチェックや、レク活動を実施してい
る。また、地域福祉の増進を目的とした、行政区や市民活動団体が主体的に
取り組む活動について、赤い羽根共同募金配分金及び社協会費から助成を
行う。
母子や寡婦の市民が集まって設立された団体である。ひとり親家庭がいきいき
と輝くために、ひとり親家庭に関する情報提供や、イベント（ピクニック、運動
会、クリスマス会等）を実施している。
市内の働く意欲を持つ 60 歳以上の会員に対して、民間企業・個人家庭・公
共団体等から引き受けた、臨時的かつ短期的な仕事（清掃、草刈、大工、障
子張替え、家事援助、駐車場案内等）を提供している。会員にとって、働くこと
が適度な運動となり、介護予防や医療費の軽減に貢献している。
2010 年に設立され、市の地域特性を活かした持続的で魅力ある観光地づくり
を目指している。市内観光施設の管理運営、観光情報の発信、観光イベント
の計画・実施、物産品・土産品等の宣伝・指導育成等の事業を行う。観光客
向けのプログラムとして、ムラヤーでの伝統芸能披露や、市民民家での夕食
体験を提供する「なんじょうナイトツーリズム」を自治会と連携して実施してい
る。
商工会法に基づき、市町村を区域として組織された公益性の強い法人を商
工会という。南城市商工会は市内における商工業の経営改善普及事業を図
り、社会一般の福祉の増進を目的とした「地域振興事業」を行なう。会員数は
平成28年3月31日現在970件で、組織率は85.8%。
ＪＡおきなわ（沖縄県農業協働組合）の支店として、市内に大里支店、玉城支
店、佐敷支店、知念支店がある。農業事業、生活事業、信用事業、共催事業
を行っている。ＪＡ大里支店女性部は、地域の高齢者世帯への支援活動とし
て、手作り味噌を寄贈している。
市内の漁協組合として、佐敷中城漁業協同組合、知念漁業協働組合、奥武
島漁業組合がある。知念漁業働組合は、毎月第３日曜日に、セリを一般開放
する「ウミンチュとれとれ朝市」を開催している。奥武漁業組合では、大会事務
局と連携して「奥武島うみんちゅ祭り」を開催している。
2012 年４月に市と協働で設立された任意団体である。市民と行政の協働の
場の創出、市民大学の運営、市から自治会の活性化に向けた委託事業を受
け、自治会長や市民とコミュニケーションを図りながら、自治会が主体となった
地域づくりを目指す。自治会の実態調査、区民同士の対話の促進、自治会活
性化に向けた検討を進めている。

社会福祉協議会

南城市母子寡婦福祉
会
南城市シルバー人材
センター

一般社団法人南城市
観光協会

南城市商工会

沖縄県農業協同組合
南城市各支店

漁協組合

なんじょう地域デザイン
センター
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（２）自治会収支の概況
自治会計は基本的に予算管理会計である。つまり会計年度中に支出すべき予定金額を算出
し、予算どおり処理されたかを管理する方法がとられる。特に自治会費は区民から徴収した
貴重な財産であり、その収支は明確にして正確に記録し、区民にその収支決算を報告する義
務を負う。
会計の種類には大きく分けて次の２つがある。

一般会計

通常における自治会の年間事業を運営する経費を管理する会計

特別会計

一般会計以外で不定期に大きな事業(金額)に要する収支会計
複数の自治会等が合同で事業を行う収支会計
その他
・一般会計以外での大規模な修理改修費に要する積立金
・災害復旧など一般会計では自治会運営費不可時に対応できるように積立ておくもの

１）収入項目の特徴
自治会を運営していくにはその組織に見合った財源が必要であり、区民から集める自治会
費や行政からの補助金等がそれにあたる。以下、本市の自治会収支を俯瞰してみた結果の収
入項目の特徴について述べる。
表 主な収入項目一覧
収入項目

内容

自治会費

自治会に加入している者から徴収される会費。

補助金

公共（市や社協等）からの補助金。用途としては、防犯灯設置の助成金や緑化事業
における花の苗代、地域福祉活動への助成などがある。

寄付金

運動会や敬老会など諸行事への寄付金。

公民館使用料

公民館を使用する際の料金での収入。

敷地料・繰入金

字有地の土地賃貸によって得られる資金（企業や基地、電柱敷地など）。特別会計
からの繰入金（特別会計にて敷地料の管理している自治会が多い）。

事務委託料

市より区長への事務委託料。

繰越金

前年度の繰越金。

雑収入

預金利息などで得られる収入。

 収入の主たる項目は自治会費であり、ほとんどの自治会で収入の６割以上を占めているが、近年
は徴収率が低下傾向にある。
 補助金は、外灯整備事業や道路整備事業のように公共事業に伴う補助であり、公共事業がない
ときは発生しない。例えば、国・県の８割補助事業の場合、残りの２割を市と自治会が折半する形
で行われている。
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 公民館等の利用料金は、定期的に利用する団体がいると安定した収入が得られる。一般に外部
の利用料金が高く設定されている。また、団地の自治会では公民館不備のためこれらの利用料が
得られないなどの課題がある。
 基地や企業などに区有地を貸している自治会では、敷地料・繰入金（特別会計にて敷地料を管
理しているケースが多い）の割合が多くなっている。
 事務委託料とは市が自治会長へと支払う交付金だが、自治会によって計上するところ・しないとこ
ろがあり、統一されていない。個人に対する支給なので、自治会の会計に納入できないととらえて
いるところもある。

２）支出項目の特徴
支出とは大雑把に言って経費の支払いのことであり、経費には人件費や仕入などの各種費
用、それに加えて借入の利息支払いが含まれる。以下、本市の自治会収支を俯瞰してみた結
果の支出項目の特徴について述べる。
表 主な支出項目一覧
支出項目

内容

人件費

自治会長や書記、会計、用務員、監査員等への給料及び手当。

光熱費

公民館や事業で使用した電気、水道、ガス、通信費など費用。

会議費

自治会総会や評議委員会、班長会、各種委員会にてかかる費用。

消耗品費

封筒、文具といった事務用品や台所用品などにかかる費用。

行事費

区民運動会や駅伝大会、敬老会、豊年祭などの年中行事にかかる費用。

事業費

年度内の事業のために出費する費用。

助成金

区内の老人会や青年会、婦人会、PTA などの団体への助成金。

備品費

消耗品以外の機器や道具で、管理台帳で管理される物品購入費。本市では公民館
に設置するクーラーやイルミネーションの電球代など行事で使用する備品が多い。

慶弔費

祝い金や弔慰金などの費用。

保険費

公民館保険や火災保険、行事等での保険費。

借地料

土地を借りている際に発生する費用。

維持管理費

防犯灯、放送設備などの設置・維持管理や環境美化活動にかかる費用。

（修繕費）

積立金

公民館建て替えなどを行うための積立金。

雑費

その他費用。

 自治会によって差はあるが、主たる項目は人件費、光熱費となっている。
 自治会の世帯の規模が大きくなるほど、人件費、行事費の構成比が高くなる傾向にある。
 古くからの集落は、伝統的祭祀等の実施にかかる行事費が一定の割合を占めている。
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 備品費や維持管理費は、市や社協からの補助金を受けて整備・管理することが多い（防犯灯整
備や放送設備、クーラー取り付け、花の苗代など）。
 団地自治会の光熱費は共益費も含んでおり、他自治会とくらべて高い金額となっている。
 班長には区費の徴収の役割があり、班長手当を設けているところもある。
 一般に自治会計は、市町村などと同じように単年度使い切りが推奨されているようである。

３）自治会収支における課題
自治会の収支については、個々の自治会がそれぞれの方法で運営しており、過去には決算
の集計単位が曖昧だったり特定の人しか内容を知らなかったりなどの課題があった。以下で
は、南城市における自治会の会計上の課題をまとめる。

 自治会収入を左右する自治会費の未納・滞納問題については、都市化に伴うアパート・マンション
世帯の増加、高齢世帯や困窮世帯の増加等がみられる場合は今後増える可能性があり、加入
促進活動や共益費的会費の分離、不動産業者との連携、住んでよかったと思われる取組の実施
など適切な対応を図る必要がある。
 なお、自治会加入率が低下して 50％以下となると、地域を代表する組織としての正当性が揺ら
ぎ、自治会活動が制約されるおそれも生じる。
 自治会が所有する不動産は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われてきたことに
対して、地方自治法において「認可地縁団体」という制度が設けられ、地域的な共同活動のため
の不動産及びその権利を用いる際に、自治会が権利義務の帰属主体となることができるようにな
った。このため不動産ビジネスを行う際には、基本的に認可地縁団体になるのが望ましい。
 ただし、法人化されると、法人市県民税の課税対象となり、また不動産を使って営利活動を行う
場合は課税されるようになる。したがって、事業を行う際に営利・非営利の見極めが重要になる。
 全国的な人口減少による税収減少の影響を受け、市からの事務委託料（区長報酬または区運
営費）や補助金はこれから削減されていく可能性があり、財源の確保や緊縮運営の可能性につい
て長期的に検討する必要がある。
 沖縄では夏場の冷房で水道光熱費が高くなる傾向にあり、ムラヤーの開放時間の拡大に向けて
は、コミュニティビジネス等で水道光熱費を補填する収益を得ることが重要になる。
 「各会計年度における歳出はその年度の歳入をもって充てなければならない」という会計年度独
立の原則に自治会計もしばられているが、市町村レベルでは最近はバランスシートを導入し、長期
的な収支を把握しようとする自治体が増加していることを考慮し、定期的に長期のキャッシュフロ
ー計画を作成し、長期的に支障をきたさない財政運営を行うことが望ましい。

 予算の数値目標を示し、執行後の評価を実施して、その結果について説明責任（アカウンタビリテ
ィ）を果たすことが望まれる。
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（３）既存の実施施策・事業の概況
ここでは、自治会を対象に実施している南城市及び関連団体が実施している既存施策・事
業の概況を述べる。また、実施施策・事業のなかで、特に地域コミュニティ活性化との関わ
りが深いものを次に整理する。

１）実施状況のまとめ
南城市及び関連団体が直近の５年間（平成 23 年度～平成 27 年度）に自治会を対象に実施
した事業等の一覧は 36 ページ以降にある。特徴を以下に整理する。
①地域活動活性化へ向けた支援施策の実施
本市では、自治会や地域団体を対象とした各種助成事業等を実施し、自治会の地域活動の
活性化支援を行っている。また、商工会や観光協会、社会福祉協議会においても、ナイトツ
ーリズム（観光協会）や、小谷まーいにつながった小規模事業者地域力活用新事業全国展開
支援事業（商工会）など、コミュニティビジネスや地域福祉の視点から、地域に寄り添った
事業を実施している。このように地域活動を支援するための取組は、これまでも行ってきた
ところである。
②特定の自治会への事業の集中傾向
実施施策・事業は、全ての自治会が対象となる事業、担当課が事業目的に基づいて対象自
治会を選定・決定して実施する事業、自治会側からの申請や要望を受けて実施する事業に分
けられる。事業目的に基づいて対象自治会を決定する事業においては、事業につながる歴史
的経緯を有する自治会や特徴的な取組を行っている自治会など、市の計画や構想に位置づけ
られた自治会が選定される傾向にある。計画や構想を推進していくためには重要なことであ
るが、受け手となる自治会はひとつであるため、自治会のキャパシティを越えて事業が実施
されている可能性も懸念される。
③事業申請に対する自治会の意識・ノウハウの違い
②と関連するが、自治会側からの申請や要望によって実施するタイプの事業において、年
度が変わっても同じ自治会がエントリーする例がみられる。この背景には、自治会が申請書
を作成できる人材やノウハウを有していたり、自治会内に活発な活動を行っている団体・個
人があったりするような活力のある自治会でなければ、事業へ立候補・申請できない状況が
あると考えられる。
また、市が実施している各種事業等について、自治会が十分に情報を得られていないこと
も懸念される。そのため、情報をキャッチできる自治会が立候補・申請することになり、結
果として同じ自治会が複数回エントリーすることにつながっているものと推測される。
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２）観光交流・防災機能拠点整備事業（観光商工課）
住民と観光客との交流拠点や防災拠点施設としての利用、伝統芸能継承、青年会活動など
の多様な活動を推進するため、観光交流・防災機能拠点として、安座真、前川、知名の３地域
において自治公民館の整備を行うものである。平成 27 年に安座真ムラヤーが、平成 28 年に
は前川むらやーが完成した。
平成 28 年 12 月に開催された「第 2 回こらくりアーツ展覧会 in 安座真」では、安座真ムラ
ヤーがメイン会場となったほか、前川むらやーでは平成 28 年 11 月に「前川区自治会むらお
こし芸術祭」が開催された。

３）南城市集落域文化遺産サイン整備事業（文化課）
各集落において、来訪者や市民に対して地域の文化資源の適切でわかりやすい情報の提供
を行う案内板や、目的地への誘導板等の整備計画を策定するものである。整備する地区につ
いては、南城市歴史文化基本構想に「歴史文化保存活用地域」として位置づけられている地
域及び観光プログラム等が実施・計画されている集落、地域づくりに意欲的な集落を優先地
域とし、自治会の意向を踏まえて 15 地区（津波古、新里、佐敷、手登根、知名、久手堅、安
座間、玉城、前川、當山、富里、糸数、船越、西原、南風原）を選定している。平成 30 年度
には 15 地区すべての整備が完成する予定である。
なお、平成 25 年度にも同様に、８地区（小谷、つきしろ、稲福、大城、知念、海野、百名、
奥武）で「南城市集落文化遺産サイン整備計画」を策定しており、現在は８地区全てで計画
していたサイン整備が完了している。
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４）地域ふれあいミニデイサービス事業（生きがい推進課・社会福祉協議会）
高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で生き生きとした日常生活が送れる
よう、住み慣れた地域での社会参加を促進することを目的とした事業である。家に閉じこも
りがちなひとり暮らしの高齢者に対し、各自治会の公民館等を活用し、各種サービスを提供
することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長、介護予防を促進する。
ミニデイ事業は南城市社会福祉協議会が委託を受けて市内 63 自治会で実施しているが、久
高、大里グリーンタウン、つきしろの３地域では、社協の支援を受けつつも自主運営を行っ
ている。ミニデイ事業は、各地域のボランティアによって支えられており、高齢者の交流や
健康増進を図る機会となっている。

５）フッくん・シーちゃん地域福祉活動助成事業（社会福祉協議会）
自治会や NPO 及びボランティアなどをはじめとする市民活動団体に対して、地域福祉増
進を目的とした活動費用について 25 万円を上限に助成することで、団体の活動支援を図る事
業である。赤い羽根共同募金配分金及び社協会費からの助成であり、市民に対して、赤い羽
根共同募金活動や社協事業の周知を行うことも狙いのひとつとなっている。
助成の対象は、市民活動団体が自主的・主体的に企画実施する地域福祉事業で、絵本の読
み聞かせや高齢者向けサロンの開催、備品・機材整備など、地域課題の解決や、地域活性化
を目的とした事業である。平成 28 年度は、佐敷、つきしろ、堀川、親慶原、仲伊保などが行
う 11 事業が採択され、公民館への手すり設置や、地域の夏まつりの復活、三世代交流などの
事業が行われた。
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６）なんじょう・ナイトツーリズム（観光協会）
郷土料理や芸能文化を味わいながら地域の人々と触れ合う地域交流型の観光メニューで、
地域住民と観光客が一緒に夕食を食べたり、公民館で伝統芸能の鑑賞や料理体験を堪能した
りと、ありのままの南城市の夜を楽しむことができる。
民泊は法制上の問題で受け入れられないが交流をしたいという地域のために、南城市観光
協会が「平成 26 年度沖縄県地域観光資源創出支援事業」を活用してモニターツアーを実施し
た。平成 27 年度からは観光協会の自主事業としてコンソーシアムを組み実施している。観光
客から参加費を徴収し、協力家庭や自治会・団体、観光協会で折半するため、地域にお金が
落ちる仕組みとなっている。今後は、受入れ先を増やすなど、事業拡大を検討している。

７）上がり太陽プラン事業（まちづくり推進課）
地域コミュニティの活性化を図る一環として行う事業で、自治会や NPO、ボランティア団
体などをはじめとする市民活動団体から提案事業を募集し、優秀な提案事業を行う市民活動
団体に対し事業実施に係る経費の一部または全部を助成金として交付する。審査員は市内中
学生が担う。
これまで 14 自治会のプランが採択されており、複数回採択されている自治会もある。残念
ながら提案したものの採択に至らなかった自治会もあるが、上がり太陽プラン事業は、自治
会がやりたいことを自主的・主体的に企画提案することで、自らの地域を見つめ直す機会を
創出している。また、提案した事業を自ら実施することで、地域の各種団体の結束や活性化
にもつながっている。中学生が選考審査を行うことも、子どもたちが地域活動について知り、
地域に興味を持つ機会を創出しているといえる。
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８）自主防災活動
自主防災組織は「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主
的に結成する組織であり、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織である。
「南城市地域防災計画」に自主防災組織づくりや組織の育成・強化の推進を位置づけており、
組織がつくられている地域では、減災活動にむけて自主防災組織結成に取り組んでいる。
地域ごとに住民が連携して自主防災組織を結成することで、自主防災活動をより効果的に
行い、住民の防災意識の向上を図る。また、災害時に地域住民がお互いに助け合う気持ちを
高め、地域の一体感をつくることが期待できる。

９）その他
その他、現時点では自治会活動との積極的な連動は主目的とされていないものの、今後の
協働が期待されるイベント及び事業について簡単に整理する。

団体名

活動内容

半島芸術祭in南城

芸術文化をとおした「人と芸術の息づくまち」づくりを目標に、地域の人々や南城
市を訪れる人々との交流の輪を広げることにより、活力と潤いのある地域の形成
を目指すイベント。市民有志によって実行委員会が運営されている。実行委員会
が中心となって企画・運営するメイン会場と出展参加者が自ら主催者として企画
運営するコア会場（工房、ギャラリー、喫茶店、個人宅等）がある。

南城市「憩いのオー
プンガーデン」

毎年春と秋に開催され、個人の庭を開放し見学することができるイベント（南城市
観光協会主催）。開催期間は約１週間で、地図付パスポート（300円）を購入し
て、市内の個性的な庭をまわることができる。

なんじょう市民大学

まちづくりの担い手の育成を目指し、平成22年度に開校。市民の多様性を尊重し
個性を活かしながら、『市民がつくる市民のための大学』を目指している。受講２
年間で、修了生は人材登録を行い、南城市内で行われるまちづくり活動へ積極
的に関わる。「なんじょう地域デザインセンター」が市と共同運営を行っている。

シュガーホールを利
用した活動

様々な演奏会や舞台芸術が開催されている。公演に伴うワークショップの開催も
あり、地域住民がプロの芸術活動に触れる機会を設けている。また、表にも整理
するように、シュガーホールが実質的な主体となった各種の出前講座では地域と
の協働が図られている。
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商工会

11 産業振興

観光商工課

商工会

産業振興

9

産業振興課

田園整備課

田園整備課

田園整備課

田園整備課

観光商工課

観光協会

観光協会

担当課

10 産業振興

産業振興

8

産業振興

5

産業振興

産業振興

4

7

産業振興

3

産業振興

産業振興

2

6

産業振興

ジャンル

1

№

H27

知念漁業協同組合で水揚げされる水産品を移動販売によ り直
水産品消費拡大及び 買い物弱 接販売することで水産品の消費拡大を図り 且つ 日用品等も販 つきしろ、親慶原、 百名、大城、 目取
者支援事業
売することで、近隣に買い物する場所がない「 買い物弱者」 を移 真、湧稲国
動販売により支援する。

H25

H26

平成25年度小規模事業者地域
観光振興事業の一環として、 地域経済の活性化を図る観点か
力活用新事業全国展開支援事
小谷、前川、知念
ら、観光開発や特産品開発を目的とした調査事業。
業

平成26年度小規模事業者地域
観光振興事業の一環として、 地域経済の活性化を図る観点か
力活用新事業全国展開支援事
小谷、大城、真境名、稲福、手登根
ら、観光開発や特産品開発を目的とした調査事業。
業

H27～H28

H27

農村文化の伝承を通じた農村コミュニテ ィの 強化に資する活動
【多面的機能支払交付金事業】
を行う。伝統行事に披露する伝統芸能の練習や話し合いに対 多面的事業参加組織
伝統行事等の継承
する茶菓子代等の支出。

南城市エ コミュ ージアム構想実 従来の観光拠点から市内各地域（ムラヤー含む）へ誘導する仕
市内全域
施計画策定事業
組みづくりのための計画。

H24～H27

H24～H27

【多面的機能支払交付金事業】
地域の農用地、 その 他農業関連施設（ 水路、農道） の管理状
農村環境保全に関する年度活動
多面的事業参加組織
況の確認、今年度実施活動の検討・計画策定を行った。
計画の策定

農村環境保全活動を地域共同で行うため、 農家、非農家、各
【多面的機能支払交付金事業】
種団体で交流会を通して保全活動の啓発・ 普及を行い地域コ 多面的事業参加組織
地域住民等との交流会
ミュニティの強化を図る。

H24

【多面的機能支払交付金事業】 地域の農用地、その他農業関連施設（水路、 農道）などを５年
農村環境保全に関する事業計画 間の協定期間を通して保全管理を行う ため の活動計画を策定 多面的事業参加組織
の策定
した。

H27～H29

H27

公民館や民家にて、沖縄料理及び文化交流感動体験を行うナ
イトツーリズムを実施。平成27 年度から 観光協会自主事業とし 大城、つきしろ、奥武、知名、前川
て実施。

実施年度
H26

対象自治会

公民館や民家にて、沖縄料理及び文化交流感動体験を行うナ
イトツーリズムを実施。平成26年度は沖縄県の補助を受けて実 つきしろ、知名
施。

内容

芸術と地域の 素材を結びつ けて体験メニ ューとして定着さ せ、
芸術による地域活性化推進事業 地域特性を活かした観光振興とコミュニティビジネスの創出を促 安座真
すことを目的に実施する。

なんじょう・ナイトツーリズム

なんじょう・ナイトツーリズム

事業等の名称

表 直近５年間（平成 23 年度～平成 27 年度）に実施した、ムラヤー（公民館）を活用した事業、自治会を対象とした事業
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田園整備課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

16 文化芸術振興

17 子育て支援

18 子育て支援

19 子育て支援

20 子育て支援

21 子育て支援

22 子育て支援

23 子育て支援

24 子育て支援

文化課

15 文化芸術振興

ピザとレモ ネ ードを作った。 ピザは生地をこねる作業から、 レモ
湧稲国
ネードはレモンを絞る作業から行った。
絵手紙独特の絵の描き方によ って、それぞ れの 個性が表れて
大里グリーンタウン
いる作品となった。
ピザとレモネードを作った。親子でふれあう事を重点的に、 作業
大里第二グリーンタウン
を行った。
貝殻細工の作品を作った。コルクボードやマグネッ ト等に思い思
知念団地
いのデコレーションを行った。
「いろいろムーチー」を作った。 ４種類の 味の ムーチーや３ 色団
糸数
子を親子で作った。
「昔のおもちゃ」として、アダンの葉で風車や指輪を、竹で紙の弾
伊原
をとばすてっぽうを作った。
貝殻と木板を用いた工作と、バードコール作りを行った。

子ども教室～出前講座～
親子料理教室

子ども教室
親子絵手紙教室

子ども教室
親子料理教室

子ども教室
親子ものづくり教室

子ども教室
親子料理教室

子ども教室
昔のおもちゃ作り

夏休み地域出前講座
夏休み工作づくり

堀川

親子で参加して、自身の好きなカッ プや転写紙を選び デザイン
大里第二グリーンタウン
した。

子ども教室～出前講座～
「マイカップづくり」

【多面的機能支払交付金事業】
（再掲/７）
伝統行事等の継承

H27

H26

H25

H25

H24

H24

H23

H23

地域に所在する拝所やグスクなどの 文化遺産の地でコンサート
文化遺産（グスク）め ぐり コン サー を実施し、地域に残る文化遺産を知るきっかけづくりを通して、 南城市歴史文化基本構想・保存活
H26～H27
地域の歴史・文化を学び、地域における活用を通した地域づくり 用地区の自治会対象
ト事業
の契機となってもらうことを目的として実施。

南城市地域孫会議事業

文化課

14 文化芸術振興

地域の歴史を三世代で語り あい、地域アイデンテ ィテ ィを刺激
し、地域コミュ ニテ ィーの活性化に寄与するこ とを目的として実 南城市歴史文化基本構想・保存活
H26～H27
施。これまでは各家庭に所在する古写真を活用し、現在と過去 用地区の自治会対象
を写真を通して、語り合う事業を実施している。

～H25

13 文化芸術振興

実施年度

市民が気軽に音楽や舞台芸術を鑑賞でき る機会をつくるこ とを
シュガーホール発！地域めぐり出 目的とした実演芸術の地域派遣公演。シュガーホールに足を運 継続事業で、 ５カ 年で全自治会を対
ぶのが困難な高齢者・乳幼児と親・児童等を対象に、 演劇、歌 象に実施
前ステージ
三線、吹奏楽を公民館や集落の広場にて実施した。

対象自治会

まちづくり推進課
（シュガーホール）

内容
H27

事業等の名称

平成27年度小規模事業者地域
観光振興事業の一環として、 地域経済の活性化を図る観点か
小谷、前川（有志）
力活用新事業全国展開支援事
ら、観光開発や特産品開発を目的とした調査事業。
業

担当課

商工会

ジャンル

12 産業振興

№
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社会福祉協議会

社会福祉協議会

社会福祉協議会

社会福祉協議会

31 高齢者福祉

地域福祉・防
32
災・防犯

地域福祉・防
災・防犯

地域福祉・防
災・防犯

33

34

生きがい推進課
社会福祉協議会

29 高齢者福祉

生きがい推進課
社会福祉協議会

高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で生き 生き
とした日常生活が送れるように、住みなれた地域での 社会参加
地域ふれあいミニデイサービ ス事 を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らしの 高齢者も 63行政区（その内３字は自治会又は
H23～H27
業
含めて公民館を活用し各種サービ ス（ 健康相談、レクリェーショ ボランティアグループで運営）
ン等）を提供し、社会的孤立感の 解消及び 自立生活の助長、
介護予防を促進する。

30 高齢者福祉

水産品消費拡大及び 買い物弱
（再掲/８）
者支援事業

H27

H25

H23～H27

自治会長、民生委員、書記、老人クラブ役員の皆さんと地域で
【 地域支え合い支援事業】 地域
気になる世帯の 確認や、 支え合いが必要な世帯につ いて情報 27年度実績：23字
アセスメント
共有することで、見守りネットワークの確立を図る。

【 地域支え合い支援事業】 防災 災害時の要援護者の避難、平常時から の見守り 支援につ いて
仲伊保・冨祖崎
活動（避難訓練）
講話及び情報交換会を実施。

H23～H27

自治会やボランティア団体が主体的に取り 組む地域福祉増進
累計50ヶ所
フッ くん・ シーちゃん地域福祉活 を目的とする活動に対し、 その 事業費の 一部を助成するも の。
助成金累計額
動助成事業
施設のバリヤフリー化（洋式トイレ設置、手すり設置等）や地域の
12,406,000円
伝統芸能やまつり等地域活性化に向けた取組を対象とする。

介護予防教室

ミニデイサービス事業や老人クラブの定例会等を活用して高齢
者が健康に関する知識を深め、自身の健康状態及び 運動の能 ミニデイ実施地域（老人クラ ブや各種
H24～H27
力を知り、目標を持って健康づくり や介護予防に対する意識の サークルが対象）
高揚を図る目的で講義及び実技を取り入れた内容を実施。

心身の機能回復、健康増進を図るため、健康運動指導士の指
高齢者筋力向上ト レーニン グ事 導のもと、 体操及び 筋力トレーニ ングを中心としたプログラ ムを
要望の あった自治会（ H27 年度 ２ ヶ
業 公民館型
週１ 回公民館等で10 回にわたり 実施する。 修了後、 フォロー
H23～H27
所）
（NGP65 元気塾）
アップとして３ヶ月後に再度対象者を集めて実施。 地域によ って
は、月１回継続実施している。

つきしろ、親慶原、 百名、大城、 目取
真、湧稲国

H27

産業振興課

新開、船越、津波古、つきしろ

28 高齢者福祉

健康づくり支援調査検証事業

健康講演会を実施。要望のあった自治会を対象に実施する。

健康増進課

健康づくり支援調査検証事業

27 健康増進

H26

船越、島袋、つきしろ、 仲伊保団地、
健康講演会や演劇を実施。要望のあった自治会を対象に実施
仲伊保、 津波古、 奥武、親慶原、小
する。
谷

実施年度
H25

対象自治会

健康講演会や演劇を実施。要望のあった自治会を対象に実施
外間、船越、糸数、冨祖崎、新開
する。

内容

健康増進課

健康づくり支援調査検証事業

事業等の名称

26 健康増進

担当課

健康増進課

ジャンル

25 健康増進

№
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教育施設課

下水道課

下水道課

下水道課

下水道課

下水道課

下水道課

生活環境課

生活環境課

39 その他

40 その他

41 その他

42 その他

43 その他

44 その他

45 その他

46 その他

47 その他

総務課

地域福祉・防
災・防犯

37

観光商工課

社会福祉協議会

地域福祉・防
災・防犯

36

38 ムラヤー整備

社会福祉協議会

地域福祉・防
災・防犯

35

担当課

ジャンル

№

備蓄食料（20食程度）、水の配布（500mlペットボトル24本）

河川浄化（ＥＭ菌）

狂犬病予防集合注射

公共下水道

公共下水道

農業集落排水

公共下水道

農業集落排水

公共下水道

大里北小学校改築事業

新里

仲伊保、外間、屋比久

稲福

伊原

大城

冨祖崎

嶺井、西原、 南風原、 嶺井団地、古
堅、福原、島袋

安座真、前川、知名

全自治会

饒波川上流の河川浄化にかかるEM菌の配布。

南風原、平良

飼犬へ狂犬病を予防するための注射を、公民館を会場に借りて
全自治会
実施する。

下水道工事に伴う住民説明会を実施。

下水道工事に伴う住民説明会を実施。

下水道接続に伴う住民説明会を実施。

下水道工事に伴う住民説明会を実施。

下水道接続に関する住民説明会を実施。

下水道工事に伴う住民説明会を実施。

大里北小学校改築に向けた意見交換会を実施。

観光交流・防災拠点施設整備事
観光及び防災の拠点としてのムラヤーの整備。
業

備蓄食料配布

毎年

毎年

H28

H25

H25

H24

H24

H23

H23

H25～H28

H27

H26

実施年度

自分達の住んでいる地域に、「認知症ではないか？」と気になる
【 地域支え合い支援事業】 認知
方がいる。今後どのようにサポートできるのか？していけば良いの 大里グリーンタウン
症サポーター養成講座
かを学習したいと自治会からの要望で勉強会を実施した。

対象自治会
H26

内容

【 地域支え合い支援事業】 介護 地域の女性会の要望により、介護についての講話を実施（ 講師
稲嶺女性会
入門教室
派遣 市内施設より）。

事業等の名称

（４）現状分析による自治会の分類
南城市には 70 の自治会があり、その成り立ちや人口規模、住民の年齢特徴等も様々であ
る。自治会の現状やムラヤーの利活用方策を検討するにあたっては、類似する特徴を持つ自
治会同士をいくつかのグループに分類することが効果的と考えられるため、下記のとおり分
類を行った。分類にあたっては、定量的・準定量的な指標を用いている。
【分類指標】
①自治会の立地・成り立ち（団地や新興住宅地なのか、集落型なのか）
②自治会の規模（世帯数が多いのか、少ないのか）
③世帯数の増減傾向（直近５年間の平均と比較して、現在の世帯数が多いか、少ないか）
④住民の年齢（65 歳以上の人口割合が高いか、低いか）

図 自治会の分類指標
70 自治会

団地・ニュー
タウン型

集落型

中規模

大規模

世帯数増加

団地・ニュー
タウンタイプ

大規模
タイプ

小規模

世帯数減少

バランス型

高齢中心

バランス型

高齢中心

中規模
Ａタイプ

中規模
Ｂタイプ

中規模
Ｃタイプ

中規模
Ｄタイプ
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小規模
タイプ

ア．分類指標について
指標① 立地・成り立ち
市内の自治会には、集合住宅が中心となっている自治会や、古くから続く旧集落など様々
な成り立ちがある。そこで、集合住宅や新興住宅地がもとになった自治会を、団地・ニュー
タウン型、それ以外を集落型とした。
指標② 自治会の規模
自治会は世帯単位で加入することから、自治会の規模は、人口ではなく世帯数をもとにし
ている。住民基本台帳の平成 28 年６月 30 日現在の世帯数が、401 世帯よりも多い自治会を
大規模、80 世帯よりも少ない自治会を小規模、その間を中規模とした。
指標③ 世帯数の増減傾向
世帯数の増減傾向は、直近５年間（平成 24 年～平成 28 年）の世帯数の推移をみるため、
次のとおり集計した。まず、直近５年間の世帯数の平均値を算出した。次に、その平均値と
平成 28 年の世帯数が多いか少ないかを比較した。多ければ増加傾向、少なければ減少傾向と
している。
なお、世帯数は住民基本台帳をもとにしており、各年とも６月 30 日現在の数値である。
指標④ 住民の年齢
住民の年齢は、住民基本台帳の平成 28 年６月 30 日現在の年齢別人口をもとに集計した。
まず、高齢者の割合（65 歳以上人口の占める割合）
、壮年の割合（15 歳～64 歳人口の占める
割合）
、子どもの割合（15 歳未満人口の占める割合）を算出した。次に、下表に従って自治会
を５つのグループに区分した。
表 年齢区分
年齢区分

概要

超高齢若年減少

高齢者の割合24％以上、壮年の割合58％未満

超高齢若年普通

高齢者の割合24％以上、壮年の割合58％以上

高齢

高齢者の割合20％以上～24％未満

生産年齢優位

高齢者の割合20％未満、壮年の割合64％以上

年少者優位

高齢者の割合20％未満、壮年の割合64％未満

※年齢区分は、平成 26 年度に実施された自治会活動調査の分析を参考にした。
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表 分類に使用した数値等（出典：住民基本台帳／各年とも 6 月 30 日現在）
人口に関する指標
1

H28年
総人口
（人）

旧佐敷

旧知念

旧玉城

旧大里

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

津波古
小谷
新里
兼久
佐敷
手登根
伊原
屋比久
外間
仲伊保
冨祖崎
新開
つきしろ
県営新開団地
県営新開第２団地
県営仲伊保団地
志喜屋
山里
具志堅
知念
吉富
久手堅
安座真
知名
海野
久原
久高
県営知念団地
親慶原
垣花
仲村渠
百名
新原
玉城
中山
奥武
志堅原
堀川
富里
當山
屋嘉部
糸数
喜良原
船越
愛地
前川
西原
南風原
平良
嶺井
嶺井団地
古堅
福原
島袋
当間
仲程
県営大里団地
高宮城
銭又
平川
稲嶺
大里グリーンタウン
目取真
湧稲国
大城
稲福
真境名
県営大里第２団地
大里ニュータウン
第２大里グリーンタウン

3,472
350
957
551
721
860
243
311
189
494
354
1,229
1,181
405
263
190
697
231
200
594
134
356
610
657
427
522
245
139
1,298
362
228
858
233
198
204
914
538
573
470
433
625
494
422
1,945
1,123
1,075
137
340
544
516
447
270
511
839
674
879
319
352
166
481
1,140
1,922
817
512
990
407
303
220
798
461

2

3

子どもの
割合
（％）

壮年の
割合
（％）

17.5%
7.4%
16.3%
20.0%
15.4%
14.5%
10.7%
8.0%
18.0%
10.9%
8.5%
11.7%
15.7%
12.6%
14.4%
26.3%
11.2%
10.0%
10.0%
10.3%
16.4%
17.1%
15.6%
8.7%
8.9%
15.9%
12.7%
23.0%
14.8%
13.3%
11.4%
14.5%
15.9%
10.6%
7.8%
14.4%
17.8%
16.2%
21.7%
21.5%
22.9%
15.8%
12.1%
24.4%
25.7%
13.3%
10.9%
15.9%
26.3%
15.3%
21.7%
10.4%
10.8%
23.2%
16.9%
20.6%
11.3%
25.0%
9.6%
17.3%
19.6%
14.3%
17.9%
18.0%
16.8%
12.8%
19.1%
22.3%
30.5%
34.9%

62.7%
45.7%
61.8%
60.6%
54.1%
61.2%
56.0%
59.8%
57.1%
57.9%
55.4%
63.1%
58.7%
74.1%
76.4%
67.9%
57.8%
60.2%
60.5%
55.6%
47.8%
59.3%
60.0%
57.8%
55.0%
63.2%
51.0%
71.2%
61.1%
55.5%
57.0%
61.4%
54.5%
64.1%
58.3%
55.3%
63.9%
59.7%
56.4%
56.8%
59.4%
52.8%
44.3%
62.0%
60.6%
63.8%
64.2%
62.9%
59.6%
57.2%
56.4%
52.2%
60.3%
62.0%
61.9%
65.2%
78.1%
58.2%
57.8%
62.8%
64.2%
53.2%
63.9%
55.9%
65.9%
66.6%
63.0%
71.8%
65.2%
59.4%

4

5

H24-28年
高齢者の 平均世帯数
割合
（世帯数）
（％）

19.8%
46.9%
21.9%
19.4%
30.5%
24.3%
33.3%
32.2%
24.9%
31.2%
36.2%
25.2%
25.6%
13.3%
9.1%
5.8%
31.0%
29.9%
29.5%
34.2%
35.8%
23.6%
24.4%
33.5%
36.1%
20.9%
36.3%
5.8%
24.1%
31.2%
31.6%
24.1%
29.6%
25.3%
33.8%
30.3%
18.2%
24.1%
21.9%
21.7%
17.8%
31.4%
43.6%
13.6%
13.7%
22.9%
24.8%
21.2%
14.2%
27.5%
21.9%
37.4%
29.0%
14.8%
21.2%
14.2%
10.7%
16.8%
32.5%
20.0%
16.1%
32.5%
18.2%
26.2%
17.4%
20.6%
17.8%
5.9%
4.4%
5.6%
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1,162
119
342
188
248
316
96
132
65
196
146
505
431
161
93
55
264
101
75
226
57
136
233
249
181
180
149
52
428
142
92
333
91
83
83
344
184
226
157
155
254
189
101
565
373
417
55
121
155
188
159
116
181
220
217
277
118
111
60
154
370
707
254
164
321
140
91
69
194
124

6

7

8

9

10

H24年
世帯数

H25年
世帯数

H26年
世帯数

H27年
世帯数

H28年
世帯数

1,059
114
328
166
219
313
95
136
61
190
144
499
302
157
96
56
265
105
75
223
51
132
223
247
185
164
146
54
423
139
90
321
91
80
79
330
174
225
150
158
248
191
90
501
353
400
60
110
129
191
151
127
151
171
212
215
124
95
60
130
341
692
224
143
285
110
83
70
166
116

1,100
117
324
179
232
313
98
134
63
197
146
504
430
164
91
55
267
104
75
225
57
139
219
250
181
175
155
54
417
143
91
329
92
81
81
343
182
224
154
157
250
179
93
532
369
411
53
116
151
188
156
115
164
188
211
248
115
111
60
136
343
699
239
155
300
123
83
69
183
125

1,131
122
338
194
256
310
96
134
64
197
149
507
458
165
94
55
261
100
71
225
59
140
231
247
182
181
157
52
422
140
90
339
90
84
85
350
182
222
154
158
249
184
89
559
379
414
53
121
152
179
161
112
179
201
212
291
112
114
63
162
356
705
248
160
304
130
84
67
192
124

1,206
122
360
195
260
320
96
128
68
199
143
508
479
163
93
55
262
99
77
224
60
137
244
250
181
187
148
52
439
143
95
334
92
85
86
348
187
228
159
149
251
192
107
600
378
424
54
127
173
193
167
109
196
227
220
305
118
114
59
171
396
720
267
170
333
168
97
69
205
125

1,316
121
362
208
271
324
97
129
71
198
149
508
487
158
93
54
266
98
78
235
58
134
248
251
178
193
137
48
438
146
94
344
90
83
85
351
197
229
169
155
270
201
127
631
387
435
54
132
172
187
160
116
214
314
230
325
119
119
59
171
416
719
292
192
383
169
110
71
222
129

11

世帯数の
増減傾向

増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加
減
増加
増加
増加
増加
増加
減
減
減
増加
減
増加
増加
増加
減
増加
増加
減
増加
減
減
増加
増加
増加
増加
減
増加
増加
増加
増加
増加
増加
減
増加
増加
増加
増加
増加
増加
減
増加
増加
減
増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加
減
増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加
増加

イ．自治会の分類
アの分類指標をもとに、市内 70 自治会を７つのグループに分類した。
世帯数の増減傾向（指標③）と住民の年齢（指標④）をもとに散布図を作成すると下図の
とおりとなる。このうち、自治会の立地・成り立ち（指標①）と、自治会の規模（指標②）か
ら「大規模タイプ」
「小規模タイプ」
「団地・ニュータウンタイプ」に該当する自治会を整理し
て、自治会を分類した。次ページの表が整理結果である。
なお、この分類は住民基本台帳をもとにしていることから、実際には地域にほとんど居住
していない市民がいるなど、地域の実情に即していないおそれがある。また、特に中小規模
の自治会においては、何月時点を基本とするかによっても世帯数の増減傾向が変わってしま
う可能性もある。よって、本分類は調査時点ではこのような傾向があるという参考として示
すものである。
また、当然のことながら、世帯数が減少傾向にあったり高齢化率が高かったりする自治会
の活動が、停滞しているということではない。定量的なデータから各自治会の位置を分類し
たものとして受け止められたい。
図 年齢区分と世帯数増減傾向の関係
年齢区分と世帯数増減傾向の関係
大規模

3

中規模Ｃタイプ（世帯数減少、若者中心）
小規模

中規模Ｄタイプ（世帯数減少、高齢中心）

県営知念団地

（ 減少
2
世
帯
数
の
増
減
傾
1
増加
向
）

仲村渠

嶺井

海野

銭又

久高

外間
奥武

伊原

垣花

屋比久

中規模Ａタイプ（世帯数増加、若者中心）
冨祖崎

親慶原

新開
つきしろ

仲伊保
知名

古堅
志喜屋

大里グリーンタウン

県営新開第２団地

久手堅

小谷

百名

糸数

県営新開団地

當山
山里

西原

佐敷

喜良原

湧稲国

団地・
ニュータウン

県営仲伊保団地

新原

知念
吉富

玉城

具志堅
手登根

堀川
中山

久原

南風原

新里

当間

富里

稲福

前川

嶺井
団地

安座真

大城
仲程
県営大里
第２団地

県営大
里団地
稲嶺
大里ニュー
タウン

福原

屋嘉部

津波古

志堅原

兼久

船越
愛地

高宮城
目取真

平川

島袋

真境名

平良

第２大里グリーンタウン

中規模Ｂタイプ（世帯数増加、高齢中心）
0
0

超高齢若年減少
1

超高齢若年普通
2

高齢
3

生産年齢優位
4

年少者優位
5

（年齢区分）

高齢化率
高い

高齢化率
低い
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6

表 自治会の分類
分類

概要

該当自治会

ア 団地・ニュータウン 新興住宅地や団地を中 佐敷地区：新開、つきしろ、県営新開団地、県営
新開第２団地、県営仲伊保団地
タイプ
心とした自治会。
知念地区：県営知念団地
（12自治会）
大里地区：嶺井団地、県営大里団地、大里グリ
ーンタウン、県営大里第２団地、大里
ニュータウン、第２大里グリーンタウン
イ

大規模タイプ
（５自治会）

ウ 中規模Ａタイプ
（12自治会）

エ 中規模Ｂタイプ
（28自治会）

オ

中規模Ｃタイプ
（０自治会）

カ

中規模Ｄタイプ
（８自治会）

キ 小規模タイプ
（５自治会）

世帯数が401世帯以上の 佐敷地区：津波古
自治会。
玉城地区：親慶原、船越、前川
大里地区：稲嶺
中規模（81世帯～400世
帯）で、直近５年間の世帯
数が増加傾向にあり、高
齢化率が比較的低い自
治会。
中規模（81世帯～400世
帯）で、直近５年間の世帯
数が増加傾向にあるが、
高齢化率が比較的高い
自治会。

佐敷地区：兼久
玉城地区：志堅原、屋嘉部、愛地
大里地区：平良、島袋、仲程、高宮城、平川、目
取真、大城、真境名

中規模（81世帯～400世
帯）で、直近５年間の世帯
数が減少傾向にあるが、
高齢化率が比較的低い
自治会。
中規模（81世帯～400世
帯）で、直近５年間の世帯
数が減少傾向にあり、比
較的高齢化率が 高い自
治会。
世帯数が80世帯以下の
自治会。

該当なし

佐敷地区：小谷、新里、佐敷、手登根、伊原、仲
伊保、冨祖崎
知念地区：志喜屋、知念、安座真、知名、久原
玉城地区：垣花、仲村渠、百名、玉城、中山、奥
武、堀川、富里、糸数、喜良原
大里地区：南風原、古堅、福原、当間、湧稲国、
稲福

佐敷地区：屋比久
知念地区：山里、久手堅、海野、久高
玉城地区：新原、當山
大里地区：嶺井
佐敷地区：外間
知念地区：具志堅、吉富
大里地区：西原、銭又
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（５）ムラヤーの抱える特徴と課題
１）総論
ア．元気な自治会の存在
 現代の我が国においては一般に、少子高齢化等の影響により地域活力が低下しているといわれ
る。しかし、市内の自治会においては、自主的に地域の課題解決や活性化に向けて、活発な取
組を行う自治会がある。「上がり太陽プラン」のような提案型まちづくり活動助成事業に積極的にエ
ントリーし、採択される自治会もみられる。
 行政や商工会や観光協会、社会福祉協議会といった公共団体においても、自治会を支援するた
めの各種施策・事業を行っており、がんばる自治会を応援している。

イ．地域の絆やつながりが残っている
 市内の自治会では、自治会ごとに特徴的な伝統芸能や行事等が残されているところが多い。大
里中学校の「ふるさと伝統芸能まつり」の取組など、芸能や行事の維持・継承をとおして、地域へ
の誇りや絆が形成され、地域のつながりが維持されている面がうかがえる。また、市内で数多く開
催されるスポーツ大会も、同様の役割を担っていると考えられる。
 区長・自治会長へのアンケート調査においても、区民の自治会活動への参加率が高いとする回答
や、区域内の人がみな顔見知りで交流ができているという自治会も一定数みられた。
 ただし、集落単位の伝統的な祭祀や芸能は残されているが、家や親族や近隣単位の人生儀礼
（冠婚葬祭等）は近代化されており、それに伴う地縁･血縁のあり方も昔どおりではなくなっている。
また、伝統的な祭祀や芸能は農耕に基づくものも多く、残されてはいても意味が失われ、形骸化し
ている場合もある。

ウ．自治会による活動状況の違い
 市内の自治会における活動状況には、濃淡があるのが現状である。地域活性化や自治会が抱え
る課題の解決に向けて、活発な取り組みを行っている自治会もあれば、高齢化等によって取り組
みが少なくなっている自治会も存在する。公募事業などでは、情報をキャッチできる自治会が立
候補することになり、結果として同じ自治会が複数回エントリーすることにつながっているようである。
公民館についても、常時開放している自治会とそうでない自治会が存在している。
 このような地域活動・活力の差は、それぞれの自治会の加入率や活動費の状況、キーマンの有
無など様々な要因によるものであるが、今後さらに拡大することが懸念される。

エ．行政からの委託事業等による役割・仕事量の拡大
 自治会に期待される役割が拡大し、自治会業務が煩雑化している状況がみられる。市等からの
助成金を受ける際にも、事業の情報収集や申請書類の作成・手続きの仕事が生じ、さらにそれら
に不慣れなため、予想以上の時間をとられることが課題とされている。
 市庁内各課の情報共有がうまく図られず、類似の事業や会議が実施され、そのぶん自治会側の
負担が増えるケースがあるようである。
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 全自治会一律に委託される事業について、ある自治会の課題解決にはなるが、ある自治会では
実情に合わないので不要といった意見も出されている。

オ．区長や役員への負担の集中
 多くの自治会で、地域行事は区長や役員が担っており、これら少数に負担が集中している現状が
ある。行事ごとに委員会を組織するなどの対応を図っている自治会もあるが、これらはまだ少数で
ある。
 区長・自治会長の任期は多くの場合１～２年であり、仕事に慣れた頃に交代するため、取り組みの
継続性が課題となっている。ただし、副区長制をとる自治会や、任意団体を組織することで継続
的な活動を行っている自治会も少数ながらみられる。
 各自治会で収支報告の体裁が統一されておらず、収支項目がわかりにくいため、会計初心者でも
役割を担えるよう、統一した様式やマニュアル作成が必要ではないかという意見もある。

カ．自治会加入率の低下による財源の不足
 自治会加入者の減少による自治会費の不足が課題となっている。多くの自治会は少子高齢化の
課題を抱えており、高齢化していない自治会（高齢化率７％未満）は団地やニュータウンなど、全
体の約７％となっている。区外へ転出した次男・三男がＵターンしたくても、宅地がなく若者が戻っ
て来られない状況も深刻である。
 もうひとつの課題は、人口や世帯数が増加している自治会でも、自治会に加入しない世帯が増え
ていることである。特に集合住宅などでは流動的な世帯の未加入が問題となっている。加入のハ
ードルを下げるため自治会費を低減したり、加入しないまでも協力費を徴収したりといった取り組み
を行っている自治会も存在する。
 上記のような状況を踏まえ、地域資源を活用した取組に興味を持つ自治会もみられる。

キ．担い手の不足
 少子高齢化等により、多くの自治会において担い手不足が課題となっている。年功序列による若
手の出番の少なさや、女性リーダーへの認知度などの課題も見受けられる。区外からの転入者が
地域活動に貢献している自治会や、婦人会などの団体の復活に向けて取り組んでいる自治会も
みられるが、まだ少数である。ただし、地域内に資質者がまったくいないという状況は考えにくく、退
職後の元気な高齢者や、女性・若者などの地域づくりへの巻き込みが課題とする自治会が多い。
 公民館は現在、デイケアや各種団体・サークルなどの活動の場として利用されているが、子どもた
ちの集まる場所ではなくなってしまったことを課題とする意見もみられる。子どもたちが集まって遊
ぶ場ではなくなったことから、先輩・後輩との交流や、地域への愛着等を感じる機会が失われ、結
果として自治会未加入や域外への人口流出につながっていることが懸念される。

ク．自治公民館の管理運営
 市内の自治公民館は築 20 年を越えるものが半数以上あり、改修や建て替えが必要な自治会が
多い。団地・ニュータウン系の自治会では、集会所のような活動の場がない自治会もある。このよ
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うな活動拠点の建設・修繕費用に加え、多くの自治会で、水光熱費や防犯灯等のハードの維持
にかかる経費が、自治会運営の負担となっている。
 人の目が届きにくい場所にムラヤーが立地しているため、利活用に結びつかないという自治会もみ
られる。

２）分類ごとの特徴と課題
ア．団地・ニュータウンタイプ
団地・ニュータウンタイプ①（若い世代中心）
県営新開団地、県営新開第２団地、県営仲伊保団地、県営知念団地、県営大里団地、県営大里第２
団地、大里ニュータウン、第２大里グリーンタウン
団地・ニュータウンタイプ②（高齢化）
新開、つきしろ、嶺井団地、大里グリーンタウン

 該当する自治会は、高齢化率が高くない自治会がほとんどであり、活力のある自治会が多いとい
える。ただし、一部の自治会において高齢化あるいは超高齢自治会となっている状況である。
 都市（県庁）や大型スーパーから近い立地の自治会が多い。
 様々なところから移り住んで来た人々から構成されるため、自治会としての団結が難しい面もある
と想定されるが、新興住宅地としてうまく活動している自治会もある。
 団地や新興住宅地であることから、自治会有地がない等の理由により、子や孫の U ターン等によ
る自治会内同居が難しい環境であると考えられる。

イ．大規模タイプ
津波古、親慶原、船越、前川、稲嶺

 該当する自治会の多くは、年齢区分では比較的バランスのよい自治会であり、地域活力のある自
治会といえる。
 ほとんどが都市（県庁）までの距離が近く、小学校や市の施設が立地し、大型スーパーへの距離
も近い市街地（あるいは市街地近郊）となっており、生活利便性等の点で人が集まりやすい状況と
考えられる。
 人口及び世帯数の規模が大きいことから、人材・活動費ともに他自治会と比較して安定した自治
会運営ができると考えられるが、一方で人口規模が大きいために自治会加入率が伸び悩んでい
る状況もうかがえる。

ウ．中規模Ａタイプ
兼久、志堅原、屋嘉部、愛地、平良、島袋、仲程、高宮城、平川、目取真、大城、真境名

 該当する自治会は、比較的高齢化率が低く、かつ直近５年間で世帯数が増加傾向にある自治会
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であり、活力のある自治会といえる。
 保育園や幼稚園、児童館等が立地する自治会もあり、今後も年少人口の維持を期待したい。
 大里地区の自治会が中心となっており、都市（県庁）からの距離や大型スーパーからの距離が近
く、生活利便性の面で人が集まりやすい状況と考えられる。

エ．中規模Ｂタイプ
小谷、新里、佐敷、手登根、伊原、仲伊保、冨祖崎、志喜屋、知念、安座真、知名、久原、垣花、仲村
渠、百名、玉城、中山、奥武、堀川、富里、糸数、喜良原、南風原、古堅、福原、当間、湧稲国、稲福

 該当する自治会は、直近５年間において世帯数が増加傾向にあるが、超高齢若年減少となって
いる自治会が多い。
 都市や大型スーパー等から遠く、バスの１日の運行本数も少ない、生活利便性の点で多少の難
がある自治会が多いと考えられるが、いわゆる旧集落の自治会が多く、伝統芸能等の活動により、
地域のつながりは深いと考えられる。

オ．中規模Ｄタイプ
屋比久、山里、久手堅、海野、久高、新原、當山、嶺井

 該当する自治会は、直近５年間において世帯数が減少傾向にある自治会であり、比較的高齢化
率の高い自治会でもある。
 都市や大型スーパーからの距離が遠く、生活利便性に多少の難があることに加え、もともと小規
模で、農地等が中心の可住地面積が小さな集落が中心であることから、人が他地域へ移転しや
すい環境であると考えられる。
 ただし、活発な活動を行っている自治会もあり、地域活動が停滞しているわけではない。

カ．小規模タイプ
外間、具志堅、吉富、西原、銭又

 該当する自治会のほとんどは、高齢化率の高い自治会である。
 一部、都市（県庁）までの距離が近い自治会もあるが、都市や市街地から離れている自治会が多
い。５年前と比較して世帯数が増加している自治会もあるが、集落が拡大しているとはいえない状
況である。
 人口（世帯数）規模が小さく、自治会員同士が顔見知りであるなど、他の地域と比較して人のつな
がりが強いと考えられる。
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３）ムラヤー利活用戦略の必要性
ア．自治会の質的転換の手引きとして
自治会は、同じ地域に住む人々の自由参加によって結成された任意の団体であり、地域の
環境美化・衛生維持活動や、防犯や防災、青少年育成といった地域の問題に対処する活動、
自治会員同士の親睦活動などを行う。自治会員は世帯単位で自治会に加入して自治会費等を
支払い、自治会側はこの自治会費を主な収入源として自治会活動を行っていた。
しかし、近年の社会情勢のなかで、自治会加入の基本単位である「世帯」は、核家族化や共
働き世帯の増加、ライフスタイルの変容といった変化にさらされている。その結果、世帯人
員の減少により自治会活動へ参加する余力がなくなってしまったことや、生活上のつながり
が自治会等の地縁集団から趣味等の有志集団へ移行したことなどが、自治会活動への不参加
や自治会への未加入世帯の増加といった現象の一因となっていると考えられる。さらに、加
入者の高齢化や、就職等を契機とした若者の都市部への流出が加わり、市内の自治会の多く
は担い手不足という深刻な課題を抱えている。加入者の減少は、活動資金の減少へも直結す
る。
また、地方分権や住民自治のもと、自治会は行政の取組を委託されることも多く、公益的
な活動が求められる状況がある。このような活動の比重は今後さらに増していくものと考え
られ、自治会活動の範囲は拡大しているといえる。
つまり、従来の自治会組織や活動は、現在の自治会に対するニーズや、加入者となる地域
住民の生活様式等にそぐわない状況となっている。自治会は、地縁に基づいた人々が良好な
生活環境を維持するために結成するというこれまでのあり方から、自治会の役割や活動内容
を見つめ直し、新しい組織形態や活動内容へ転換する時期を迎えている。
市内の自治会においては、すでに新たな取組を始めている自治会もあるが、多くの自治会
はこれから取組を進めることになる。そのような自治会に対して、取組ステップや全国事例
を提示し、新たな自治会及び地方自治に向けて、自治会と市がともに取り組む活動を共有す
ることに、ムラヤー利活用戦略策定の意義がある。
図 自治会の転換イメージ

自治会
担い手 資金
担い手

従来の 新たな
活動 活動

転換
自治会
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従来の
うまく回る 活動
仕組み

新たな
活動

資金

イ．地域資源の活用可能性の提示のため
もうひとつ、市内のムラヤーに関してこれから取組を進めていく余地がある活動として、
地域資源の活用が挙げられる。地域の歴史文化や自然、産業、施設・店舗、地域に住まう人々
などといった地域資源は、うまく活用すれば、地域の魅力を PR し、外部の人々を呼び込む
など、地域の課題を解決する素材となる可能性を秘めている。地域資源を活用することで、
自治会内や地域と外部の人々の交流が深まり、その後のまちづくり活動の活性化につながる
ことが期待される。また、地域資源が収入と結びつくことで、自治会加入率の低下等による
活動資金不足の改善にも寄与すると考えられる。
南城市では、これまでにも「南城市歴史文化基本構想」や「尚巴志活用マスタープラン」と
プランに基づくエコミュージアム構想等において、地域資源をまちづくりに活用するための
考え方を整理している。地域資源を市内のムラヤー（自治会）の活性化に結びつける方法や
可能性についても、改めて検討し、道筋をわかりやすく提示することが求められている。
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４．ムラヤー利活用戦略
（１）ムラヤー利活用戦略の体系
１）ムラヤー利活用戦略の取組段階
はじめにも述べたように、本戦略は「ムラヤー構想」を具現化し、自治力みなぎるコミュ
ニティの醸成を図ることを目的としている。そのため、本戦略では、市内の自治会活性化に
向けた長期的なビジョンを描き、地域住民が選択・共有できる目標を提示している。
本体系で示した各種施策や取組の実施にあたっては、自治会と行政が連携し、長期的な視
点を持って、段階的に進めることが重要である。概ね 10～15 年程度のスパンでこの利活用戦
略の事業化と効果の発動を狙う。
取組のフェーズとしては、地域活性化に向けて取組を開始した段階である【始動段階】と、
コミュニティビジネスをはじめとした新たな取組を行う段階である【拡大段階】があるが、
助走期間にあたる【準備段階】が必要な自治会も存在すると考えられる（詳しくは本章（４）
にて）。いずれの段階でも、地域住民一人ひとりが地域意識や郷土愛を持ち、自らの地域をど
うしていきたいかを考えることが重要となる。また、地域住民が一丸となって地域課題解決
に取り組めるよう、対話を重ねながら自治会内での合意形成を行う取組が求められる。

２）ムラヤー構想がめざす将来像（理念と方針）
ムラヤー構想では、先達が築き上げてきた地域づくりを、これまでに培ってきた「コミュ
ニティ力」を原動力として、ムラヤーを活用した地方分権時代にふさわしい姿に進化させる
ことを目標としている。南城市が目指すムラヤー像として、ムラヤー構想では、
「ムラヤーを
活用した地域住民総参加による住みよい地域づくりと自治力みなぎるコミュニティの醸成～
いきいきとまちが輝く、人づくり・地域づくり～」という基本目標を掲げている。
この基本目標の実現に向けて、市民同士や市民と行政の両者がまちづくりの主体として役
割を分担し、お互いの特性を活かしながら、地域の課題を迅速かつ効果的に解決していく必
要がある。ムラヤー利活用戦略では、ムラヤー構想の基本目標を踏襲するとともに、その実
現に向けて４つの基本方針を定め、これらの基本方針にしたがったミッション（取組内容）
を示す。

〈基本目標〉
【ムラヤー構想が目指すムラヤー像】

ムラヤーを活用した地域住民総参加による住みよい地域づくりと
自治力みなぎるコミュニティの醸成
～いきいきとまちが輝く、人づくり・地域づくり～
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〈基本方針〉
基本方針１．自治力向上を目指した組織力の強化
自治力みなぎるコミュニティには、自治会そのものや地域内の組織や団体が活発に活動を
行える環境が必要である。しかし、市内の自治会は加入率の低下や運営の硬直化、人材不足
などの課題を抱えている。以下のような対策が必要である。
自治会：自治会活動や新たな地域活動を継続的に実施できるような体制づくり
行

政：地域で活躍する人材の発掘・育成

基本方針２．地域が一体となるような自治意識の向上
市内の自治会では、地域活動への参加率の低下も問題視されている。地域住民総参加での
地域づくりを目指すためには、個々の住民が自治意識を持つことが重要となる。地域住民が
主体的に活動に参加することで、地域の連帯感が生まれ、活力のある地域コミュニティを形
成することができる。以下のような対策が必要である。
自治会：地域での見守り体制づくり（子育て、福祉、防犯、防災など）
行

政：世代間交流の促進、若い世代に対する意識啓発、情報発信支援

基本方針３．地域資源を活用したムラづくりの推進
市内の多くの自治会は、少子高齢化や人口減少などによって地域の活力が低下気味である。
この課題を解決するには、地域内の雇用創出による人口増加や地域資源を活かしたイベント
による交流人口の増加を目指すことが望まれる。以下のような対策が必要である。
自治会：コミュニティビジネスの実施、公民館を活用したイベント創出、地域事業者との連携
行

政：産業支援コーディネーターの派遣、空き家活用、公民館の整備支援

基本方針４．ムラづくりを支える仕組みの更新
各自治会が活発なムラづくりを行えるようにするには、行政がその環境をつくり、地域を
支えていくことが重要である。庁内の連携を強化することによって、より効率的・効果的に
公共事業を実施できるようになり、事業効果が拡大する。また、学校教育と地域団体の連携
や地域団体間が連携できる関係を構築することでお互いに支え合うことができる。以下のよ
うな対策が必要である。
自治会：サポート人材・組織を自ら探す努力
行

政：庁内組織の連携強化
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〈ミッション〉

〈基本方針〉
基本方針１．

①自治会の組織改革

自治力向上を目指した

②各種団体の発足・再編の促進

組織力の強化

③地域で活躍する人材の発掘・育成
④地域のリーダー養成
⑤自治会への加入呼びかけ運動
⑥自治会資産の効率的運用

基本方針２．

①世代間交流の促進

地域が一体となるような

②自治会情報の発信

地元意識の向上

③子どもに対する意識啓発
④地域における子育て支援の拡充
⑤地域見守り・支え合いの推進
⑥安心・安全な地域づくりの促進
⑦既存活動の充実

基本方針３．

①コミュニティビジネスへの理解促進

地域資源を活用した

②地域ブランド化に向けたサポートの実施

ムラづくりの推進

③農業・漁業の収益構造の改善
④遊休農地の活用
⑤歴史資源、伝統文化・芸能の保存活用
⑥空き家・空き屋敷活用

基本方針４．

①庁内体制の整備

ムラづくりを支える

②支援体制（プラットフォーム）の維持・構築

仕組みの更新

③自治会や団体のマッチング促進
④プロデューサー人材の派遣
⑤地域を変える人材の呼び込み
⑥国内外の民際交流の推進
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３）ミッションの内容
基本方針１．自治力向上を目指した組織力の強化
①自治会の組織改革
 自治会は、区長はじめ役員の役割や任期の見直し、一部組織の分化や法人化などをよく検討し、
自治会活動が効率的・継続的に実施できる体制への変革をめざして取組を行う。
⇒事例 01，02，03，08，14，16

②各種団体の発足・再編の促進
 地域の子ども会や青年会、婦人会、老人会などといった各種団体は、地域の重要な組織であり、
その活動は、地域のつながりや地元意識を育む土壌となっていることから、自治会はこれら団体の
発足・再編に向けて取り組む。団体ごとの年齢区分の改変や、現役世代でも参加できる取組のあ
り方を検討する。
 市は、地域で新しい団体の発足や再編を行う際に、行政や外郭団体がサポートできる体制を整え
る。相談窓口で発足・再編に向けたアドバイスを行い、合意形成や手続きをサポートする。
⇒事例 09，12，13，15
③地域で活躍する人材の発掘・育成
 市は、地域で活躍する人材を発掘・育成するために、住民対象の人材育成講座を開催する。
 自治会活動のひとつとして、地域の子どもたちや若者に対して、地域行事や専門知識などを伝え
る人材育成事業を行う。
⇒事例 03，07，10
④地域のリーダーの養成
 市は、地域のキーパーソンとなる人材を育てる講座として、地域づくりコーディネーター養成講座を
開催し、地域づくりの知識やノウハウを養う機会を創出する。
 次期区長が現役の区長とともに行動しノウハウを学ぶなど、自治会内でのリーダーの養成を行う。
⇒事例 03，06，11
⑤自治会への加入呼びかけ運動
 自治会加入率を向上させるために、市と自治会が連携して、未加入の住民や新規住民に対して
加入の働きかけを行う。また、加入しやすい自治会費の構成の検討や、居住地と出身地の帰属
意識の違いへの対応を進める。
⑥自治会資産の効率的運用
 自治会は、区有地など自治会が持つ資産を健全かつ効率的に運用し、区の福利厚生を高めたり
新たな雇用を生み出したりする活動へ投資する。
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基本方針２．地域が一体となるような地元意識の向上
①世代間交流の促進
 市と自治会が協力して、多世代参加・交流型の事業を開催し、これからの自治会の担い手となる
若い世代にも地域のことに関心を持ってもらう機会をつくる。
 自治会内でも公民館の休憩所としての開放やイベント開催など、多世代が集まる機会を創出し、
交流を促進する。
⇒事例 01，12，14
②自治会情報の発信
 市は、自治会の取組を多くの世帯に広めるため、活動内容などについて広報誌や市ホームペー
ジなどを活用して積極的に発信する。
 自治会内においても、自治会だよりや字誌の編纂などを行い、積極的に情報発信に取り組む。ま
た、高齢世帯などへクチコミで情報共有することもこれまで以上の互助精神をもって進めていく。
⇒事例 03
③子どもに対する意識啓発
 小中学校と連携し地元の自治会活動の体験をさせることで、地元意識や郷土愛が育つことをめざ
し、大きくなってから地域活動に参加するための先行投資を行う。
 自治会の取組としては、公民館での夏祭りなど子どもたちが楽しめるイベントを開催し、ふるさとの
思い出づくりを行う。また、地域内の行事等について大人とともに参加することで、自分も地域の一
員であることの意識づけを行う。
④地域における子育て支援の拡充
 公民館等を活用した預かり保育や学習塾などを地域で実施することで、子どもだけでなく親同士
の交流も生まれ、地域の結束力を高めることができる。
⇒事例 06，17

⑤地域見守り・支え合いの推進
 ひとり暮らし高齢者などの要援護者を地域で見守り、支え合う環境づくりを推進することで、地域内
の安心・安全な暮らしを確保できる。自治会は、そのための体制づくりや気運醸成に向けて取り組
む。
 市や公共団体は、自治会に対して事業委託やボランティア団体とのマッチング支援などを行う。
⇒事例 15，16
⑥安心・安全な地域づくりの促進
 安心・安全な地域づくりを目指して、住民同士が互いに声かけする環境づくりや、住民ひとりひとり
が緊急時に対応できるよう、市内の各種機関と連携しながら救急蘇生法などの講習を受ける機
会を創出する。
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 防犯意識の向上と防災知識の普及を図るため、自主防災組織が中心となり、地域の防災マップ
の作成や防災訓練を実施する。また、地域内の災害時要配慮者の把握及び災害時避難支援の
できる体制づくりを進める。
 市は、防災訓練にあたってのノウハウ支援や、自主防災組織の未結成地域に向けて声かけ・手続
きの支援等を行う。
⑦既存活動の充実
 地元意識の向上のためには、新たな取組を行うだけではなく、既に各自治会が行っている活動を
充実させることも重要である。自治会は、既存の取組について活動内容の見直しや情報発信の強
化などを行い、活動の充実と地域内の団結力を高めることをめざす。
 市は、上記に伴う清掃、文化財保護や無形文化遺産の継承、助け合いなどの活動を、ノウハウや
活動資金面からできる範囲でサポートする。
⇒事例 12，17
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基本方針３．地域資源を活用したムラづくりの推進
①コミュニティビジネスへの理解促進
 市は、自治会の収益を上げることを目的として、コミュニティビジネスに意欲のある地域や団体を
対象に、起業を考えたりビジネス立ち上げのノウハウを学んだりする勉強会を開催する。
 庁内の相談窓口では、補助事業への申請や決算書の書き方、組織整備や人員管理などコミュニ
ティビジネスに必要なビジネススキルについて対応する。
②地域ブランド化に向けたサポートの実施
 地域資源を活用した地域のブランド化に向けて、行政が資金やノウハウ、ストーリーづくり、商品・技
術開発、パッケージデザイン、情報発信、販路開拓・販売促進、経営相談、人材派遣、場合によ
っては施設整備補助などの面からサポートする。
⇒事例 09，12，13，18
③農業・漁業の収益構造の改善
 市民及び自治会は、地域の第一次産業の振興を目指して、法人化など生産体制の効率化、収
益性の高い作物への転換、直販体制の構築、６次産業化などに取り組む。
 市は、事例情報の提供や、各種手続きの協力など、資金的・ノウハウ的に支援する。
⇒事例 01，02，04，08，09，10，11，12，13，14，18
④遊休農地の活用
 市と自治会は、連携して地域内の遊休農地の活用を促進する。市民農園等に活用することで、
利用者同士のふれあいの場となり、地域内外のコミュニケーション促進へとつなげる。
⇒事例 01，04，08，11，12
⑤歴史資源、伝統文化・芸能の保存活用
 地域の歴史文化資源や伝統的な文化や芸能、祭祀、行事の保存活用を図り、地域の魅力や住
み心地のよさを維持し続けることが重要である。自治会は、これらを保存しながら地域住民同士の
交流を深め、また観光等に活用することで観光客等外部の人々との交流を創出することで、地域
活力を向上させる。
⇒事例 05，06，11
⑥空き家・空き屋敷活用
 市と市民、自治会はともに協力・連携して、地域内にある空き家及び空屋敷の活用を促進する。
民泊や体験学習などができる施設、地域活動を行う施設等へと改築する。
 観光活用の場合は自治会が受入体制を構築し、着地型観光に取り組む。また、空き屋敷は新た
に宅地化して定住基盤とし、これらのストック管理をビジネス化する取組に着手する。
 市は、空き家調査や改修・活用にあたって、条例等の整備や資金・ノウハウの支援を行う。
⇒事例 02，04，05，06，07，08，09，11，12
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基本方針４．ムラづくりを支える仕組みの更新
①庁内体制の構築
 市は、地域活動の活性化に向けて、庁内のサポート体制を整える。関連する施策・事業の融合に
よる相乗効果を発揮させるため、庁内連絡会議を設置するなど庁内のさらなる連携を図る。
 市職員が出身地や居住地の自治会に対して目配りする地域担当職員制度など、自治会を支援
するための体制を検討し、効果的な取組を導入する。
②支援体制（プラットフォーム）の維持・構築
 市は、なんじょう地域デザインセンターが行っているような、地域に寄り添いながら取組をコーディ
ネート支援する機能・役割を維持し、継続的な自治会支援を行う。
 市及び市民、自治会はともに協力・連携して、地域づくりを支援するプラットフォーム等の体制を構
築する。
③自治会や団体のマッチング促進
 市は、市内の自治会同士、あるいは自治会と企業、市民団体、大学ゼミ等が、地域の課題解決
やコミュニティビジネス化に向けて協働できるようにマッチングの機会を設けて、取組が順調に進
むように資金的・ノウハウ的に支援する。
⇒事例 05，09，10，16，18
④プロデューサー人材の派遣
 市は、振興にいきづまっている自治会に対して、地域活性化伝道師（内閣府）、地域力創造アド
バイザー（総務省）、産地プロデューサー（経産省）、６次産業化プランナー（農水省）のような外部
の専門家の派遣事業を活用して、人材の派遣を行う。また、地域おこし協力隊や集落支援員の
ような長期派遣制度も活用する。
⇒事例 03，05
⑤地域を変える人材の呼び込み
 市民及び自治会は、県外に出て活躍している市出身者や、働く場所を選ばない IT 技術者や飲食
業者等のうち、社会貢献に興味を持つ人たちとつながることができるように、インターネットや SNS
などで積極的に情報収集し、個人的な知己を得て地域に呼び込む（一本釣りする）ことに本気で
取り組む。
 市は、市及び市内の自治会の魅力や活動について情報発信し、また移住・定住に関連した各種
支援を行う。
⇒事例 03，07，08，12
⑥国内外の民際交流の推進
 市民及び自治会は、地域づくりのノウハウや自治手法、補助金情報、観光客など顧客の共有・連
携をめざして、全国や海外の自治会などと積極的に交流を図る。
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（２）中核プロジェクトの位置づけ
基本目標を実現するためには、すべての取組を画一的に展開するのではなく、期間を定め
て推進すべき取組に注力することも大切である。市内の自治会が抱える課題を踏まえて、実
現可能で効果的と思われる取組をパッケージ化し、中核プロジェクトとして優先度をもたせ
たものを以下に整理した。

中核プロジェクト１ 「集まる」プロジェクト
「集まる」プロジェクトは、地域活性化に向けた取組のなかでも入り口
にあたると考えられる。公民館や自治会に、現住の住民をはじめ出身
者や市外の人材が集まることをめざして取組を展開する。
このプロジェクトは、自治会が中心となって、準備段階や始動段階に
実施することを想定する。地域内外から人が集まることで、世代間交
流の促進や地元意識の醸成、新たな活動・事業への意欲向上などを
期待する。
３つの集まる！
①公民館に集まる！

②出身者が集まる！

③注目が集まる・人材が集まる！

①公民館に集まる！
自治活動の拠点である公民館に地域の人々が集まることで互いに顔を知り、交流が生まれ、
地域の絆を深める。また、子どもたちが公民館を地域の拠点と認識し、地元意識や大人の住
民とのつながりを感じる機会になることが期待される。
まず、公民館を日常的に開放する必要がある。次に、定期的に人が集まる仕組みをつくる。
地域住民がふだん利用することで、自然と人が集まり、にぎわいや憩いの場となるように方
向づける。
まずは、公民館を開けよう！
• 公民館を日常的に開放していない自治会は、まずは曜日や時間を決めて定期的に開放し、徐々
に開ける時間や日数を増やす。
• 常駐する職員を雇うのが難しい場合、近所のお年寄りや、サークルで公民館をよく利用する人など
に鍵の管理をお願いすることも考えられる。
【事例紹介】 自治会保育（豊見城市翁長地区自治会）
豊見城市の翁長地区自治会では、公民館を活用し、日中に幼児を
預かる「翁長幼稚園」の運営を行っている。また、園の活動を支援す
るため、園児の保護者ら「父母会」を結成し、カンパや物品の寄贈な
どを行っている。
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公民館に定期的に人を集めよう！
例えば… 日中に近所のおじいちゃん、おばあちゃんが集まる休憩場所にしよう。
例えば… 放課後の時間に公民館を開放して、子どもたちの居場所や学童保育の会場に。
例えば… 講座やサロンを開催して、地域内外から人を集めて交流の輪を広げてみよう。
例えば… 部屋が空いているときは学習室として生徒たちに開放してみるのも手。

《市の支援例》
生涯学習経費への補助 ⇒ｐ76 ／ 特産品の開発･商品化の支援 ⇒ｐ72 ／ 出前講座の開催 ⇒ｐ73

②出身者が集まる！
地域外に居住していても出身地との結びつきを感じ続けることで、将来的な U ターン等に
つながることが期待される。地域出身者の巻き込みが重要である。
そのためには、出身者が戻ってきやすい環境をつくる。まず、地域行事のタイミングで帰
省を呼びかける、出身者出場枠を設けた地域イベントを開催するなど、出身者が地域に一時
的に戻る取組からはじめることが考えられる。次に、地元出身者が頻繁に帰ってくることが
できるような環境の整備が考えられる。字誌作成など地域の長期プロジェクトに関わっても
らうのもよい。将来的には不動産ストック等を活用した住環境の整備を行い、両親や祖父母
との同居・近居につなげる展開も期待される。
まずは、出身者に声かけしよう
例えば… 地域の行事に出身者が参加できるよう、案内状を出してみよう。
例えば… メーリングリストや、Twitter・Facebook など SNS を活用するのも手。
例えば… 地域スポーツ大会で、出身者チーム出場枠をつくってみよう。
例えば… 地域活動に興味がある出身者をみつけよう。

【事例紹介】 垣花区
垣花区では、綱引き等の地域行事の際には、区民をとおして出身者に参加を呼びかけ、区
外転出者との関係を継続させる取組を行っている。

出身者が長期的に関わる仕組みをつくろう
例えば… 若手会議など、出身者も地域活動に関わる場をつくってみよう。
例えば… 地域にある空き家や遊休地を、出身者や地域住民が交流しながら活動する拠点として活

用してみよう。
例えば… 地域外在住の出身者を、自治会 PR 大使として任命し、居住地域等において広報活動を

行ってもらい、活動の参加者等の拡大を図ることも考えられる。
《市の支援例》
空き家活用への補助 ⇒ｐ70 ／ ４世代同近居の支援 ⇒ｐ74 ／ 市民農園開設の支援 ⇒ｐ76
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③注目が集まる・人材が集まる！
自治会が行う様々な活動を積極的に PR していくことが望ましい。新聞やテレビで取材さ
れ注目が集まることで、地域住民が活動に誇りを持ち、さらに活動が加速していくことを期
待する。まず、新聞やテレビ、ラジオ等への取材依頼や情報提供を行い、メディアをとおし
た情報拡散を図る。地域の活動や魅力などの情報を、インターネットを通じて自治会自らが
発信することも考えられる。近年は自治会が SNS（Social Networking Service コミュニケ
ーションを目的としたインターネットサービス）を活用して情報発信を行う例がみられる。
インターネット活用講座の開催や情報発信などで行政が支援することが考えられる。
また、このような情報発信を行うことで、地域に魅せられ、活動に賛同した外部の人々が
地域に集まり、さらなる地域の魅力が創出されるという循環をつくりたい。集まった人材を
受け入れ、ともに地域づくりをすすめていくための体制を構築する必要がある。
まずは、恥ずかしがらずに取材依頼してみよう
例えば… 新聞やテレビ・ラジオ等に、日時とこういう活動をしますと伝えて、取材依頼をしてみよう。
例えば… なんじょう日記や、市の広報誌への取材依頼も OK！
例えば… おもしろい！と注目してもらえるように、写真を工夫したり言葉遊びのイベント名をつけたり

少し変わった切り口で紹介したりと、情報拡散のための工夫をしよう。

反響を受け入れよう
例えば… SNS やブログを活用した情報発信では、外部の人々の感想等をリアルタイムで受け取れ

る。深刻にならずに、素直に反響を受け入れよう。
例えば… 活動に参加したいという人々を受け入れる準備をしよう。

【事例紹介】 ポータルサイトを通じた自治会情報の発信
埼玉県狭山市自治会連合会では、自治会の認知をより高
め、市民からの親しみと関心を持たれることを目的に、ポー
タルサイト「さやまルシェ」内に「狭山市自治会連合会」情報
ページを開設した。高齢の住民が多く、またネット回線をつ
なげていない家もあるので、自治会連合会で説明し、講習
会も行うなど、情報ページの認知に向けて取り組んでいる。

《市の支援例》
情報発信の支援 ⇒ｐ70 ／ 地域リーダー育成の支援 ⇒ｐ70 ／ 産地プロデューサーの派遣 ⇒ｐ71
／地域コーディネーターの育成 ⇒ｐ73 ／ 人材育成の支援 ⇒ｐ71
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中核プロジェクト２ 「変わる」プロジェクト
「変わる」プロジェクトは、従来の地域活動のあり方を変革することに
注目している。新たな自治会組織への転換や新しい住民像をめざした
取組を展開する。
これまでの活動や体制など組織のあり方を見つめ直し、より適した形
へ変えていく。もちろん、変えてはいけない部分は変えない。「変える」
プロジェクトは、自治会組織や自分が住む地域を捉えなおすことで、地
域づくりに新しい風を吹き込む可能性を秘めている。
２つの変わる！
①組織が変わる！

②空気が変わる・意識が変わる！

①組織が変わる！
３章（５）でも整理したが、市内の自治会は転換期を迎えている。例えば、区長の任期制
のため継続した取組の実施が難しいならば、継続が可能な別組織を立ち上げるなど、従来の
組織体制や取組方法で変えるべきところは変えることが必要である。
具体的な組織変革として、区長任期や役員人数の見直し、自治会組織内での長期的な取組
に対応できる組織の設置（委員会、部会等）
、若手に任せてしまうなどの取組が考えられるが、
そのためには十分に地域内での話し合いを進め、合意形成を図る必要がある。
なお、組織変革の新しい体制等については、６章（１）に詳しく整理している。
まずは、みんなで話し合おう
例えば… 自治会活動でうまくいっていないと思う活動を整理して、どうすれば解決できるかを考えて

みよう。
例えば… 地域住民同士で、取り組めそうな新しい仕組みについて話し合おう。
例えば… 他の自治会ではどんな取組をしているのか聞いてみよう。

【事例紹介】 行事等の実行部隊となる評議員を役員会の他に設置
北九州市の第 22 区自治会（若松区）では、自治会の運営について、15～16 人の固定メ
ンバーで構成される評議員組織を設けている。組長が輪番制で常に交代するなか、継続
的に自治会活動に関わってもらうためであるが、30 代など現役世代も多く、無理のないよ
う配慮しながら関わってもらう仕組みを構築している。この評議員組織のなかで、将来的
に自治会を担っていく人材が育つことも期待されている。

《市の支援例》
自治会の法人格取得支援 ⇒ｐ70 ／ 区長会等の視察・研修 ⇒ｐ70 ／ 地域リーダー育成の支援
⇒ｐ70 ／ 自治会加入の支援 ⇒ｐ75
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②空気が変わる・意識が変わる！
地域住民が一丸となって地域課題の解決に向けて取り組めるように、住民の地元意識が高
まることを目的とした取組も大切である。話し合いやワークショップを続けていく中で急に
めざめるときもあれば、よそ者が触媒となって雰囲気が変わることもある。地元の仲間同士
が悪ノリしながら企画していて、ヒット商品が生まれることもある。
また、世代間の交流など子どもたちが地域と関わる機会を創出することで、子どもたちが
地元意識や郷土への愛着を持つような活動を行う。子どもが地域に関わることで親世代の参
加にもつながり、結果として幅広い世代が地域に関わることで、住民一人ひとりが地域活動
の担い手としての自覚を持つようにしたい。
なお、この取組は中核プロジェクト１とも深く関係するため、連携して進めていく。
まずは、地域活動を楽しむ雰囲気をつくろう
例えば… 地域で会う人に挨拶してみよう。「集まる」プロジェクトをとおして、地域住民が顔見知りにな

るなど、ともに取り組む環境をつくってみよう。
例えば… 子どもたちへ地域のことを伝える機会をつくろう。
例えば… 夜の飲み会の席で出たアイデアを誰かがメモ・録画してみよう。

課題解決に向けて何かやってみよう
例えば… 住民みんなで地域防災訓練を行い、避難に助けが必要な人への支援や声かけをどう行う

かを考えてみよう。
例えば… 地域の青年会が高齢者宅のゴミ出しを手伝うなど、簡単な支援に取り組んでみよう。

【事例紹介】 地域での見守り活動
千葉県千葉市若葉区大宮台自治会では、高齢化率が
40％を超え、高齢化率が進んでいる地域である。そのよう
な中、高齢者が地域で安心して暮らし続けていくため、自
治会が中心となり見守りネットワークの構築やゴミ出しボラ
ンティア活動などに取り組んでいる。地域住民同士による
支え合い・助け合いの日常生活支援事業を行っている。

《市の支援例》
情報発信の支援 ⇒ｐ70 ／ 自治会加入の支援 ⇒ｐ75 ／ 自主防災組織の促進 ⇒ｐ75
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中核プロジェクト３ 「稼ぐ」プロジェクト
「稼ぐ」プロジェクトは、自治会活動の活動費を補填するために収入
を得ることをめざしている。市内では、自治会加入率の低下にともなっ
て自治会費収入が減少し、活動費が減ったという課題を抱えている自
治会も多い。人口増加や加入率向上をめざす以外にも、地域住民で
ビジネスを始めて、収入を得る方法がある。直接的な利益以外にも、
地域内の雇用や交流を生み出すことで地域に活気をもたらすことが期
待できる。
このプロジェクトは主に拡大段階に実施するものであるが、組織体制の整備や地域住民の意識改
革など、準備段階・始動段階の取組が重要となる。なお、コミュニティビジネスの事例や取り組むため
のアクションプランは、５章で詳しく整理している。
３つの稼ぐ！
①地域産業で稼ぐ！

②地域力で稼ぐ！

③新産業で稼ぐ！

①地域産業で稼ぐ！
農業・漁業などの地域産業をいかし、地域内の雇用創出や従事者の収入アップを目指して、
地域産業で収入を得るための取組を行う。地域産業で稼ぐためには、農漁業の産物・食材を
使った商品開発や６次産業化等の取組が考えられる。しっかりとした事業計画の作成や経理
の明確化が求められるため、取組には長期の時間を要すると想定されるが、ゆっくりと体制
を整えることが大切である。
また、自治会のみならず市や、観光協会や商工会などの公共団体の支援、地域内企業や事
業者の協力も重要であり、連携した取組を進める。
まずは、アイデアを相談してみよう
例えば… 商工会や産業公社、役場職員などに、考えている取組を相談してみよう。
例えば… 産業に従事している人だけでなく、他の人にも話を聞いてみよう。

地域産業で稼げる体制を整えよう
例えば… 収益事業を行うためには、不動産登記ができる法人形態をとることなどが考えられる。何

をして、どのくらい稼ぎたいのかをしっかりと見極め、適切な体制を整えよう。
例えば… 事業計画作成や、経理を担当する人など、事務作業のできる人材を獲得しよう。

《市の支援例》
特産品の開発・商品化の支援 ⇒ｐ72 ／ 農業・漁業振興に関する支援 ⇒ｐ72 ／ 産地プロデューサ
ーの派遣 ⇒ｐ71 ／ 人材育成の支援 ⇒ｐ71
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②地域力で稼ぐ！
地域の伝統文化・芸能の継承や子育て・福祉といった地域内の特色を活かした活動を行い、
地域の絆を深めながらスモールビジネスを始める方法も考えられる。地域の魅力的な人々や
自然環境、独特な言葉や芸能や食といった地域の資源を活用した観光事業などで収益を得る。
得た利益の一部を芸能保存会や福祉ボランティア従事者等の活動費に充てることで、地域活
動に還元する仕組みにするのが望ましい。
なお、このプロジェクトは、市が進める南城型エコミュージアム事業と重なる部分が大き
いと考えられ、市全体のエコミュージアム運営体制と連携した地域の体制づくりに取り組む。
まずは、地域力の向上・継承を！
例えば… 地域にずっと住んでいる人には気づかない魅力があるかも。様々な地域の取組や外部の

人々の話を聞きながら、その地域ならではの魅力に気づこう。
例えば… 伝統芸能や方言、支え合いの心などを、次の世代に引き継ぐための取組を進めよう。

エコミュージアム構想など横の連携も大切
例えば… 南城型エコミュージアム事業で進める運営体制との役割分担を考えながら、なるべく自治

会の負担が軽くなるような体制づくりを考えることも大切。
例えば… 観光客と地域住民との摩擦も懸念される。受入れルールや受け皿づくりを進めよう。

【事例紹介】 ナイトツーリズム（主体：南城市観光協会）
郷土料理や芸能文化を味わいながら地域の人々と触れ
合う地域交流型の観光メニューで、地域住民と観光客が
一緒に夕食を食べたり、公民館で伝統芸能の鑑賞や料
理体験を堪能したりと、ありのままの南城市の夜を楽しむ
ことができる。観光客から参加費を徴収し、協力家庭や
自治会・団体、観光協会で折半するため、地域にお金が
落ちる仕組みとなっている。

《市の支援例》
文化財の指定・登録 ⇒ｐ73 ／ ナイトツーリズムの企画 ⇒ｐ73 ／ 地域コーディネーターの育成 ⇒ｐ
73 ／ ガイドの育成 ⇒ｐ73 ／ モデルツアー実施の支援 ⇒ｐ73 ／ マネタイズ講習会の開催 ⇒ｐ
73

③新産業で稼ぐ！
これまで地域にはなかった新しい産業を導入することも考えられる。自治会が法人化し、
設備投資をして加工施設を運営したり、コミュニティレストラン等の店舗経営を行うことが
考えられる。市は自治会による起業や、新たに事業を開始したい企業とのマッチング等の支
援を行う。将来的に地域に新たな産業が生まれ雇用が創出されることで、定住や移住につな
げる展開が期待される。
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需要があればものには値段がつく。成功例では山に生えている葉っぱを商品にした「葉っ
ぱビジネス」があり、少しの創意工夫や違った視点から見ることで、ふだん気にも留めない
もの、捨てているものに需要を見出し、価値をつけていくことができる。
まずは、起業について勉強しよう
例えば… 起業するためには何が必要か、法律や税金はどうなるのか、地域で勉強会を開くことから

はじめてみよう。
例えば… 勉強会などの集まりをとおして、起業に向けた地域内での合意や協力体制をつくることも

重要。
例えば… スポンサー企業や提携者など、頼りになるパートナーをみつけることも有効かも。

【事例紹介】 企業と連携した太陽光発電
（主体：テイクエナジーコーポレーション㈱）
熊本県山都町水増集落が共同管理する土地に、熊本県
の仲介でテイクエナジーコーポレーション㈱が、メガソーラ
ーを建設・事業化した。土地の賃借料 500 万円と売電収
益の５％を地域還元する仕組み。環境教育の場として小
学生の遠足を誘致したり、農作業の体験イベントなどを実
施したりして、地域外から人を呼び込み、活性化をめざし
ている。

《市の支援例》
自治会の法人格取得支援 ⇒ｐ70 ／ 起業塾の開催 ⇒ｐ70 ／ 起業スタートアップ助成金の設置
⇒ｐ70 ／ 経営指導員の派遣 ⇒ｐ70 ／ 再生可能エネルギーの補助金情報の提供 ⇒ｐ70 ／ 民
泊特区など旅館業法の特例措置の適用/民泊新法の適用 ⇒ｐ70 ／ 特産品の開発・商品化の支援
⇒ｐ72
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（３）達成目標・テーマの類型化
１）自治会の類型化診断
ムラヤー利活用戦略は、各自治会が一般論として参照する施策・事業の体系化に加え、そ
れぞれの自治会が持つ特有の課題や方向性に応じた施策のインデックスが必要である。そこ
で各自治会の達成目標・テーマの類型化を行った。
この類型化は、各自治会の特徴と関心、行動力に応じる形で６パターンに分けている。本
業務はコミュニティビジネスの育成に力点を置いているが、自治会の現状を考えると、必ず
しもビジネス化がフィットする地域ばかりではないことから、雇用や産業以外の目標像も含
めた類型としている。また、変化を望まない・対応できない地区もあることが想像され、移
行措置としてカテゴライズする必要があると判断している。

類型（達成目標）

地域発のビジネス！

雇用創出型コミュニティ

地域産業のステップアップ！

産業育成型コミュニティ

地域の誇りを継承！

伝統活用型コミュニティ

元気な子どもが地域の支え！

子育てサポート型コミュ
ニティ

シニア世代が主役！

高齢者いきがい型コミ
ュニティ

今は小休止(-_-;)

現状維持型コミュニティ

めざす自治会の姿
自治会が中心となった法人等が設立され、コミュニティビジネスが活発に行
われている。内外と連携した組織体制を持ち、得られた収入の一部を自治
会活動費に充て、自治力みなぎるコミュニティが醸成されている。地域内に
雇用が生まれることで、定住や移住が促進されている。
農業・漁業など地域の主力産業を支援することで、特色のある自治会活動
が行われている。自治会が主体となって特産品開発や６次産業化、商品
のブランド化を進めることで、地域内の事業者にお金が落ち、結果として自
治会全体の収入増や地域の高齢者の小遣い稼ぎにつながっている。
地域に根づく伝統芸能や祭祀、工芸、食文化等を、次の世代に継承する
取組を大切にしている。地域の特色を活かして域内外の人々と交流するこ
とで観光振興効果をもたらしている。また、地域の誇りや愛着が醸成されて
おり、住民にも臨時収入がある小規模ビジネスにもつながっている。
自治会を中心に子育て支援や４世代交流が行われており、地域の子どもた
ちがムラヤーに集まる機会が増えた。そのことが情操教育効果や自治会へ
の郷土意識の醸成につながり、地域に帰ってくる子育て世帯が増えた。自
治会にも収入があり、その収入が他の地域活動に還元されている。
高齢者の特技を活かした生きがいづくりや居場所づくり、ミニデイケアなど、
高齢者の生涯学習や福祉に力を入れて活動している。お年寄りの元気な
姿がみられ、子どもや孫が頻繁に手伝いに来るなど地域の絆が深まってい
る。自治会にも収入があり、その収入が他の地域活動に還元されている。
現在の体制では通常の自治会活動を行うだけで精一杯で、新しいことをや
りたくてもできないジレンマを抱えている。めざす姿ではないが、地域活力が
生まれにくく、地区内のコミュニケーションが乏しくなりがちで、人口流出や自
治会費の欠損等により、地域運営の厳しさが一段と強まるおそれがある。
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図 自己診断シート
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上記の６類型は、外部が客観的に判断するものではなく、自治会自身が地域の状態や目標
に応じて自主的に選択できるように設定している。選択のあり方は自由だが、参考までに自
己診断シート（前ページ）を作成した。これは前章で展開した「自治会の分類」をスタート
とし、いくつかの診断項目でイエス・ノーを選択しながら、該当する類型へとたどりつくと
いうゲーム性を持たせており、自治会内部で楽しみながら地域の将来像を考えるきっかけと
なれば、という意図が含まれている。

２）類型化コミュニティごとの取組・施策のイメージ

地域発のビジネス！雇用創出型コミュニティ
活発なコミュニティビジネスを実施することによって、地域内の
雇用を生み出し、転出した住民子弟を中心に地域への定住・移住を

どちらかというと…

促す。また、積極的なコミュニティビジネス展開の収入の一部を自
治会運営費に充てることで、自治会活動をより活発に・多様に行う

ビジネス
重視

ことができる。

【地域で行われる取組イメージ】


地域内に雇用を生み出し、定住や移住を促進するために、特産品の開発・販売、宿泊・食堂・カ
フェ等の運営、売電、エシカル起業、アーティスト・イン・レジデンス、ニュー民泊、移住者支援等
の取組を行う。



特産品の開発・販売の取組は、地域の農家や漁師、工芸家らと連携して特産品や工芸品などを
開発し、地域内外に向けて販売する。地域としてのブランド力を高めるとともに、地域での雇用を
創出し、定住・移住へとつなげる。



宿泊・食堂・カフェ等の運営の取組では、地域の農家や漁師、工芸家などと連携して地域産品を
活用した簡易宿泊所・食堂・カフェなどを運営する。地域内の商品・素材・食材等を使用すること
で、地域産業の活性化を図る。



太陽光や風力など再生可能エネルギー発電を設置し、自治会自らで発電を行う。発電した電気
は電力会社に販売し、売上を自治会活動費などに充てる。



エシカル・ビジネスに意識的な若者を誘致・起業し、社会的課題や環境問題の解決を事業で実
現しつつ、雇用も創出する。エシカルとは本来は「倫理的」という意味だが、ここでは環境保全や社
会貢献に関心を持つ層のことを指していう。いわゆる社会起業のことである。



半島芸術祭やシュガーホールの活動などと連携しながらアーティスト・イン・レジデンスを実施し、
地域内外からアーティストを招くことでまちおこしを図る。地域で展覧会を開催し、地域住民がアー
トに触れる機会や交流人口の拡大へとつなげる。また、アーティストが地域資源を使った作品を制
作・情報発信することで地域内外へのアピールにもなる。



ニュー民泊では、空き家となった民家や住宅内の空き室、ムラヤーなどを活用した民泊を実施す
る。また、ネット上で民泊を登録し紹介するシステム Airbnb（https://www.airbnb.jp/）、ネット上で
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一般家庭にお呼ばれする形の食事の機会を提供する KitchHike（https://ja.kitchhike.com/）など
のシェアリング観光ビジネスにも取り組む。


新たな雇用を求めて移住を希望する人々への支援として、空き家を活用した移住体験ツアーの
実施や、区民との交流会を開催する。また、市の担当課と連携して、移住希望者の個別相談等
にもなるべく対応していく。

【行政による支援策イメージ】
支援策イメージ

概要

自治会の法人格取得支
援

自治会が法人格（認可地縁団体）を取得するための手続き等について、行
政がアドバイスを行い、円滑に法人格取得できるようにする。

起業スタートアップ助成
金の設置

起業する際に、起業及び販路開拓に伴う費用や広告費などに対して助成
する。ただし、事業内容が地域経済の活性化につながる事業とする。

起業塾の開催

起業したい個人、団体に対してアドバイスを行う機会を提供する。起業の準
備期間から実施に向けて、段階的にサポートできる体制で支援する。

経営指導員の派遣

商工会と連携し、経営指導員を派遣する。経営指導に専門家のノウハウを
活用して事業がうまくいくように支援する。

情報発信の支援

情報発信活動を行う団体・サポートする団体とマッチングし、発信するコンテ
ンツの向上やより効果的なパブリケーション方法での情報発信を支援する。

再生可能エネルギーの
補助金情報の提供

民間企業等が地域と連携して再生可能エネルギー利用の拡大を図る事業
を行う際に、経産省の補助事業等の認定が受けられるように支援する。

民泊特区など旅館業法
の特例措置の適用/民泊
新法の適用

簡易宿所の許認可基準の一部緩和の市内普及を図る。国家戦略特区に
指定されている都道府県知事等の特定認可を受けた場合、旅館業法の適
用を除外する制度等を活用する。（平成28年10月に最低滞在日数が6泊7日から
2泊3日へ短縮）

空き家活用への補助

公的に活用する場合の空き家改修への補助の実施。また民間活用に対し
ても、空き家の機能回復及び設備改善や移転費の補助が考えられる。

国際文化交流促進事業
の運用

文化庁の「アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促
進事業」の補助を受け、希望する自治会の民家、空き家、公民館等を活用
して実施する。

上がり太陽プラン

自治会、市民団体が提案する地域の課題を解決し、地域の活力を生み出
そうとする事業のなかで、優秀な事業に対して助成する。

地域リーダー育成の支援
【全類型に共通】

なんじょう市民大学やムラヤー学習会で、市民リーダーに必要な知識やノウ
ハウを習得することで、南城市のまちづくりや地域の活性化を積極的に取り
組んでもらえるようにする。

区長会等の視察・研修
【全類型に共通】

区、自治会、財産管理組合の代表者らが自ら計画して実施する行政視察
研修に補助金を交付し、地域行政の一助を図ることを目的とする。

~ 70 ~

地域産業のステップアップ！産業育成型コミュニティ
自治会が中心となって農業・漁業等の地場産業を支援することで、
地域産業振興を介した地域活力の浮揚をめざす。農漁業の産物・食
材を使った商品開発や６次産業化を進めることで、事業者の収入増
加や雇用増など地域内の盛り上がりにつなげることができる。

どちらかというと…

ビジネス
重視

【地域で行われる取組イメージ】


地場産業の活性化を図るために、農業生産法人の設立、特産品のリデザイン・販路拡大、６次産
業化、地域でのイベント開催、民泊・体験学習の体系化、建設業の多角化、情報発信等の取組
を行う。



規模が小さく個々で経営の効率化を図ることが難しい農家や、後継者不足から農業を継承するこ
と自体が困難な農家が少なくないため、農業経営の集団化を図る。農業生産法人等を立ち上げ、
生産性の高い農業経営と地域内の雇用を創出する。可能なら集落営農の形をとり、住民が一体
的に農業に取り組むことが推奨される。



すでに開発されている特産品のブランド力向上や販路拡大を行う。外部のデザイナーと連携して、
商品だけでなくコミュニティブランドの確立を目指して、自治会が一丸となったワークライフスタイル
の発掘やプロモーションの展開などを行う。



６次産業化に向けて、農業・漁業者と食品加工業者、流通・販売業者等が連携を図り、新たな特
産品の開発から加工・製造、流通・販売までを主体的に取り組む。複数の自治会がグループ化し
て取り組む必要がある。自治会単独の場合は、勤務先との提携や知人が経営するレストランへの
直卸など顔の見える関係をバックボーンとしたほうがやりやすい。



青空市や軽トラ市、地元食材を活用した食堂・カフェなどが出店するイベントを定期的に開催し、
地域の知名度を上げ、同時に地場産品の消費拡大を図る。



民泊・体験学習について、自治会単位での受入体制を構築し、着地型観光の自給自足に取り組
む。観光と教育の両面から体験や地域住民との交流が行えるような魅力づけ、もてなし交流人材
の発掘と育成、マネタイズの意識強化等を行う。



建設業の新分野進出を行い、新たな雇用の創出などによる地域経済の活性化をめざす。



地域産業を広くＰＲし、顧客獲得へとつなげるために、新聞や雑誌、テレビなどのマスメディアをは
じめ、ＷＥＢメディアやＳＮＳを活用した情報発信を行う。地域のブランド力を高めるとともに、地域で
の雇用を創出し、定住・移住へとつなげる。

【行政による支援策】
支援策イメージ

概要

産地プロデューサーの派
遣

新商品の開発からブランディング、販路の開拓まで実施できるように、産地
プロデューサー、６次産業化プランナーを派遣して指導を行う。

人材育成の支援

専門的知識やスキルを習得する資格取得講座や研修等を実施し、業界の
ニーズに即した人材を育成して産業の活性化を推進する。
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支援策イメージ

概要

特産品の開発・商品化の
支援

地域の資源や特徴を活かした新たな特産品や加工品の開発を進める事業
者や個人に対して、その開発及び商品化にかかる費用の一部を支援する
（市所管事業に加え、経産省や県の事業の活用等）。

農業・漁業振興に関する
支援

農業・漁業に対して、流通・販売・加工施設整備に対する支援や６次産業
化に向けた取組に対する支援を行う。農水省の「６次産業化支援策活用ガ
イド」の情報を、地域に紹介し、申請の手伝い等を行う。

経営指導員の派遣【再
掲】

商工会と連携して経営指導員を派遣する。経営指導に専門家のノウハウを
活用して事業がうまくいくように支援する。

情報発信の支援【再掲】

情報発信活動を行う団体・サポートする団体とマッチングし、発信するコンテ
ンツの向上やより効果的なパブリケーション方法での情報発信を支援する。

地域の誇りを継承！伝統活用型コミュニティ
自治会が中心となって地域に根づく伝統文化（芸能、工芸、祭祀、

どちらかというと…

民話、方言、文化財等）の継承を積極的に行い、地域の誇りや愛着
を維持し続ける。観光と教育の両面からアプローチすることにより、

コミュニティ
重視

地域内の交流促進や若い世代の自治会離れ解消が期待できる。

【地域で行われる取組イメージ】


地域の伝統文化を継承するために、ナイトツーリズムの受入拡大や民泊・体験学習の体系化、ま
ーいツーリズムの実践、食フェスティバル開催、祭祀等へのプレミアム参加権の付与、ふるさと伝
統芸能まつりの市全域拡大、各種イベント実施、情報発信等の取組を行う。



ナイトツーリズムの受入地域の拡大を図ることで、多くの地域で民家での料理体験やムラヤーを活
用した伝統芸能の鑑賞会が実施でき、住民負担の軽減、修学旅行など大規模集客時への対応
が可能になる。さらに事業で得た収入は地域に還元し、さらなる伝統芸能の継承や創作活動、そ
の他の文化保存・活用の活動につなげることができる。



民泊と体験学習の体系化を進めるために、事業者と地域が一丸となった受入体制を構築する。
民泊では、郷土料理の体験や団らんの時間を過ごすことで、ありのままの暮らしを体験し交流を深
める。体験学習は地域や地域内の団体・法人が主催し、伝統芸能の体験その他のプログラムを
観光と教育の面で行う。指導者やガイドは保存会や青年会などの地域団体が務め、事業で得た
収入を伝統芸能活動に充てて、地域の活性化へつなげる。



体験学習の簡易バージョンとして、地域内を巡るまーいツーリズムを観光協会やガイドの会等と連
携しながら企画開発する。高齢者による住民ガイドを養成して、着地型観光や FIT（個人手配の海
外旅行）の需要増に対応する。



近隣自治会と連携するなどして、郷土料理や家庭料理、特定の地域の食材に焦点を当てたミニ
チュア版の食フェスティバルを開催することで地域への関心を高めることができる。



「自分だけの体験」を求める観光客への対応として、体験学習のニッチ化（例：家庭の味の味噌づ

~ 72 ~

くり、my 包丁の研ぎ方レッスン）があるが、その一環として、集落伝統の祭祀や神拝みなどに人数
限定のプレミアム参加を有料で受け入れることが考えられる。


大里地区を中心に行われている「ふるさと伝統芸能まつり」を他地域でも実施する。中学生を対
象にそれぞれの地域・自治会に分かれ、地域の伝統芸能を披露する。地域の先輩方から伝統芸
能を教わることで、次世代への継承にもつながり、地域団体の活動とのつながりが深まる。



地域の伝統文化を披露するイベントや地域の民話に基づいた創作劇などを開催することで、伝統
文化活動の活性化や周知を図る。



地域内の伝統文化に関する活動をＨＰや情報誌などで発信する。地域内外の方に活動内容を知
ってもらうことで、伝統文化に対する興味を持たせる。

【行政による支援策】
支援策イメージ

概要

文化財の指定・登録

文化財が保存・活用されるように、市または自治会単位での文化財指定・
登録に向けての取組や制度改革を行う。

ナイトツーリズムの企画

ナイトツーリズムの拡大を図るため、各地域で共通に実施できる企画、うちの
自治会にしかできない企画を考える機会をつくる。

地域コーディネーターの
育成

地域資源を活用した新たな取組を掘り起こし、新しいツーリズムをつくりだす
コーディネーターを育成するために、養成講座を開催する。

ガイドの育成

観光庁や文化庁のガイド養成にかかる助成事業等を活用して、事業化を図
る。すでにある県の観光人材育成事業や市のコーディネーター養成講座を
活用することも考えられる。

モデルツアー実施の支援

地域資源活用モデルツアーを開催し、専門家の派遣や実施費用支援を行
う。住民と協働する専門家や事業者をマッチングし、ツアーの構想から実施
に向けて地域が主体的に取り組むのを支援する。

マネタイズ講習会の開催

収益を地域活性化に結びつけている事例の啓発や事業による収益を得る
仕組みについての講習会を開催し、お金を取ることへの罪悪感を払拭する。

出前講座の開催

地域に点在する文化財や史跡・伝統芸能について、専門の講師や地域の
人材を活用し、伝承や歴史を地域の皆さんに共有することで、後世につない
でいく。

学校教育との連携

市内の小中学校と連携し、地域に残る伝統文化の体験学習（総合学習）、
創作劇の取組、高齢者による方言指導等を行う。

元気な子どもが地域の支え！子育てサポート型コミュニティ
地域内の子育て世代をターゲットに、地域内で安心・安全に子育
てができる環境づくりに取り組む。学校教育外の時間帯での子ども
の居場所づくりに地域が取り組み、４世代の地域内交流を促進する
ことで、母親も働き続けられる仕組みをつくり、地域へのＵターン
や移住者の増加につなげることができる。
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どちらかというと…

コミュニティ
重視

【地域で行われる取組イメージ】


子どもが地域でのびのびと育つように、ムラヤーでの預かり保育や学習塾、子育て相談やマタニテ
ィ教室、子育て支援バザー開催、各種イベント・スポーツ交流、作品展示会、しまくとぅば教室等の
取組を行う。



ムラヤーを活用した預かり保育や学習塾によって、子どもたちと地域とのつながりを強めることがで
きる。地域内で子どもの見守りができるので、子育て世帯の定住促進にもつながる。地域の中高
大生を講師にした子ども間交流のほか、高齢者を活用することで、生きがい創出や方言など文化
の継承も可能である。



ムラヤーに子育て相談員を派遣し、育児にとりくむ子育て世代が気軽に集り語り合う場を設ける。
子育ての悩みやストレスを解消するとともに、ムラヤーの活用促進へつながる。また、マタニティ教
室をムラヤーで開催することで近所のママ友をつくる機会となり、地域コミュニティの活性化にもつ
ながる。



ムラヤーを活用して、地域内外の子育て世代を中心にバザーを開催する。リサイクルによる子育
て費用の節約や子育て世代同士のコミュニケーションが生まれる。また、出店者から店代を徴収
して自治会活動費に充てることができる。



各種イベント・スポーツ交流として、子どもたちが両親や祖父母と一緒になって参加できるイベント・
スポーツ大会を開催する。



地域の子どもが制作した習字や絵画、夏休みの工作などの展示、保育所・学校で習った遊戯や
踊り、歌の披露会などを定期的に開催し、家族・親族とともにわいわいと楽しむ。



地域の先輩方が子どもたちにしまくとぅば（方言）を教える機会をつくる。子どもたちとの交流の場を
設けることで、地域コミュニティの形成を図る。優秀者を市や県の大会に派遣する。

【行政による支援策】
支援策イメージ

概要

４世代同近居の支援

親世代・祖父母世代と近居または同居することになった世帯に対して、転
入・転居費用の一部を支援する。また、同居に伴う住宅の増改築やリフォー
ム工事費についても一部支援する（世代が増えるほど増額など）。

子育て支援事業の自治
会への委託

南城市が実施している子育て支援事業を自治会へ委託し、実施してもらう。
また、一時保育や預かり保育に対する助成（市が国から一時預かり事業【地
域密着型等】を受託するなど）を検討する。

保育士の確保・育成

保育士の確保を強化するため、職場の環境改善や保育士と保育所のマッ
チング強化を図る。また、保育士資格取得に対して支援を行い、保育士の
育成につなげる。

子育て相談員の派遣

育児についての悩みを解消するために、子育て世代の悩みや不安に対して
アドバイスができる相談員を派遣する。

しまくとぅば読本の制作

市が中心となり、しまくとぅば学習の教本やビデオを制作する。今後具体化す
るであろう文化庁事業を活用するのも手段のひとつ。

学童・学習塾運営費への
補助

学童または学習塾を開業する自治会に対して、運営費及び維持管理費等
について補助を行う。
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支援策イメージ

概要

子ども会・育成会組織の
強化

組織の発足・強化に向けて、委託学級を提供し、組織強化と上部団体への
加入促進を促す。

自治会加入の支援

地域で生活していく上で、良好な近所付き合いを保てるよう、自治会加入を
促す。

自主防災組織の促進

地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意団体の発足を促す。日
ごろの火災の防止や消火訓練、避難訓練を行うことで災害発生時に速やか
に対応できるようになる。

シニア世代が主役！高齢者いきがい型コミュニティ
自治会を核として高齢者福祉・予防福祉に注力することで、高齢

どちらかというと…

者がいきがいを持って健康に地域で住み続ける社会をめざす。アク
ティブシニアを中心とした高齢者が元気に活動すれば、それを見守

コミュニティ
重視

る地域の絆も深まり、自治会活動の活性化へとつながることが期待
できる。

【地域で行われる取組イメージ】


高齢者がいきいきと暮らせるように、料理・工芸制作、薬草茶等の体験受入れ、市民農園での畑
仕事指導、歴史ガイド派遣、空手・棒術指導、おしゃべりサロンの開催、健康づくりイベント等の取
組を行う。



地域のシニア世代を講師に、料理や工芸制作、薬草茶などの体験ツアーを実施する。観光客だ
けでなく、地域の子どもたちを対象にすることで世代間交流が進み、コミュニティの活性化につな
がる。



区有地や遊休農地を市民農園として有料で貸し出す。ガーデニングや野菜栽培、収穫イベントを
行い、利用者同士のふれあいの場として地域内外のコミュニケーション促進へとつなげる。その指
導者として地域の高齢者に登場願う。市民農園開設には現在は民間企業のサービスもあり、要
検討（http://myfarm.co.jp/）。



地域内のまーいツーリズムや観光協会等が主催する市内の歴史ツアー等に、地域の高齢者をガ
イドとして活用する取組が考えられ、小遣い収入や生きがい創出効果が期待できる。



空手発祥の地として沖縄が注目されているので、空手指導者在住の自治会等では、空手や棒術
の体験指導をプログラム化するのが有望である。長期滞在者が多いため、体験学習など他のプロ
グラム利用にも波及する可能性がある。



おしゃべりサロンでは、ムラヤーを活用して地域住民が気軽に語り合える場を提供する。ムラヤー
活用の促進とともに住民同士のコミュニティを形成する。



地域住民が健康に暮らせるために、ウォーキングや健康教室、運動会を企画し、地域ぐるみで楽
しく、長続きできる健康づくりを行う。

~ 75 ~

【行政による支援策】
支援策イメージ

概要

生涯学習経費への補助

生涯学習活動、体験教室・カルチャースクール等に対して、一部経費の補
助を行う。

市民農園開設の支援

市民農園整備促進法、特定農地貸付法等の法律相談をはじめ、農水省の
補助事業を活用した市主体の農園整備や自治会主体の農園整備支援等
を行う。

高齢者福祉関係事業の
自治会への委託

南城市が実施している高齢者福祉関係事業を自治会へ委託し、実施して
もらう。

ツアー企画の支援

観光協会を中心に、地域の文化や資源を活用した体験ツアーや散策ツア
ーを企画する。

シルバー人材バンクの構
築

これまでに培った知識や技術を有する高齢者を登録する仕組み、そうした
人材を求める起業とのマッチングを支援するシステムをつくる。

ガイドの育成【再掲】

観光庁や文化庁のガイド養成にかかる助成事業等を活用して、事業化を図
る。すでにある県の観光人材育成事業や市のコーディネーター養成講座を
活用することも考えられる。

４世代同近居の支援【再
掲】

親世代・祖父母世代と近居または同居することになった世帯に対して、転
入・転居費用の一部を支援する。また、同居に伴う住宅の増改築やリフォー
ム工事費についても一部支援する（世代が増えるほど増額など）。

自治会加入の支援【再
掲】

地域で生活していく上で、良好な近所付き合いを保てるよう、自治会加入を
促す。

自主防災組織の促進【再
掲】

地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意団体の発足を促す。日
ごろの火災の防止や消火訓練、避難訓練を行うことで災害発生時に速やか
に対応できるようになる。
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（４）個別コミュニティ計画（地域ビジョン）のまとめ方
１）コミュニティ計画とは
以上の類型別のムラヤーの利活用や地域活動振興の計画とは別に、自治会による自治会の
ためのコミュニティ計画についても取り組む意義は高いと考えられる。
そもそもコミュニティ計画は、まちづくりや地方自治に対する市民の要望が多様化・高度
化する中で、そのすべてを行政が担うのではなく、市民と行政で協働しながら解決する必要
があるという考え方から生まれている。地域に関わるステークホルダーがどのような地域に
したいのかという思い・考えを共有し、地域課題の解決に向けて、ときに個別に、ときに協
働で取り組むための目標や方向性を位置づけた計画である。住民一人ひとりの力を引き出し、
自主的に地域活動へ参画するための目指すべき方針となることが期待されている。
全国的にもこの計画策定に取り組む地方自治体が増えている。多くの場合は、対象となる
地区住民が何らかの形で関わりながら（主体となって）
、計画をつくるスタイルがとられてい
る。例えば、公民館を中心に住民や地域の事業者らが参加した「まちづくり協議会」という
組織を結成し、市役所や外部有識者の意見も参考にしながら、地域のビジョンとしてコミュ
ニティ計画を策定するというケースがある。

２）各自治会がコミュニティ計画をつくる意味
本ムラヤー利活用戦略は、自治会整理シートに地域の現状や課題をまとめ、それに基づき
各自治会を分類及び類型化し、今後進めるべきムラヤーを活用した地域活動や自治会単位の
まちづくりの取組を体系化したものである。したがって、コミュニティ計画に記入すべき「地
域の現状や課題」「地域づくりの目標」「目標を実現するための取組」などは基本的に利活用
戦略に盛り込まれているし、その根拠もアンケートやヒアリングの意見をまとめたものなの
で、住民意志が反映されていないということは絶対にない。
しかし、それでも住民が主導して自分たちの地域の行く末を決めるという行動にはかなわ
ない。自分たちの地域をどうしたいか、どういう地域になるべきか、私たち一人ひとりがで
きることは何なのかを地元の仲間と一緒に考える時間そのものが地域活動であり、その結晶
に住民が誇りと自覚を持つことが、計画を計画で終わらせず、具体的な取組につなげていく
原動力となるのである。また、コミュニティ計画は、一部の人々の思い込みなどで的はずれ
なプロジェクトに限られた人的資本や資金を浪費してしまうことを避ける意味もある。

３）コミュニティ計画策定の流れ
上記のように、ムラヤー利活用戦略を下敷きにするコミュニティ計画であるから、必要な
情報のみを簡潔にまとめるミニチュア版として編集するのがよいと考える。現状では十分な
作業時間がとれないという自治会にとっても、これは対応しやすい方法だと受け止められる。
以下では、コミュニティ計画をつくるために必要な作業を、大きく４つの段階に分けてそ
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の流れを説明する。
 地域のいいところの再発見や課題の抽出を行う。
 具体的には、住民らが地域を実際に歩き、感じたことを、ＫＪ法等を
使って整理・集約するなどの手法を用いる。
 参加者以外の住民の声を反映させるため、全世帯を対象としたア
ンケート調査を実施してもよい。
 学校の授業として取り上げ、子どもたちが地域を歩いて、子どもの
考えやアイデア等も計画案づくりに活かす例もある。
 外からの視点が客観的に物事をとらえやすいため、旧盆や清明な
ど他出した家族・親族が集まる際や観光客が、「ふるさと体験プロ
グラム」として行うのもよい。
 フィールドワークができなければ、省いてもよい。
 課題を解決するための方策について検討する。
 相互理解と信頼を基本として、多少の考え方や意見の違いがあっ
ても、時間をかけて話し合うことにより合意形成を図る。
 誰が何をいつ行うのか、主語を明確にした対策を基本とする。
 地域で実施できることで十分な効果が得られそうにない場合は、
市や関係者に何をやってもらいたいかについても話し合う。
 地域の特徴や課題と、課題解決策を区分し、項目ごとに目指すべ
き方向性（方針）を設定する。
 全体を考えて、地域の「まちづくりの将来目標」を決める。
 これらの作業の中で、各課題等に対する重要度・緊急度を話し合
い、なにから先に着手するかの合意形成を図る。
 全体を見渡し、矛盾や論理破綻はないかをチェックする。硬い表現
があれば、なるべく人を動かしやすいフレーズに書き換える。
 以上について「ムラヤー利活用戦略」を参照しながら進める。
 事業を実施したかをまずチェックする。実施できていない場合はそ
の理由を挙げ、解決策を話し合う。
 実施した事業に対し、達成度を評価する。数値目標を設定している
場合はもちろん、設定していない場合も地域で協議して評価する。
 事業の反省点を挙げ、新たな課題として次回に引き継ぐ。
 評価の結果を住民に公表する。
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４）注意点
 計画づくりにおいては、住民の考えや行動するやる気を引き出すためにも、より多くの地域住民（自
治会未加入住民や世帯主以外の人、青少年など）の参画を得て、「気づき」や「学び」を重視する
策定過程が重要となる。
 計画は計画のままでは意味をなさず、実践することに意味があり、地域に必要な取組を継続でき
るように、具体的で実効性のある内容にしていくことが重要となる。
 具体的でありつつも、自治会を将来的にどのように維持・活性化していくのかという長期的視点に
たった計画にする必要がある。現在ある課題と直結しないとしても、その自治会区の将来にとって
重要な活動であれば先行投資の意味でも取り組む意義は高く、そのためには長期的ビジョンが求
められる。
 住民だけですべてを解決しなくてもよいし、逆に行政にすべてを任せようとするのもよくない。自治
会と市役所、その他の機関、域外からのサポートなどの関係者の役割分担を意識しながら計画し、
協力を呼びかける必要がある。
 上記のステップ３と４の間で計画を実行していくが、その前に計画を自治会の住民に広く周知させ
ることが重要である。また、活動の実施後も内容を広報して、関心や支持、次への参加意欲を沸
き立たせることが望まれる。

５）コミュニティ計画記入様式
毎年度計画を更新し、事業評価をしていくことが本来は望ましいが、自治会運営の現状を
みると厳しいことも考えられることから、単年度～３ヵ年度更新に対応できるような様式と
した（区長任期に合わせたマニフェスト型の計画にすることも可能）
。次ページに様式と記入
見本を示す。
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計画年度

応援メッセージ

市役所記入欄

方針３

方針２

方針１

地域運営方針

担当者：
部署名：

昨年度までに実施した主な取組・気づいた点

自治会名

【こうなりたい目標像】

【こうなりたい目標像】

【こうなりたい目標像】

市のサポートの方向性

キャッチフレーズ

【具体的な取組】

【具体的な取組】

【具体的な取組】

地域の課題・住民の要望

補助や財源の見通し

【数値目標】

【数値目標】

【数値目標】
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西恩納田太郎

教育委員会生涯学習課

担当者：

部署名：

補助や財源の見通し
方針２‐③：「空き家再生等推進事業」･･･活用型の場合、市1/3、民間
1/3の負担となる。
同上：「定住促進空き家活用事業」･･･1/2補助。
同上：「地方創生推進交付金」･･･1/2補助。ただし、公共が取得するこ
と。
※以上は担当課の都市建設課に確認した。今後は区長らとの顔つなぎ
が必要。

・方針１‐②は市事業であり、地域に協力して呼びかけする。１‐④は祖
父母参観の日が拡大できないか調整の余地あり。
・方針２‐②は観光協会と連携し、適切な情報提供を行う。２‐③は改
修費の補助または材料費補助ができないか庁内で意見聴取する。２‐
⑤も観光協会との連携が望ましい。
・方針３‐③は集落サイン整備事業の継続性を担当課に確認する。

ゼロ 件/年

集落内の
タバコのポイ捨て件数：

【数値目標】

人/年
（修学旅行除く）

250

再来年以降の
体験プログラム参加者：

【数値目標】

％/年
（対象者に対し）

95

市の健康診断受診率：

【数値目標】

市のサポートの方向性

●御嶽の森で夏休みに子どもが安全にクワガ
タ採集できるようにしたいし、カーではテナガ
エビが捕れるようにしたい。
●粟石がたくさんあるので活用したい。

【こうなりたい目標像】

①チブル御嶽はマーニやクバなど昔あった樹木を植栽しなおす。そのために昔の
復元図を富助さんにつくってもらう。
②ヒサガーに降りる石段を積み直す。材料は廃屋になった南風原次男屋の粟石
をもらってくる。
③文化財の看板整備を市にお願いする。整備されるまでは、木製の標柱を自分
たちでつくって立てておく。

【具体的な取組】

●交流人口を増やしたい。
●雨の日に暇してる人がいるので、体験プロ
グラムに関わらせたい。
●でもプライバシーは守りたい。

【具体的な取組】

【こうなりたい目標像】

①イージョーバルの照正さんが棒術の先生をしてくれるようにくどき落とす。
②地区内の民泊受入家庭数を今年中に今より２件増やす。
③赤瓦の空き家を１件借り受けて、体験学習用に住民らで改修する。
④観光客にしてほしくないことをみんなで決めて、掲示板に張るようにする。
⑤オープンガーデンの期間中に、交流イベントをムラヤーでやってみる。
⑥区長にフェイスブックをさせる。

①65歳から75歳までは高齢者と言わず、「若年寄り」と呼ぶことにする。
②全員が健康診断（市実施、個人）を受診するように声かけする。
③ラジオ体操と午後のティータイムを台風と正月以外、毎日行う。
④孫・曾孫の運動会、学芸会、参観日には必ず行く。
⑤役所のミニデイサービスを来年から自分たちでも運営できるように、協力してくれ
る人を集める。

【具体的な取組】

・高齢化により人口減少が進み、一人住まいの方が多く労働力不足。集落総出の作業の際に人数が少なくなり、
参加者の負担が大きくなっている。
・独居老人宅が増加するため、高齢者対策が必要。
・夜間、街灯の未完備な場所があり、弱者の安全対策が必要。
・農業後継者が都市に出ており、耕地の荒廃が進んでいる。雑草が生え、景観的にも見苦しい。
・会社勤めが中心の社会となって共通の話題がなくなり、地域連帯感が薄らぎつつある。
・定住につながる就労の場が少ない（地場産業が少ない、建設工事の減少等）。
・お年寄りの培ってこられた知恵を大切にしたい、地域のすぐれた人を活かしたいという声がある。

地域の課題・住民の要望

●高齢者が仕事をするのが長生きの秘訣な
ので、一人一役の地域づくりをしたい。
●孫や曾孫が多いので、「４世代交流」を売り
にしたい。

【こうなりたい目標像】

昭和24年生が中心になって地域を盛り上げようとしており、住民も協力
的。成功体験によって急成長する予感がある。婦人会の活動が中断し
ているので、メンバーの若返りを図るとともに、特産品のオクラを使ったレ
シピの情報発信（クックパッド）など、若い人が取り組みやすい役割を与
えるといいだろう。

応援メッセージ

市役所記入欄

御嶽や井泉が荒れてきたの
で、自分たちで昔の道や植栽
に整備しなおす

方針３

地域で受け入れることが
できる体験プログラムを
３つつくるぞ！

方針２

元気でいつまでも地域で
活動するための体力づくり

方針１

地域運営方針

・農業委員を中心に遊休農地利用のための話し合い
を行った。

・ビーチの利用ルールに向けた集まり。

・ムラヤーのクリスマスイルミネーション。
・ミニデイサービスの受入れ。

いつもいきいき、幸せ音頭が頭の中をリフレイン。曾孫に負けるなサバニ南

キャッチフレーズ

→ ・規模が小さく来訪者はないが、住民には好評。
→ ・ムラヤーではできないこともあった。利用者の要望を
聞いて、追加のサービスも考える必要があると思った。
・自分たちの行動が制約されることもあり、結論が出て
→ いない。専門家の意見も聞きたい。
・遊休地をまとめることが難しく、借り手の生産法人もい
→ ない状況。集落近くの放棄地は市民農園にしたらどう
かという意見があったが、所有者と連絡がついていな
い。

2017～2019年度

計画年度

昨年度までに実施した主な取組・気づいた点

サバニ南

自治会名

（５）具体化に向けたスケジュール
１）具体化方針
本戦略はただ方向性を整理することが目的ではなく、戦略の中に示した中身をどのように
進め、実現するかを方向づける必要がある。まず、本戦略を絵に描いた餅にしないための方
針を位置づける。
方針①

各主体と連携・協働しながらの地域活性化の実践
本戦略は、すべて自治会や住民が行うものではなく、またすべて行政が行うものでもない。
これらを主体としながらも、市民団体や NPO、地域団体、企業・事業者などがサポート役と
して関わり、適切な役割分担で進めていくものである。このような役割が相互につながり合
うことが必要だということを、まず地域のみんなで理解する必要がある。そして、地域にど
んな主体が関わるべきかを話し合い、地域で合意形成する。また、どのように分担するのか
協働のあり方を関係者で考え決め、それに基づいて地域活性化を実践していく。
方針②

先行事例に学ぶ／市内のモデル事例をつくる
全国的には自治会単位での優れた取組事例があり、これらの活動を市民に広く知らせ、各
自治会での活性化の取組につながるよう働きかける必要がある。先進事例を学びながら、自
分自身の地域の振興にどう関わり、実践していくかを意識してもらう。また、より身近な目
標があると取組への熱意が増すことから、市内ですでにコミュニティビジネス的な実践を進
めているところや、条件が整っているところをモデル地域として定め、支援を集中させ、身
近な成功事例とすることにもとりかかる。エコミュージアム構想では平成 29 年度から各自治
会での取組を進めていく予定であり、活動を始める自治会に支援を傾注することも効果的と
考えられる。
方針③

住民が実施するＰＤＣＡサイクルでの継続的な改善
地域活性化、とりわけコミュニティビジネスには、その資本となる地域資源の管理と、収
益性の強化の両立が必要であり、そのためにはマーケティングの展開と PDCA サイクルでの
事業評価、KPI 設定の実施など成果評価をシビアに行うことが考えられる。なるべくならこ
の PDCA の実践を住民自身が行い、長所を伸ばし短所を改めながら、事業計画をそのつど見
直していくことが望ましい。
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２）推進フェーズの設定
推進フェーズとして、①準備段階、②始動段階、③拡大段階を設定する。準備段階を設定
するのは、すべての自治会に「ムラヤー構想」の考え方を周知させ、従来の事業から一歩踏
み込んだ地域活性化やコミュニティビジネスを始めるためには、まだ熟度が伴っていないた
めである。もちろん熟度が高い地域は先に具体化を進めていて構わない。

準
備
段
階

準備段階では、本年度と同様に市が所管して、各自治会への意識づけ
やコミュニティビジネスの理解促進を図る。現在の地域のまとまりを維持
する必要がある。サポート体制の構築をこの期間に進める。

始
動
段
階

拡
大
段
階

始動段階では、準備が整った自治会から個別の取組を進め、重点プロジェク
トに着手する。体制についても、既存組織のマイナーチェンジやキーパーソン
の登用などできる範囲のことから始める。先行する地域には支援を厚くし、他
自治会の進め方のモデルとなる事例をつくりたい。
拡大段階では、前段階で着手した地域活性化の取組を本格化させるととも
に、地域活動を派生的に広げていく。コミュニティビジネスなど新たな取組も
始め、ゆくゆくは収益事業を連携させて、地域循環型経済へとシフトチェンジ
する。雇用の場をつくり、子弟のＵターンをはじめとする地域定住へと結びつ
ける。体制についても、地域が主導して様々な外部の機関と協力や連携を
深めていく段階である。

準備段階・始動段階では特にだが、地域の集まりでの雰囲気が硬くなりすぎたりしないよ
うに、
「楽しいユンタク」をテーマにした丸く柔らかな運営をこころがけたい。
「安心・安全」
など、地域の人々が取り組みやすい部分から活動を始めることも重要である。また、外部の
助けを借りながら地域づくりを進めていくためには、創造的な活動によって個人や事業者等
が主体的に仕事を創出することを認める必要がある。つまり、参加する人が利益を得ること
を妨げず、むしろ地域資源を活用して価値を生み、その価値を地域に還元する仕組みを確立
したほうが地域にとってプラスが大きいといえる。

３）事業スケジュール案
本戦略は計画年度を定めるものではないが、準備段階を含めて概ね 10 年～15 年程度の期
間に目標達成するのが望ましいと考えられる。次ページ表を参照されたい。
地域が進めていく活動の自由度を損なわないように、戦略そのものをアバウトな書きぶり
にしたため、スケジュールも細かく年度を区切った管理スケジュールではなく、目標スケジ
ュールと受け止めたほうがよい。したがって、今後の事業進捗により変更されたり、地区ご
とにアレンジしたりされることをイメージしている。
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9年目

○
○

地域担当職 員制度等の 仕組み づく り

継続実施
地域を変え ながら継続実 施

定例会議 の開催
体制構築
体制構築
検討・ 募 集
実施
交流先の 検索・ 選定

①庁内体制の構築

②プラットフォームの構築

③自治会や団体のマッチング促進

④プロデューサー人材の派遣

⑤地域を変える人材の呼び込み

⑥国内外の民際交流の推進

試験運用
試験運用

検討・ 調 整、勉 強会の開催 、体制 構築

②地域力で稼ぐ！

③新産業で稼ぐ！

仕組み の 変更等（ 副区 長制、部会制など ）

検討・ 調 整、体 制構築

※2：スケジュール欄内の●は、モデル事業の実施を指す。

プラ ット フ ォームへ 役割引き継ぎ

PD C A改善・ 継 続

試験運用

PD C A改善・ 継続

PD C A改善・ 継続

PD C A改善・ 継続

別組織の 立ち 上げ、自治 会の法人 化

本格的なプロ ジェ クト の 開始
自治会自身による 情報発 信

検討・ 調 整、体 制構築

実施

仕組み づく り

イベント 等の実施

①地域産業で稼ぐ！

地域内での 話し 合い 、合意形成

取材依頼 ・ メ デ ィアの 活用

③注目が集まる・人材が集まる！

①組織が変わる！

出身者へ の声かけ 、中心人物 探し

②出身者が集まる！

②空気が変わる・意識が変わる！

検討・ 調 整

①公民館に集まる！

限定的な公民館の 開放

継続的に交流を実施

試運用

改修・ 活用の 継続

○

○

○

○

○

○

○

所有者の 意向確認・ 調 整

観光等へ の 活用

活用

空き家調査

●

所有者の 意向確認・ 同 意

⑥空き家・空き屋敷活用

●

体制構築

保存・ 継 承

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

EM事業※
との関連

遊休農地 調査

12年目

⑤歴史資源、伝統文化・芸能の保存活用

11年目

④遊休農地の活用

運用開始

PD C A改善・ 継 続

自治会自身による 外部へ の 情報発信

本格運用

10年目

拡大段階

検討・ 調 整

●

8年目

別組織の 立ち 上げ、自 治会の法人 化

7年目

③農業・漁業の収益構造の改善

実施

実施

⑥安心・安全な地域づくりの促進

⑦既存活動の充実

②地域ブランド化に向けたサポートの実施

普及・ 啓 発

⑤地域見守り・支え合いの推進

実施

検討・ 調 整、体 制構築

①コミュニティビジネスへの理解促進

マップ作成・ 訓 練実施・ 支援体制 づく り

検討・ 調 整

④地域における子育て支援の拡充
実施

継続実施

実施

●

広報誌等 の充実

②自治会情報の発信
●

●

③子どもに対する意識啓発

新た な手法の 検討

試験運用

実施

検討・ 調 整

⑥自治会資産の効率的運用

①世代間交流の促進

見直し に沿 っ た 運用

発掘・ 育成サイクル の継続

運動・ 自 治会費見直し

構築

6年目

始動段階
5年目

仕組み の 変更

4年目

⑤自治会への加入呼びかけ運動

体制構築

育成

発掘

③地域で活躍する人材の発掘・育成
隔年で実施

●

検討・ 調 整

②各種団体の発足・再編の促進

④地域のリーダー養成

●

3年目

検討・ 調 整

実施

2年目

準備段階

①自治会の組織改革

※1：EM事業とは、エコミュージアム構想に関する事業を指す。

Ⅲ「稼ぐ」プロジェクト

Ⅱ「変わる」プロジェクト

Ⅰ「集まる」プロジェクト

中核プロジェクト

Ⅳムラづくりを支える仕組みの更新

Ⅲ地域資源を活用したムラづくりの推進

Ⅱ地域が一体となるような地元意識の向上

Ⅰ自治力向上を目指した組織力の強化

ムラヤー利活用戦略＜取組＞

従来からの自治会業務

1年目

会議・仕組みともに構築後は継続実施

保存・継承は継続

従来からの自治会業務と同

中核Ⅱ①と同

従来活動はなるべく継続する

備考

５．コミュニティビジネス化に向けての検討
（１）現在実施されている取組の整理
南城市では、自治会や地域内の有志によって、一部ではすでにコミュニティビジネスに近
い取組が行われている。そのなかには収益性を確保している事業と、収益性を確保していな
いが、将来的に事業によって得られた収入で運営費をまかなっていくことが可能だと考えら
れる取組がある。事業の主体によって、自治会が主体、地域内の有志や団体が主体、行政や
市内関連機関が主体（または委託事業）の３つに分け、以下のように整理した。
事業内容としては、文化・産業イベント、宿泊施設運営、高齢者福祉、区民農園、特産品開
発、資源管理、カルチャー講座、子育て支援、ガイド案内、観光ツアーなどがみられた。運営
費は、利用者から直接料金（使用料・入場料・参加費）を徴収しているもの、企業から協賛金
を募ったもの、国・県・市の助成金を活用したもの、区費や寄付金からまかなっているもの
がみられた。一方、収益性を確保している事業はあまりみられない。コミュニティビジネス
として事業を継続させるためには、運営にかかる必要経費の確保が求められる。
表 自治会が主体となった取組
自治会
島袋

事業名・内容

運営費・収益等

運営主体

区民農園・ウマイー朝市

平成27年度上がり太陽 自治会主体
ゴミ捨て場化した区所有の遊休地を区民農園として プラン事業を活用。補 （2015年当時
の区長による）
造成し、農産物の生産・収穫・朝市・野菜づくりを通 助額（500,000円）
じて区民の世代間交流の場を創出する。2015年８
月に開園式を行い、区画約５坪とし15区画を老人ク
ラブ、女性会、PTA等の団体と区民へ無料で貸出を
行った。収穫した野菜等を区民へ販売する朝市を
計５回開催。収穫祭（カレーパーティー）も実施。農
園の管理を行うなかで、青壮年会設立につながっ
た。今後、月１回の朝市を開催予定。

知名
ヌーバレー
区費や寄付金による運
安座真 旧暦の７月16日（旧盆明けの翌日）に行われる伝統 営。
久手堅 行事。無縁仏を供養し、無病息災などを祈願する
行事として、様々な伝統芸能が披露される。
つきしろ 健康むらイベント

自治会主体

区費や、沖縄県対米請 自治会主体
40～50代の区民の特定検診受診率を上げる目的 求権事業協会「平成27
で、親子参加型の健康づくりイベントを自治会主体 年度地域活性化助成
で毎年開催している。これまでに、ジャーサラダ体験 事業」などの助成金を
教室、写真の撮り方講演会、ジャーサラダ体験ブー 活用
スinつきしろバザー、さし草料理教室、劇団賞味期
限の公演、ベビィママランチなどを実施。
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自治会
前川

事業名・内容

運営費・収益等

運営主体

前川区自治会むらおこし芸術祭

なんじょう地域デザイン 自治会主体
半島芸術祭in南城の期間に合わせ、2016年11月 センターのチャレンジ講
25日～27日にかけて、「前川区自治会むらおこし芸 座により、予算３万円を
術祭」を開催した。前川区在住・店舗を構えるアー 確保。区内の企業等に
パンフレットへの広告掲
ティストによる作品を一堂に展示。陶芸、写真、紅
型、三味線などの作品や、サキタリ洞遺跡（ガンガラ 載費として協賛金を募
ーの谷）から発掘された遺物の写真展、押し花体験 った。入場無料。
（無料）などのプログラムを実施した。
前川むらやー

施設使用料（宿泊代、 自治会主体
「ムラヤー構想」のムラヤー整備事業を活用し、「南 水道代、ガス代、電気
城市前川観光交流・防災機能拠点施設 前川むら 代、その他）として、１団
やー」への建てかえを行った。2016年２月に落成。 体１万円のみ徴収。
同年６月に旅館業法の簡易宿所営業の許可を取
得。県内小中学生の部活の宿泊受入を行った。
糸数

アブチラガマの指定管理

入壕料：個人（大人250
2014年度から自治会でアブチラガマ管理委員会を 円、小人100円）、団体
組織し、市の指定管理を受けアブチラガマを管理し （大人200円、小人100
ている。専属ガイドゆうなの会と連携。ゆうなの会は、 円）
市のガイド養成講座を修了し、南部観光総合案内
センターを通じて現場の経験を積んだ人で構成。年
中無休（年末年始除く）９時～17時。要予約。懐中
電灯、ガイドなしでは入壕できない。所要１時間。

糸数自治会ア
ブチラガマ管理
委員会による
運営

表 地域内の有志や団体が主体となった取組
自治会
奥武

事業名・内容

運営費・収益等

うみんちゅまつり
奥武島漁業組合が主催するイベント。奥武島漁港
内にて、２日間にかけてハーリーの転覆レースや帆
掛けサバニレース、青年会によるエイサー、県内ア
ーティストによるライブなどが行われる。

運営主体

助成金を活用せずに、 漁業組合が主
イベントの収益で開催し 体
ている。

仲伊保 梅の杜50年プロジェクト

現区長と区民
有志で構成さ
れる、なけぇふ
はなさかじぃの
会が主体

津波古 津波古女性サロン

区民H氏による
運営。会費の
徴収を公民館
で行うため、津
波古区主催と
している。

国土緑化推進機構の
梅を用いた村おこしを目指し、将来的には収穫祭、 「平成27年『緑の募金』
公募事業」と、琉球銀行
梅の販売、梅酒の加工・販売を想定している。現
の助成金で活動費を工
在、市有地や私有地に梅の木の植樹を進めてい
る。平成26～28年度南城市上がり太陽プラン助成 面している。
事業にてプレゼンテーションを行った。
年会費：5000円。区民
「婦人会」の活動が途絶えているなか、女性の活躍 以外の参加者からは、
を応援し、地域の絆と活性化を取り戻すことを目的 各講座で会費1,000円
としたもの。年会費5,000円で６回の様々なジャンル ～を徴収している。
の講座・講演・ライブに参加できる。区民以外も参加
可能。2016年４月から実施している。
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自治会

事業名・内容

運営費・収益等

ままカフェ

小谷

2016年11月現在、参
2015年４月から毎月第１、第３火曜日の午前10時 加費無料。取組当初の
～12時に公民館で開催。子育ての悩みを共有し、 参加費は自治会加入
フラダンス、ヨガ、アロママッサージなど母親が楽しめ 者100円、非加入者
るプログラムを企画。運営メンバーで子守りを行う。 300円。

津波古11班の
津波古絆プロ
ジェクト子育て
応援隊

うくくまーい

バーキの里うく
く会は、区民
（ガイドや竹細
工職人等）で構
成される

まち歩き参加料500円

地元ガイド（バーキの里うくく会）が集落の文化資源
などを約２時間かけて案内。2013～15年まで商工
会の事業として実施され、2016年から自治会の自
主運営となる。2016年11月にうくくまーい、竹細工・
陶芸体験、野菜即売会を行うイベントを開催。
手登根 アカバンタ毛遊び

久高

運営主体

国立劇場での「古式エイ
2012年頃に、地域のお年寄り等の「アカバンタで毛 サー」出演に向け、渡航
遊びや観月会をやりたい」との声を受け、当時の区 費を稼ぐためにシュガー
長と有志等で広場の雑草を伐採して整地した。アカ ホールで公演を行った。
バンタは明治末期まで毛遊びの場であった。2015 その時に出た黒字を活
年は雨のため公民館で行い、2016年９月にアカバ 用。
ンタで実施。毛遊びが約100年ぶりに復活。

2012年当時の
区長を中心に
実行委員会が
発足

久高島振興会の取組

ＮＰＯ法人久高
島振興会によ
る運営。会員
は島内外の賛
助会員から構
成される。

宿泊施設の管理・運営、住民の福祉向上、文化・
環境保全活動、子どもの健全育成活動を目的にＮ
ＰＯ法人久高島振興会が設立。「久高島宿泊交流
館」や「食事処とくじん」の運営、特産物の販売、自
転車のレンタルなどを行っている。

久高島宿泊交流館（大
人3,600円～、４歳～小
学生2,600円～）、自転
車レンタル（１時間300
円～）

表 行政や市内関連機関が主体となった取組または委託事業
自治会

事業名・内容

運営費・収益等

運営主体

つきしろ
久高
大里グ
リーンタ
ウン

ミニデイサービス

久高は１回の利用につ
これまで、市が市社会福祉協議会に事業委託を行 き100円を徴収。大里
っていた「地域ふれあいミニデイサービス事業」を、 グリーンタウンは昼食代
自治会が市の補助を受けて自主運営するもの。久 （450円）のみ徴収。
高は2003年、大里グリーンタウンは2012年、つきし
ろは2016年から実施している。

つきしろは区民
ボランティア、
大里グリーンタ
ウンは介護予
防部、久高は
ボランティアグ
ループ「ふばの
里」の運営

つきしろ
知名
前川
大城
奥武

なんじょうナイトツーリズム

観光協会が主
体

モニターツアー旅行代
市内民家での夕食体験や、公民館で伝統芸能を堪 金2,000円（販売希望
能できる観光バスツアー。南城市観光協会が「平成 価格8,000円）。
26年度沖縄県地域観光資源創出支援事業」を受
け、2015年１月11日、２月５日にモニターツアーを
実施。現在、イーストホームタウン沖縄株式会社と
提携して受入を進めている。
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（２）コミュニティビジネスの分野別ベンチマーク事例研究
南城市の自治会が今後進めていくコミュニティビジネスの指針になるような事例を、全国
動向から収集・整理した。
事例は下表に示すコミュニティビジネス12分野を設定しているが、これは市の各自治会が
自分たちの特徴をいかした分野を選定しやすいにという配慮である。また、これらの事例の
整理にあたっては、
「何を取り組んだか」だけではなく、
「なぜ・どのように取り組んだのか」
「苦労したのはどういうところか」
「参照すべきポイントは何か」などについても掲載するよ
う努めた。
表 コミュニティビジネスの 12 分野
分野
民泊・体験学習
ガイド案内
郷土料理

展開
民家・農家での食事や体験付宿泊、郷土芸能体験 等
まち歩きのガイドサービス、自前のサインやフットパス整備、ホタル観察など環境学
習 等
郷土料理の提供、調理体験、カフェ運営、日替りシェフシステム、キッチンハイク等
のネット活用 等

モノづくり

木工、竹細工、貝殻細工、玩具、焼物等の体験プログラムの提供 等

空き家・校舎再生

リフォーム過程の体験、再生した物件の活用 等

イベント開催

地域行事への集客、イベント出店、市・コンサート・フェスの開催 等

農業の６次産業化

遊休農地活用、集落営農、生産法人の設立、農産物の直売、特産品開発・販売、
地産地消 等

漁業の６次産業化

漁獲物の直売、特産品の開発・販売、地産地消 等

買物・移動支援

移動スーパーの営業、商店再生、自家用車での運送サービス 等

高齢者福祉

ミニデイサービス、高齢者の見守り、高齢者活用 等

子育て

公民館での保育、一時預かり、ママさん相談 等

エネルギー

小規模な再生可能エネルギーの運用・売電、生ごみコンポスト化 等
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（３）南城型コミュニティビジネスの姿
１）一般的なコミュニティビジネスの定義
コミュニティビジネスの定義について、経済産業省関東経済産業局では、
「地域の課題を地
域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り組み」として捉えている。つまり、
コミュニティビジネスとは、地域コミュニティが抱える問題に対して、地域住民が主体とな
って、収益を上げつつ解決を図る事業である。言い換えると、企業的経営感覚を発揮しなが
ら、生活の質の向上をめざす住民活動といえる。
コミュニティビジネスの分野は多岐にわたり、まちづくり、環境、介護、福祉、観光、地域
資源活用、産業、就業支援等、あらゆる分野に拡がっている。一方、そのなかには、公益性が
高いために収益性が見込めないものもあるが、事業として継続させるためには、収益性の確
保や活動資金の調達が求められる。
コミュニティビジネスが地域にもたらす効果としては、地域内のニーズや課題の解決、地
域住民の新たな経済基盤の確立と雇用の創出が期待できる。地域住民が主体的に地域の課題
を解決するプロセスに関わることで、自己実現や生きがいを得る機会を創出するとともに、
自立的な地域社会の形成を図ることができる。
一般的なコミュニティビジネスとは…
地域住民が主体となって、収益性を確保しながら、地域内のニーズや課題を解決する事業

２）南城型コミュニティビジネスとは
近年、人々の価値観やニーズが多様化するとともに、様々な社会問題が生じているなかで、
行政に対するニーズも多様化している。わが国では、このような状況に対応するため地方分
権が進められており、それぞれの地域の実情に応じて、住民自ら地域課題の解決やニーズに
対応する取組が求められている。
南城市でも、ムラヤー構想において「ムラヤーを活用した地域住民総参加による住みよい
地域づくりと自治力みなぎるコミュニティの醸成」の基本目標のもと、自分たちの地域は自
分たちでつくるという自治意識を高め、市民が主役の地域経営を進めることを目指している。
コミュニティビジネスは、住民が主体となって地域の課題を地域で解決する手段のひとつで
あり、このような活動をとおして、各自治会が直面している地域課題やニーズに向き合い、
自治力みなぎるコミュニティを実現することが望ましい。
上記のような前提を踏まえ、南城市で促進していくべきコミュニティビジネスの特徴を次
のとおり整理する。

ア．事業主体
南城市におけるコミュニティビジネスは、地域の課題解決や活性化を目指し、またその過
程において住民自治の気運を高めるものであることから、事業主体は、地域づくりに密接に
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関わる団体・組織であることが望ましい。南城市では、これまで拠点となるムラヤーを備え
る区（自治会）単位のまちづくりをすすめてきた。これは、住民１人ひとりがコミュニティ
意識を持って地域課題を共有し、連携して活動できる範囲である。
したがって、南城型コミュニティビジネスの事業主体も、自治会または自治会と連携した
地域内の有志・団体であり、基本的に昔から交流がある間柄の人々と想定する。

イ．事業内容
すでに整理したとおり、コミュニティビジネスは、住民が主体となって地域の課題を解決
する手段のひとつであり、各世代が互いに支え合い、地域内の結びつきを強める取組や、地
域の豊かな自然や資源が生み出す恵みを活かした事業の実施が考えられる。また、ビジネス
自体が直接的に地域課題の解決につながる内容でなくとも、地域の自治活動を促進するため
の活動資金を得ることを目的とした取組も、広い意味でコミュニティビジネスと捉えられる。
南城市においては、地域住民が主役となったまちづくりを応援するという視点から、南城
型コミュニティビジネスとして、①自治会の課題を解決する取組、②地域資源の活用によっ
て地域活性化を促す取組に主眼を置く。
ただし、区有地等からの地代収入はひとまずコミュニティビジネスに含めないことにする。

ウ．運営費及び収益性
地域の課題解決や活性化を図るためのコミュニティビジネスは、一過性のものであっては
ならず、事業を継続していくことが何よりも重要である。そのため、運営資金の確保が必須
となる。事業を始める段階では運営費を区費や助成金からまかなうことも考えられるが、区
費や助成金によって他の地域活動を促進するためにも、コミュニティビジネスで得た収入に
よって事業を継続していくことが望ましい。
収益が見込める事業は、商品やサービスの価値を適正に判断した価格設定を行うことが望
ましい。また収益性は低いが社会的意義が大きい事業においても、必要経費を確保できるだ
けの価格を設定することや、別の収益性のある事業によって運営費をまかなう方法が考えら
れる。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
これらの考え方に加え、南城型コミュニティビジネスでは、自治会が市や観光協会など関
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
連団体が行う事業の受け皿となっているケースもコミュニティビジネスに含める。
南城型コミュニティビジネスとは…
自治会または自治会と連携した有志や団体が主体となって、収益性を確保しながら、主に①地域
課題の解決、②地域資源の活用による地域活性化を目的として、みんなで楽しみながら行う事業
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（４）取組熟度に応じたコミュニティビジネス化のアクションプラン
１）自治会の取組熟度指標
南城市の各自治会においてコミュニティビジネスを進めていくためには、まず地域の取組
熟度を把握することが必要である。熟度や意識が高かったりする場合は、深く支援に関わら
なくても、自治会主体で活動できるが、自治会内部にまだ主体性が育っていない場合は、担
い手の意識を高めるための時間と手間が必要になる。また、地域によっては、自治会とそれ
を支援する側との役割分担が曖昧であったりすることがあり、自立したビジネスマインドの
育成という意味でも、これまでの地域づくり活動の見える化を図っていくことが重要だと考
えられる。
以下のような考え方で、市内の各自治会のコミュニティビジネス取組熟度を診断する指標
としたい。ただし、この熟度の振り分け方はかなり主観的な判断に負っているため、評価者
による区分のブレや地域側の反発など予想される。そのため、なるべく数量的な指標を加え
て、より客観的な指標を確立するための努力を続けることが望まれる。
図 自治会の取組熟度の振り分け方
自治会または地域内の有志や団体が
主体的に行っている事業がある
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で費用を工面し
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区民以外も
対象

どちらかというと
収益性志向

市や市関連機関が
主体的に行っている事業がある

主に区費や助成
金で事業の費用
を工面している

区民が
主な対象

どちらかというと
社会性志向

コミュニティビジネスに積極的

コミュニティビジネ
スに関心がある

コミュニティビジネ
スに関心がない

コミュニティビジ
ネスに取り組む
体制が整ってい
ない

コミュニティビジ
ネスに関心がな
い

区民以外も
対象

コミュニティビジ
ネス化が可能な
取組がある

コミュニティビジネスに関心はあるが、
なかなか動き出せない

設定した５つの取組熟度は、①コミュニティビジネスに対するやる気・関心、②取組の質とい
う観点で区分されている。各自治会が現在取り組んでいる活動をみると、収益性よりも社会性に
力点をおいた事例のほうが多い印象を受けるが、今後は地域意向をしっかりと確かめつつ、それ
ぞれの熟度に応じた対応を図っていく必要がある。
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表 各指標の概要
自治会の熟度

概要

・自治会（または地域内の有志や団体）が主体となり、コミュニティビジネ
スやそれに類する取組を行っているまたは行おうとしている。
・利益の全部または一部を自治会や区民のために再投資する。
コミュニティ
・自治会（または地域内の有志や団体）が主体となり、社会的意義の大
ビジネスに
きい事業を行っているまたは行おうとしている。
積極的
どちらかというと
・利益は経費をまかなえる程度であり、区費や助成金によって運営費を
社会性志向
工面。
・福祉や防災、観光など市事業の受け皿となっているケースも含める。
・自治会（または地域内の有志や団体）、あるいは市や市関連機関が主
体的に行っている事業があるまたは行おうとしている。
コミュニティビジ
コミュニティ ネス化が可能な ・収益が見込まれる事業だが、今はボランティア的・サークル的に留まっ
ビジネスに 取組がある
ている。
関心はある
・福祉や防災、観光など市事業の受け皿となっているケースも含める。
が、なかな
か動き出せ コミュニティビジ ・コミュニティビジネスに関心はあるが、費用や人材、組織、ノウハウの面
でコミュニティビジネスに取り組む体制がまだ整っていない。
ネスに取り組む
ない
体制が整ってい ・必要な資源・資本はあるが、取り組むきっかけがない、関心がそこまで
ない
高くない。
・市や市関連機関が主体的に行っている事業がある一方で、自治会が
コミュニティビジネスに関心が
主体的に行っている事業がない。
ない
・自治会として、コミュニティビジネスに関心がない。
どちらかというと
収益性志向

２）ステージングと各ステージでやるべきこと
ここで用いるステージングという用語は、
「進行度分類」という意味であり、コミュニティ
ビジネスがどのような段階を経てステップアップしていくのかを簡略化して示したものであ
る。市内の各自治会がそれぞれの取組をコミュニティビジネスにレベルアップするための手
引き（マニュアル）的な内容を位置づけていく必要がある。とりわけ、現在は準備不足だが
将来的に取り組みたいという自治会がほとんどであることから、HOW TO を示すことは重要
であり、一方すでにコミュニティビジネスとして成立している事例やそれに準じる事例は、
継続して必要な支援を行うとともに、成功要因をまとまるなど情報共有を図ることが望まれ
る。このように進捗度合いに応じた対応を図る必要がある。
ビジネスの一般的な成長曲線を確認して
おくと、創業期／成長期／安定期と大きく
３つの段階に分かれていて、それぞれやる
べきことは異なる。コミュニティビジネス
化のステージにあたる創業期では、開発・
研究・試行を行う育成段階と、資金や機材
の調達や広報 PR を行う起業化段階があ
り、以下ではこの段階にスコーピングして、
詳しい位置づけを図りたいと考える。
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表 コミュニティビジネス創業期のステージング
ステージ

目標

やるべきこと

対応策例

事業を軌道に乗
せる

ビジネスの初期課
題を解決し、事業を
軌道に乗せる

事業実施の初期段階で生じる課題を把握し、解決策
を検討する。その上で、人材育成や事業の収益性の
確保、資金調達、コンテンツの充実などを図り、事業を
軌道に乗せる。

・人材育成、協力者の拡大
・商工会との連携
・新規事業
・価格の適正化、マネタイズ検証

試作・実施

ビジネスとして成立
するかモニタリング
し、事業をスタート
させる

本格的な事業の開始に向け、事業を施策的に実施し、
ビジネスとして成立するか検証を行うことで、事業の継
続性や改善点を検討する。ＰＤＣＡサイクルを用いて、
必要に応じて改善策を講じ、実際に事業を始める。

・試作品開発
・モデルツアー実施
・ＰＤＣＡによる事業の検証
・情報発信、広報活動

事業内容の検
討・体制づくり

事業計画を立て、
体制づくりを行う

マーケティングや経営戦略について学び、事業実施に
向けた知識を習得する。より多くの住民参加を促すとと
もに、地域内外の事業者や団体との連携を進める。法
人格取得も含め、組織体制を整える。事業内容を具
体化し、事業計画を立てる。運営資金の確保を進める、
あるいは事業のマネタイズを検討する。

・ＣＢ勉強会の実施（実践編）
・ＣＢ運営委員会の設置
・事業計画作成
・資金調達
・法人格取得

関心を高める

コミュニティビジネ
スの事例を学び、
テーマを決定する

コミュニティビジネスとは何かを学ぶ場をつくり、関心を
・ＣＢ勉強会の実施（概念・事例
高める。県内外のコミュニティビジネスの事例を参考に、
編）
自分たちの地域で取り組むべきテーマや方法について
・ＣＢ検討ＷＳの実施
考える。

住民同士で顔の見
える関係をつくる

地域の課題や強み、住民のニーズなど、自分たちの
住む地域について多くの住民で考える機会を設けるこ
とから始める。地域内のコミュニケーションを高めること
で、地域の現状や方向性について話し合える関係をつ
くる。

地域内コミュニ
ケーションの促
進

・ユンタク会（地域デザインセン
ター）の活用
・既存事業や行事の活性化
・アンケートで住民ニーズを把握
・地域課題共有の住民ＷＳ
・地域資源の調査

①地域内コミュニケーションの促進段階

住民同士で顔の見える関係をつくる
【やるべきこと】
プロジェクトを実施するには住民の団結が必要である。地域の課題や強み、住民のニーズなど、
自分たちの住む地域について多くの住民で考える機会を設けることから始める。まずふだんの
会話や交流を促進し地域内のコミュニケーションを高めることで、地域の現状や方向性につい
て忌憚なく話し合える関係をつくる。

【具体策の例示】
 総会やアンケート等で住民のニーズを把握する。学校での総合学習等と結びつけることもできる。
 地域資源をみんなで調査する。伝統祭祀の中には文化遺産を巡回するものもあるので、「地域を
知ろう！」と住民に参加を呼びかけるのも可能。歴史ガイドや自然ガイドに依頼して本格的に勉強
する回があってもいい。歴史文化や自然環境以外の地域のおもしろいもの探しをゲーム形式で子
どもと一緒に行う。
 地域資源や課題を共有するため、住民に集まってもらい、ユンタク会（地域デザインセンター所管）
を活用し、ワークショップを開催する。マップや模型をつくる手法もある。
 伝統的な行事や地域の清掃などこれまで続けてきた活動や既存事業を継承する。活動後には反
省会と称して交流を深める。
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 こうした活動をかわら版のような形で住民みんなで共有する。また、若い人を巻き込むために、中
高生グループに SNS メッセージの配信役になってもらってもよい。

②関心を高める段階

コミュニティビジネスの事例を学び、テーマを決定する
【やるべきこと】
コミュニティビジネスという言葉は横文字で、高齢者にはとっつきにくいと考えられることか
ら、まずコミュニティビジネスとは何かを学ぶ場をつくり、先入観を取り払う。県内外のコミ
ュニティビジネスの事例を参考に、自分たちの地域で取り組むべきテーマや方法について考え
る。身の丈を超えた壮大な構想とならないように、地域の課題や体制をフィードバックしなが
ら進めるのがよい。

【具体策の例示】
 コミュニティビジネス勉強会（概念編、事例編）を実施する。市など公的機関と連携し、講師を派
遣してもらう。理解が進めば、自分たちで県内の事例を見学しに行き、その結果を公民館で報告
するなどの展開も可能。
 勉強会で学んだことをベースに、自分たちに何ができそうかを検討するワークショップ等を開催す
る。この段階からどの程度の利益を目指すのかを視野に入れ、ビジネステーマを話し合うべきであ
る。ビジネスプランのコンテストのような形式にしてもよい。客観的な立場からの助言が必要なので、
市に協力を依頼する。
 こうした活動をかわら版のような形で住民みんなで共有する。また、若い人を巻き込むために、中
高生グループに SNS メッセージの配信役になってもらってもよい。

③事業内容の検討・体制づくり段階

事業計画を立て、体制づくりを行う
【やるべきこと】
ビジネススキルを磨く段階で、コミュニティビジネスのマーケティングや経営戦略につい
て学び、事業実施に向けた知識・ノウハウを習得する。事業内容を具体化し、事業計画を立
て、運営資金の確保を進める。事業の収支バランスについても検討し、計画に反映させる。
より多くの住民参加を促すとともに、住民間の役割分担も明確にし、また地域内外の事業
者や団体との連携を進める。自治会組織とのすみわけや法人格取得も含め、ビジネス実施
の組織体制を整えていく必要がある。
【具体策の例示】
 コミュニティビジネス勉強会（実践編）を実施する。複数回の課程を組み専門的に学んだり、県内
で行われる研修等に参加したりなども可能。中核となるメンバーで分野ごとの役割分担を図りなが
ら、効率的に進めることも可能。
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 事業計画の検討と作成にとりかかる。自治会内部に運営委員会などを設置し、中核となるメンバ
ーで詳細部分をつめることが必要。外部からの助言も必要であり、市に協力を依頼する。計画は
わかりやすい形で住民に周知する。
 事業のイニシャル段階でかかる費用を概算し、資金調達方法について検討する。住民や出身者
に金融関係者がいれば、アドバイザーをお願いしたい。市など公的機関の事業を受注する場合は、
事業費の負担や配分について正確に理解する必要がある。
 収支バランスを検討するなかで収益が非営利の範疇を越える場合は、法人格を取得するなど税
務を滞りなく進める体制を検討しなければならない。

④試作・実施段階

ビジネスとして成立するかモニタリングし、事業をスタートさせる
【やるべきこと】
本格的な事業の開始に向け、事業をモニタリング実施し、ビジネスとして成立するか検証
する。PDCAサイクルで事業の継続性や改善点を検討し、その結果をフィードバックして改
善策を講じ、実際に事業を始めるところまで持っていく。実施体制についても、モニタリ
ングを経て、より確実な人員配置や組織設立等を考える必要がある。
【具体策の例示】
 試作品の開発やモデルツアーの実施を手がける。こうしたモニタリングの段階では、公的補助によ
るモデル事業やテストケースのような形で実施すると、事業費の軽減につながるため、情報提供、
申請手続きへのサポートなどを市や公的機関に協力を依頼する。
 地域のなかで実施体制を組めたとしても、外部の協力が必要な場合が多いため、事業者交流の
ネットワークに参加するなど人脈の広がりをメンバー個々が持つ。
 ＰＤＣＡによる事業の検証を行う。ノウハウは勉強会で学んでおくのがよいが、地域のなかに客観的
に判断できる人がいれば、世間話の延長で日ごろから事業に対する厳しい意見をもらうようにして
おくとよい。
 マーケティング調査や顧客のターゲティング、地域のブランド化を進める必要がある。また、情報
発信、広報などプロモーション活動に取り組む。単独で難しい場合は、商工会や観光協会、市な
どの事業に相乗りさせてもらうなどが考えられる。また、それらの機関が所管・仲介する助成事業
等にエントリーすることもありうる。

⑤事業を軌道に乗せる段階

ビジネスの初期課題を解決し、事業を軌道に乗せる
【やるべきこと】
事業実施の初期段階で生じる課題をPDCAサイクルで把握し、解決策を検討する。その上で
事業の修正を図るとともに、人材育成や事業の収益性の確保、資金調達、コンテンツの充
実など適正化し、事業を軌道に乗せる。
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【具体策の例示】
 アンケートや顧客から意見を聞くなど事業が市場から受ける評価を集めて、事業の成否や顧客が
とらえる長所・短所を分析し、実施体制のなかで改善点を話し合う。改善策は専門家に評価を仰
ぐとともに、住民意見も集めて検証する。
 価格の適正化、マネタイズの再検証、コスト削減など収支バランスに関する改善点は、金融機関
等の専門意見をもらうとともに、事業趣旨との整合性を確認し、着地点を探る。
 一方で、人材育成や協力者の拡大などの人的資本の蓄積に継続的に取り組む。商工会との連
携をより深めて、販路開拓や販売促進、プロモーションなどで協力してもらう。
 事業が順調に進み、地域内雇用が確保できるのであれば、新規事業の展開も検討する。

３）収益目標の設定
各自治会がコミュニティビジネスに取り組むにあたって、収益目標を考えておきたい。こ
れは、自治会によって取り組む目的が違うからであり、目的達成のために必要な手段として
のコミュニティビジネスなのであって、これが目的化してしまうと地域が疲弊する・崩壊す
ることにもなりかねないからである。なお、ここで示した収益目標は、地域が夢を持って取
り組めるように整理した概算であり、財務諸表に出てくるような厳密さを伴うものではない。
各自治会が収益目標をイメージしやすいように、10 万円／100 万円／500 万円の収益を仮
に設定し、それを達成することができる取組を例示する。ただし、社会性の高い取組もある
ため、０円もこれに含める。また、関連する事例の活動内容と収益も参照として示す。

収益目標 ０円コース例
目

的：団地やニュータウンで、遠出の外出が困難になった高齢者が買物できるようにしたい。

手

段：区民が栽培した農産物を販売する朝市を週に一回実施する。

概

要：買い物難民対策や区民同士の交流を目的とした取組のため、販売する農産物の価格は低
価格に設定する。場所代に費用をかけないために、公民館や地域内の公園で開催する。
朝市の運営スタッフを住民から募り、集客に向けた広報活動や当日の会場設営などをボ
ランティアで行う。来場者は区民や近隣自治会に住む市民を想定する。売上は栽培にか
かる費用や種・苗を購入に充てるため、収益は生じない。

事例

福岡県北九州市八幡西区茶屋の原団地 【ふれあい朝市】

取組内容

茶屋の原団地自治区会では、毎週火曜の午前９時から団地内の元スーパー軒先や駐車
場を利用して「ふれあい朝市」を開催している。最も近いスーパーが１キロ離れているた
め、車を持たない高齢者の買い物支援を目的としている。住民らが近所の休耕地を借りて
栽培した野菜や、鮮魚、果物、惣菜を販売している。元スーパーの協力を得て場所代が
無料であるため、安価な価格で販売している。会場設営、チラシ作成・配布を自治区会で
行い、老人会が宣伝カーで団地をまわってＰＲを行っている。１回の開催で平均 300 人前
後が来場する。高齢者の引きこもり解消、交流の場の創出につながっている。

出典

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/pdf/8njirei.pdf
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収益目標 10 万円コース例
目

的：既存の老人会等の集まりをもう少し豪華に開きたい。

手

段：集落ガイドツアーを自分たちで考え、無理がない範囲で実施する。

概

要：特徴的な地域資源を活かし、住民が解説するガイドツアーをひとつ考案する。１回２時
間の内容とし、定員は１ガイドあたり 10 名と設定、定員稼働率は 70％と仮定する。毎
月第４日曜日に開催するほか、ゴールデンウィーク、夏休み、春休みの期間に各１回特
別開催し、年間 15 回とする。料金は 2,000 円／人とし、1,000 円を住民ガイドへの報酬、
残り 1,000 円を自治会の収入とする。集落や住民ガイドに負担のかからない取組で、毎
年着実に 10 万円の収入を獲得する。

10 人（定員）×70％（稼働率）×15 回（開催日数）×1,000 円（自治会収入）＝105,000 円

事例

岩手県下閉伊郡田野畑村 【番屋エコツーリズム】

取組内容

ＮＰＯ法人体験村・たのはたは、地域資源を活かした体験型観光プログラムを提供してい
る。漁師が使用する小型の磯船で断崖の海岸沿いを地元漁師による案内付きで巡る「サ
ッパ船アドベンチャーズ」（料金 3,500 円）や、海岸線や断崖上部の森を住民ガイドと共に
歩く「北山崎ネイチャートレッキングガイド」、「机浜番屋郡漁師ガイド」（料金 3,000 円）を実
施している。その他にも住民講師による「ガラス浮き球編込み体験」「貝殻アート」「番屋料
理体験」等の漁村地域の資源を活用した体験プログラムを提供する。住民ガイドは体験プ
ログラムの収益のうち４～７割を得る仕組みとなっている。

出典

http://www.tanohata-taiken.jp/index.html 等

収益目標 100 万円コース例
目

的：ムラヤー（公民館）の年間光熱費を稼ぎ、クーラーのきいた室内で高齢者の集いや子ど
もたちの自習ができるようにしたい。

手

段：区有地等で野菜栽培し、市内飲食店や農産物加工事業者への卸販売、直売を行う。

概

要：野菜の中でも高齢者や女性でも農作業が楽に行えるインゲン栽培を始める。区有地を足
がかりに、遊休農地など区民からの無償貸与を募り、栽培面積を徐々に広げていき、最
終的に 50 ㌃を確保する。自治会が一体となってインゲンの有機栽培に取り組み、健康志
向の客が訪れる市内の飲食店や、健康食品を開発する農産物加工事業者への契約栽培～
販売を行えるよう販路開拓する。
１㌃の畑あたりのインゲンの平均収穫量は 100kg であり、県内におけるインゲン単価は
596 円／kg である。50 ㌃を確保できれば収量は 5,000kg であり、所得率を掛けた粗利
は 100 万円を超える。

50 ㌃（栽培面積）×100kg（収穫量）×596 円（単価）×48％（所得率）＝1,430,400 円
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表 設定条件の整理
単価

596 円

所得率

48％

平均収穫量

100kg

「平成 27 年市場年報」沖縄県中央卸売市場、インゲン６種の年平均単価
「野菜栽培の手引き」西北地域県民局地域農林水産部、平成 28 年４月
平成 25 年産インゲン作付面積及び収穫量から１a あたりの収穫量を算出。
「農業関係統計」沖縄県農林水産部、平成 28 年３月

事例

鹿児島県鹿屋市串良町柳谷集落 【カライモ栽培】

取組内容

柳谷集落は、人口が約 300 人程度で高齢化率が高い集落であるが、自主財源確保のた
め、1997 年から遊休地を借用した「カライモ（さつまいも）」の生産活動を行っている。暴風
雨等の災害に強いカライモの苗を農家から安価で入手し、初年度の生産活動は「高校生
クラブ」の活動として実施した。高校生からスタートした取り組みであるが、子どもからお年
寄りまで住民総出の活動として展開している。整備、畝たて、苗とり、堆肥散布、植え付
け、除草、収穫までを集落の共同作業として行い、カライモはでんぷん工場に販売してい
る。生産活動を年々拡大させ、2002 年度は１ヘクタールの栽培を行っている。収益金は
80 万円（2002 年）。

出典

http://www.yanedan.com/

収益目標 500 万円コース例
目

的：地区内に雇用の場をつくり、那覇で暮らしている息子世帯を何軒か呼び戻したい。

手

段：シマバナナを使ったプリンを開発し、ブランド化して隣接する観光施設で高付加価値を
つけて販売する。

概

要：遊休農地を定期借地権で借り受けて、補助事業でハウスを整備し、加工用のシマバナナ
を栽培する。牛乳、卵は市内の酪農農家と契約し、シロップはさとうきびの副産物を利
用する。主に観光客向けに販売するが、１杯あたりの材料費・設備費を 200 円に押さえ
て 500 円を販価とする。隣接する観光施設とがんじゅう駅の２拠点で、プレミアム感の
ある限定販売とする。商品開発をプロデュースするのは県出身など著名なシェフにお願
いして期待感を高める。できればテレビ番組に取り上げてもらう。パッケージや包装は
市内の工芸作家の作品とタイアップしたデザイン性の高いものとし、包装紙の裏面には
集落マップを書き込むなどして、集落への誘客媒体も兼ねるものとし、購入後に集落散
策に訪れた人には特典を与える。
付加価値はシマバナナの生産についての短編小説化というブランディング手法を用いる。
市出身の著名人にシマバナナをモチーフとした小説を執筆してもらいウェブ上で連載す
る。小説をスマホで読みながら、市のガイドブックやマップを手にしての来訪と消費を
促す。また、短編小説化させた各サテライトのストーリーなどを脚本として、ショート
ムービーを制作し、クロスメディア発信する。
シマバナナ生産に関わるのは、農業経験のある地区内の高齢者であり、また商品化する
のは公民館の調理室（清潔感があるように新規改修が望ましい）で婦人会が中心になっ
て行う。生産管理、商品管理、流通、広報等をＵターン者（若者）が担うようにする。こ
の利益から、Ｕターン者の収入と協力者への謝金を捻出する。
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〈500 円（価格）－200 円（材料費・設備費）〉×50 個（１日の売上数）×365 日（年間販売日数）
＝5,475,000 円

事例

広島県東広島市河内町小田地区 【米粉パンの販売】

取組内容

小田地区では、農業生産法人ファーム・おだによる集落営農、農産物直売所やカフェの
運営、特産品・加工品の販売などの取組が行われている。2012 年に、米の需要拡大、６
次産業化を図るべく、米粉パン工房「パン＆米夢」を設立した。開業の投資額は 2,600 万
円で、国の補助事業を活用した。１日約 50 種類のパンを販売しており、季節の野菜や果
物を取り入れている。パンに入れる材料（アスパラ、レタス、サツマイモ、ジャガイモ、トウモロ
コシなど）は集落で栽培している。もちもち感やしっとりとした食感に加えて、安全・安心を売
りとして販売している。2013 年度の実績では、一日の平均客数が 100 人を超え、一人あ
たりの販売単価は 1,000 円を超えた。売上額は 3,000 万円（2013 年）。

出典

http://ja-it.net/wpb/wp-content/uploads/PDF/seminar_report/37report4.pdf 等

４）南城型コミュニティビジネス経営シミュレーション
擬似経営活動としての経営シミュレーションは企業の研修、大学教育などで利用されて、経営
に関するイメージを膨らませる効果が高いといわれている。先に示した各ステージでの作業イメ
ージを具体化し、コミュニティビジネスに問題意識を持って取り組んでもらうために、架空の自
治会が取り組んだ場合を２例シミュレーションしてみる（次ページ）
。
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シミュレーションA

小さなイベントで、年間20万円の収益を得る

どんな地域か？

約100世帯の比較的小さな農業集落。高齢化が進行し、率は30%を超え、道を歩い
ている人が少ないなど全体的に停滞感が漂う。地域内の交流はまだ健在で、お年寄
りを中心に集まりの参加率はよい。

課題は？

子どもが少ないこと。地域から出ていった若者が戻らず、都市部に居住しており、こうし
た出身者の子育て世代を引き戻し、地域で子どもが遊ぶ姿をもっと見たい。
空き家が増えていること。空き家を流動化して、子育て世代が住めるようにしたい。
お年寄りの活躍の場をつくりたい。幸い元気なお年寄りが多いので、何かに取り組んで
生きがいとし、もっとふだんから地域内を行ったり来たりするようにしたい。

①地域内コミュニケ
ーションの促進段階
では何をした？

まず、区民が実情をよく知ることから始めた。お年寄りが集まり、「Ｔ型集落点検」という
手法で、Ａ家は誰が跡継ぎでその人は将来ここに帰ってくるのかとか、Ｂ家の若夫婦
は子どもを何人ほしがっているかなどの細かい情報を集め、10年後の集落人口を具
体的に導いたところ、何もしないと３割も減少することがわかった。

②関心を高める段
階では何をした？

総会でこのことを報告して危機意識を共有した。そこで74歳ながら闊達な博秋おじい
から、「うちは元気な年寄りが多いから、年寄りのイベントをやった収益で、公民館に子
どもが好きな漫画喫茶をつくろう」という提案があった。すると役場職員の利宜さんから
「公民館でコミュニティレストランしているところがある」という話を聞き、その事例報告
会を翌月開いた。その後、博秋おじいは旅行のついでにみてきたらしい。

③事業内容の検討・
体制づくり段階では
何をした？

子どもたちを集めてどんなマンガが好きか話を聞いていると、「自分たちも手伝いたい。
本棚を作りたい」となった。お年寄りがこれに乗っかり、ＤＩＹで本棚を製作する部会をつ
くり、毎月子どもたちと一緒に本棚やベンチを作り始めた。お母さんたちも子どもに読ま
せたくないマンガをリストアップし、コミュニティレストランをグループで自主的に勉強しだ
した。おばあちゃんも含めて、おやつを作って子どもを見守る交代制のシフトを考えた。
区民みんなで集まり、「ムラヤー漫画喫茶」を子どもとお年寄りの居場所にするため、
平日放課後の３時間と土曜日に運営するプランが固まった。１時間マンガを読んだら
1時間勉強するという約束もつくり、子どもと大人が輪になり指切りげんまんした。

★決定

子どもが好きなコミックスと参考書を買い揃えるには、初期投資（最初はリサイクル品
を集めた）を除いて毎年20万円が必要との試算が出た。これを稼ぐために、地域のグ
スク広場を活用し、月イチで野菜の直売をすることになった。

④試作・実施段階で
は何をした？

細かい計画を立てていくと、季節によって出せる野菜の量が違うことに気づいた。そこ
で毎月同じ額を目標とするのではなく、「稼げる月に稼ごう」と決めた。休む月をつくると
認知度が下がるという意見が参考になった。基本はお年寄りが個人でつくる家庭菜園
の野菜だが、少ないときには地域の野菜農家が端物を陳列し、売上の４割を納入す
るという商談もまとまった。

★リスク

消費者に知ってもらう取組が不十分だった。市や観光協会にお願いしてＨＰに開催情
報をのせたが、最初は雨にたたられたこともあって、来訪者が伸びなかった。

⑤事業を軌道に乗
せる段階では何をし
た？

雨対策としては地域のアウトドア好きの人から小型のテントをいくつか無償でもらった。
また、駐車場での傘の無料貸出しを大きくＰＲした。
隣の地区にある人気のカフェにお願いし、毎回「季節の野菜スープとパンのワンコイン
セット」のブースを出してもらうことにした。また、店のおしゃれなサイトでも紹介してもら
い、その伝手で新聞取材と雑誌取材を受けたところ、認知度が飛躍的に高まった。
野菜の説明を地域の名物おじいが受け持ったところ、これも人気が出た。

効果は？

直売は順調に目標金額を達成しただけでなく、お年寄りのやる気が高まって野菜栽培
に熱が入り、遊休農地を再び耕すことが増えた。その結果、公民館で毎日野菜直売
できるようになり、近くの保育所や小学校の子どもの送り迎えのために通る市内のお母
さんが買いに来るようになり、お年寄りのちょっとしたお小遣い稼ぎになった。
漫画喫茶に毎日子どもが集まるので、公民館がにぎやかになった。上級生が下級生
に勉強を教えるようになり、子どもの仲が深まり、「兄弟がほしい」と親にねだる子どもが
出てきた。見守りのおばあちゃんもいきいきとして、持病の訴えが減った。

~ 124 ~

シミュレーションB

オープンガーデン＋民泊で、年間300万円の売上をあげる

どんな地域か？

もともと美化活動がさかんな集落で、オープンガーデン（以下ＯＧ）に取り組む家庭が
多いのが特徴。すぐれたスポット景観もあるので、市の景観計画でも重点地区に選ば
れている。地域内に工芸・雑貨店があって、しゃれたデザインができる環境にある。

課題は？

まち歩きについて住民側のコンセンサスができていないこと。ＯＧの来訪者に対する反
応が住民によって違い、アンケート評価でいい意見・悪い意見がある。また、来訪者側
もモラルのない行動がみられることがある。
収益との結節点がないこと。せっかくＯＧを見に来る人が多くても、集落内でお金が使
える機会がなく、特に県外観光客は消費意欲が高いのに、機会損失になっている。

①地域内コミュニケ
ーションの促進段階
では何をした？

ＯＧや民泊に取り組んでいる家庭と一般家庭が意見を共有し合う場をつくった。拝所
や史跡を大事にきれいに管理してきた歴史を振り返り、景観がいい集落というアイデン
ティティを確認し、これを守るためには地域ルールが必要だという結論に達した。

②関心を高める段
階では何をした？

小谷まーいに有志で参加して、資源や景観をいかしたまち歩きについて学んだ。その
結果の報告会をする中で、「資源をいかした活動から収益を得て美化活動を促進しよ
う・景観を究めよう」という意見が出た。そのためコミュニティデザインの専門家を市か
ら派遣してもらって、デザインコンセプトを決めた。また、そのときのワークで、「ＯＧから
生まれるビジネスチャンス」を検討したところ、やる気のある人が集まって自主的に勉
強会を開くようになり、自治会が部会に位置づけた。

③事業内容の検討・
体制づくり段階では
何をした？

ＯＧと民泊を組み合わせたサービス提供を始めることにした。そのためそれぞれの取
組家庭の拡大目標を定めた。また、民泊で提供するプログラムは地区で提供すること
とし、利益は折半することにした。体制について、ＯＧや民泊の集客は観光協会にお願
いし、地区が提供するサービスは有志の一人である工芸家の元春さんに、全体マネジ
メントと窓口業務をお願いすることにした（自身もＯＧ受入家庭）。持続可能な取組に
するためのルールづくりは、観光客向けと住民向けに分けて検討し、その成果はパソコ
ン好きの区内の高校生グループにブログ制作してもらって発信した。

★決定

取組３年目に地域・受入家庭合わせて計100万円の売上を目標とした。まち歩きは
他と差別化するために、ＯＧを中心に景観のいいところをまわるコースとし、案内する
ガイドは引退したシニア世代に担ってもらうため、ガイダンス講習会を位置づけた。

④試作・実施段階で
は何をした？

手作りのサイン整備、見られたくない家への目隠しや生垣設置に集落全体で取り組ん
だ。モニターツアーを受入れ、１泊料金を１万円/人のリッチプランに設定した。勉強
会の有志たちがトートバックをデザインし、婦人会メンバーが自宅のミシンを使って空き
時間に製作する家内制手工業を始めたところ、スモールビジネスとして花開いた。

★リスク

民泊家庭が思うほど増えなかった。旅行業法の制約や家を改修する資金がないなど
の理由が主だった。「負担が大きすぎるのでは」という懸念も広がっていた。

⑤事業を軌道に乗
せる段階では何をし
た？

民泊受入の一部をマニュアル化した。プログラムは地区共通とすることに加え、地域
内のレストランで夕食をとってもらうことで、家庭では朝ごはんのみの負担とした。する
と、ＯＧ・民泊の受入家庭が15件にまで増えた。
民泊新法を市と一緒に勉強するとともに、ＤＩＹでの改修モデル事業を補助してもらい、
地区内でＯＧや民泊の家庭に助成や結い作業する仕組みをつくった。ここではアクテ
ィブシニアが大活躍し、自治会にＤＩＹ部会ができ、空き家をみんなで改修してゲストハ
ウスにするプランが進められている。

効果は？

ＯＧの時期だけでなく、通年での受入体制ができ、しかもガイドツアーであるため、収益
が得られるようになった。まち歩きに加え、シーサー製作体験やガーデニング講座も
提供できるようになり、販売チャネルが広がった。単純計算で１家庭平均年間20人を
受け入れているので、15件×20人×１万円となり、現在300万円の売上である。
住民も見られることを張り合いにして集落美化に取り組むようになり、大事な拝所や井
泉も整備された。個人旅行者の撮影スポットにも使われ、それがSNSにアップされて
露出度が上がった。地区の収益150万円のうち、協力者への支払い等を除く約50万
円が活動資金となっており、美化活動やＤＩＹ等に活用されている。
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５）成功の秘訣９カ条
これまでの作業をとおして考えるコミュニティビジネス成功の秘訣を次のようにまとめる。
秘訣①

フラットな関係が基本。ときどきリーダーシップで締めよう。
コミュニティビジネスの具体的な取組において役割分担はしますが、関係者間に上下関係
はなく、参加する各人が意思決定を行い得るフラットな構造を基本とします。これまでの地
域社会は男性を中心としたヒエラルキーが目に見えない形で存在したと思いますが、価値観
が多様化し、しかも人口減少で活力が低下している地域で人を動かすには、親密性のある横
関係のネットワークが有効です。
ただし、意思決定すべき場面ではリーダーシップの役割が必要になります。ビジョンと戦
略を持ち、実行力があり、みんなのやる気を引き出す人がいれば、隠れリーダーになっても
らい、いざというときに引き締めてもらうのがいいでしょう。思いやりや親しみやすさを武
器に、女性のリーダーシップが発揮できる場面をつくることも重要です。
秘訣②

来る者拒まず。むしろ誘っちゃおう。
地域住民が主体的になるのは重要ですが、地域のなかだけですべてを解決しようとすると
壁にぶち当たるでしょう。「よそ者」の視点をうまく取り入れた地域が成功しているように、
外部の人や組織と連携することを常に意識します。地域とウィンウィン関係を築くことに実
績がある事業者や NPO とめぐりあい、議論をして、事業に誘いましょう。大学生や観光で来
た IT 技術者らを味方にし、情報発信など得意なことで協力してもらうのもひとつの手です。
難しいのが収益をめぐる考え方です。地域内には「よそ者が儲けるのはおもしろくない」
と思う人もいるでしょう。でも、その儲けが地域に循環すればいいのです。
「地域資源と地域
外のアクターを結びつけて価値を創造し、その価値から生まれる利益を地域に還元する」と
いう原則を立てましょう。長い目で地域に利益がめぐってくる「三方よし」の考え方で地域
を経営していきましょう。
秘訣③

運営するための最適な体制をつくろう。
従来の自治会組織がコミュニティビジネスを運営できれば何の問題もありませんが、新た
な取組を始めるには自治会組織は多忙であり、区長任期制の現状では継続性に難があるとい
わざるを得ません。地縁や血縁を中心にしたつながりの場であったこれまでの役割を維持し
つつも、地域内部での役割分担や地域外部の NPO、地域づくり団体、事業者等との連携強化
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を進め、地域経営の多様化を図っていく必要があります。
従来の自治会組織ではない取組体制をつくる選択をした場合、地域の分裂を招かないため
に、それぞれが同じ目的・異なる責任のもとで自分たちの地域を運営するという意識を強く
持って連携することが必要です。労力負担の平準化と活動の広がりのために、女性、新住民、
これまで参加できなかった人らもうまく取り込んでいくことが望まれます。できあがった体
制を NPO（非営利組織）や LLP（有限責任事業組合）等の形で法人化することも検討の対象
になります。
秘訣④

自分たちで目標やルールを決めよう。
全国の自治会のなかには「地域憲章」のような形で、守るべきルールを明文化していると
ころがあります。こうした地域の哲学があると、コミュニティビジネスで何に・何のために
取り組むかを考える際にブレがなくなり、とても有効です。また、地域資源をどう活用する
かでは住民の意見が分かれる場面もあると思いますが、子孫のためにという視点があれば導
かれる答えも変わってくる可能性があります。
ルールに限らず、目標や将来像を定めておくこともよく行われます。これがないと、際限
なくがんばり続けてかえって地域が疲弊してしまいます。どういう住民生活をめざすのか、
利益はどれだけあげればいいのかなどを地域の総意で決めて、PDCA サイクルでそのつどチ
ェックしながら進めましょう。
秘訣⑤

行動はすばやく。鉄は熱いうちに打て！
市内の自治会ですぐにコミュニティビジネスにとりかかれるほど、事業の熟度や実施体制
が整ったところはあまり多くありません。とはいえ、地域の合意形成は時間がかかるものと
高をくくっていては、いつまでたっても取り組めないと思います。興味は長続きしないもの
と受け止め、やると決めたらフェーズごとの目標達成スケジュールを組み立てて、動ける人
から動き始め、まわりを巻き込んでいくという手法が有効です。
また、ビジネス場面では意思決定の遅さが命取りになるときがあります。特に問題やクレ
ームが起こったときの対応はすばやくなければいけません。対立する意見を出し合って解決
策を見出す必要がありますが、密室ではなく、関係者が共有する場で決定することが条件で
す。最終決定は前述のリーダーシップを発揮する場面だといえましょう。
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秘訣⑥

危機意識だけでなく、遊び心も持とう。
まちづくりに意識的に取り組んでいるところは、地域になにかしらの課題があるからで、
その課題解決のためまじめな取組を進めます。一方、まちづくりに多くの人を巻き込んで活
動に勢いをつけるためには、「ワクワクする」や「楽しみながら」という要素が不可欠です。
特に観光まちづくりでは、住民が楽しんで生活している地域に観光客が興味を持って訪れる
という循環があり、遊び心は地域の付加価値にも影響してきます。地域おこし協力隊など外
から来る社会貢献意識が高い若い人も、こうした居心地のいい地域に集まる傾向にあります。
ノリがよく、無理をせず遊び心を大切にする地域文化が、発想のユニークさや相手をいや
な気持ちにさせない調整の技術にもつながっているようなケースもあります。幼馴染同士の
雑談や趣味の活動から高じて地域おこしに発展したこともよくみられます。遊びとまじめさ
のバランス加減をうまく調整して、身の丈に合ったコミュニティビジネスを進めましょう。
秘訣⑦

公的な支援をうまく活用しよう。
NPO 等の市民団体にもいえることですが、投資できる資金が小さい場合は、公共の補助事
業や助成金を受けることがよく行われています。それには公共目的や非営利の事業には金融
機関の融資がまず期待できないという事情もあります。公的補助をうまく活用すれば、経営
環境を大きく改善することができます。特に初期段階でモニタリングして検証するようなケ
ースでは、補助事業を活用すると、資金ロスが防げるというメリットがあります。
ただし、公的補助を過度に期待しすぎると、外部資金があるときだけしか動けない依存体
質になってしまうおそれがありますので気をつけましょう。基本は事業で得た利益を次の投
資に循環して自走することです。
秘訣⑧

小さなことでも継続しよう。
地域振興やまちづくりでは「小さな成功体験を一つずつ積み上げましょう」とよく言われ
ます。大きな成功（social change）にいたるまでには多くの人々の社会参加が必要ですが、
参加するモチベーションを保つのに小さな成功（small win）が必要だという意味です。また、
小さな取組の守備範囲内での失敗からは人は立ち直りやすいというリスクヘッジの意味もあ
ります。具体的には、新聞に記事がのったり自治体で表彰されたりという体験のことです。
コミュニティビジネスでも、一人があるいは少数のグループが細々と続けてきたことが火
種となって大きなうねりに結びつくことがあります。
「石の上にも３年」で継続することで知
名度が上がり、何年かあとに日の目をみるというケースもあります。経済的な負担が生じな
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ければ、地道にコツコツがんばることも成功の秘訣だといえましょう。
秘訣⑨

お金をもらうことに自信を持とう。
地域資源を活用して利益を得ることに「なんか申し訳ない」と考える地域の方がいます。
その気持ちは大事ですが、一方でコミュニティビジネスを持続的に運営していくには活動に
見合った財源が必要です。自治会予算からの補填や公的補助はあまり期待できないので、自
分たちで収益を得る＝稼ぐ必要があります。
地域資源に魅力を付け加えることや商品化し販売することには手間隙がかかるので、その
ための必要な代価と受け止め、自信を持って値段をつけましょう。理想は得た収益の余剰を、
次の地域振興の非営利活動に回していくことです。ただ、利益を得ると課税対象になります
ので、活動の性格によっては無償ボランティアのままがいい例もあることに留意しなければ
なりません。
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６．実施及び支援体制の必要性
（１）事業実施主体の多様化に向けた検討
１）事業主体の多様化の必要性
自治会とは、同じ地域に居住する住民によって構成される、親睦、共通の利益の促進、地
域自治などを行うための任意の組織である。地縁によって結ばれた人々が、相互の生活の向
上を目的に結成する組織であるため、自治会の活動は基本的に共益的側面を持つ。他方、自
治会は地域住民の生活に密接に関わって営まれていることや、自治公民館等の拠点施設を持
っていることなどから、行政の取組を委託されることも多く、公益的な活動を行う側面も有
している。近年は、ムラヤー構想でも示したとおり住民自治や自助・共助の考え方から、自
治会に対して公益的な役割が期待されており、この比重は今後さらに増していくものと考え
られる。
しかし、自治会に期待される役割が増加しているにもかかわらず、自治会は少子高齢化や
生活ニーズの変化、地域のリーダーとなる人材や活動資金の不足等の課題を抱えている。本
市においても自治会活動は地域によって濃淡があるのが現状であり、地域の実情に合わせて、
柔軟に自治会組織の形態や運営方法を見直すことが重要である。
図 自治会組織の変革の必要性
市

自治会
【共益】
地域住民が住みよい
環境をつくる

【一部公益】
行政の仕事の
委託など

様々な課題
若者の都市
への転出

様々な課題

構成員の
高齢化

自治会加入
者の減少

生活ニーズの
多様化

自治会組織等の変革が必要

ア．自治会組織・活動
のスリム化

イ．自治会組織・活動の
維持及び拡大
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支援体制の確立

方向性１：自治会組織・活動のスリム化
方向性のひとつは、自治会組織や活動の範囲をスリム化することである。地域外部や市か
らの支援を受けながら、自治会組織としては、地域の人材や年齢等といった地域キャパシテ
ィや体力に応じて、地域で必要とされる取組に特化して地域活動を行う。

方向性２：自治会組織・活動の維持及び拡大
もうひとつの方向性は、ニーズ等に応じて自治会の活動の維持・拡大を目指すことである。
そのための方法として、①自治会組織そのものがゆるやかに変革する方法と、②自治会とは
別の活動組織を形成する方法とが考えられる。①自治会そのものの変革は２）に、②活動組
織の形成は３）において検討整理する。
方法①

従来の自治会組織

変革

自治会組織の役割分担/
法人化

方法②

従来の自治会組織

追加

活動組織の形成

２）自治会組織そのものの変革の検討
ア．自治会内部での役割の分担
自治会が抱える課題として、区長・自治会長への負担が集中していることや、区長の任期
が短いために活動の継続性に難があることなどが挙げられる。その解決策として、副区長制
度の導入や、特定課題解決に向けた部会・委員会等の設置、転出組参加による人材育成を兼
ねた会議の開催など、自治会内部における役割分担を図り、より効率的な自治会運営を図る
方法がある。
いずれも現行からのマイナーチェンジであり、自治会の法人化や新たな活動組織形成に比
べて、比較的実施しやすい取組と考えられる。ただし、担い手となる人材の確保や、自治会
内部組織が増えることによる運営予算の確保等の課題もある。
副区長制の導入
自治会運営体制

特定課題に対する部会・委員会
方式の拡大
自治会

若手主体・転出組参加可の未来
会議による後継者育成
自治会

区長

人材育成

各部会・委員会
Ａ
委員会

自治会運営体制
区長

副区長

課題Ａ

Ｂ
委員会

課題Ｂ
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未来会議

Ｃ
委員会

課題Ｃ

若手

転出組

イ．自治会の法人化（認可地縁団体）

従来

自治会そのものが「認可地縁団体」として法人
化する方法である。自治会は任意団体であるが、

（例）

不動産
登記

公民館

自治会名義
自治会

市町村長の認可を受けて認可地縁団体となること
で、団体名義での不動産の登記を行うことが可能

法人格
取得
手続き

となる。
ただし、加入は世帯ではなく個人単位で、区域
内の過半数が構成員になる必要があるほか、設立

1991年の地方自治法改正以降

後も規約の変更等の際に市町村長の許可が必要と
なるなど、手続きが煩雑であるといった短所があ
る。また、活動費以外の地域課題の解決には直接

（例）

不動産
登記

公民館

認可地縁団体
自治会

的には結びつかないと考えられ、認可地縁団体化
にあたっては目的の確認が必要である。
県内の認可地縁団体事例
豊見城市内 11 自治会（最新の認定は平成 22 年の旭ヶ丘自治会）／中城村９自治会（最新の認定は平
成 23 年の新垣自治会）／八重瀬町宜次自治会（平成 27 年） など

ウ．自治会の法人化（特定非営利活動法人）
未加入世帯等

自治会が母体となって、特定非営利活動法人
（NPO 法人）を組織することも考えられる。NPO

自治会

法人は、営利を目的とせず、特定非営利活動促進法
で規定された活動を行う法人のことで、設立には
所轄庁の認証を受ける必要がある。そのため設立
には時間を要するが、法人化することにより、団体

NPO法人化にあたっての再編

名での契約締結や土地の登記などが可能となる。
活動に対して賛同や信頼を得やすい等の利点もあ

NPO法人

る。ただし、法人化することによって事務作業や納
税義務が生じる。また、NPO 法人は社員 10 人以
上で設立することが可能であるが、自治会を NPO
法人化するにあたっては、未加入世帯の問題など
を踏まえ、加入者の再編が必要と考えられる。
法で規定された 20 種類の分野に含まれるキーワード
保健、医療、福祉、社会教育、まちづくり、観光、農山漁村、中山間地域、学術、文化、芸術、スポーツ、環
境、災害救援、地域安全、人権擁護、平和、国際協力、男女共同参画、子どもの健全育成、情報化、科学
技術、経済活動、職業能力開発、雇用機会、消費者保護、団体活動援助
出典：内閣府「特定非営利活動法人制度のしくみ」より
全国の自治会の NPO 法人化事例
静岡県浜松市（旧天竜区熊地区）「NPO 法人夢未来くんま」（集落全戸が加入）／鳥取県智頭町「NPO 法
人新田むらづくり運営委員会」（集落全戸が加入） など
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３）自治会とは別の活動組織の形成の検討
本市においてムラヤー利活用戦略を推進していく活動組織は、目的や構成員、取組内容な
どによって様々な形態となると想定される。ここでは大きく２つの視点から活動組織のタイ
プを検討する。この２視点によるタイプの組み合わせの数だけ活動組織の形態が考えられる。
図 ２つの視点
目的によるタイプ分け
活動組織が、何に主眼をおいて
いるかによるタイプ分け。

構成員によるタイプ分け
活動組織が、誰を中心に構成さ
れているかによるタイプ分け。

・地域立脚型
・特定テーマ型

・自治会母体型
・自治会支援型
・個人参加型
・企業中心型
・共同出資型

表 活動組織のタイプ検討
視点
目的

構成員

タイプ

内容

地域立脚型

課題の種類や活動の内容にかかわらず、特定の地域における様々な課
題解決や地域活性化を目指して活動を行うタイプ。

特定テーマ型

特定のテーマや課題の解決に特化して活動を行うタイプで、あまり活動範
囲にはとらわれない。

自治会母体型

自治会そのものが法人化や NPO 化する、自治会内に専門の委員会や部
会を設置するなど、自治会が中心となって活動組織を形成するタイプ。

自治会支援型

地域（内外）にある活動組織に対して、区・自治会から資金や人材・その
他の面から、支援を行うタイプ。

個人参加型

有志（個人）が中心となって、活動組織を形成するタイプ。個人が出資し
て企業体を形成することも考えられる。

企業中心型

地域内の（既存の）企業・事業所が母体となって、あるいは複数の企業が
協働して、活動組織を形成するタイプ。

共同出資型

「自治会母体型」と「個人参加型」の中間の方式。自治会住民や複数の
自治会による共同出資・協働運営として、活動組織を形成するタイプ。
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ア．目的によるタイプ分け
活動組織が何に主眼をおいているかという視点によるタイプ分けである。大きく下記の２
つに分けられるが、両者の性質を併せ持つ活動組織の形態も想定される。

ａ．地域立脚型
活動の対象地域の範囲を定め、その地域内における様々な課題の解決や地域活性化を目指
すタイプである。対象とする範囲は、ひとつの自治会の範囲から、学区や旧町村範囲など複
数の自治会にまたがる範囲など、様々な範囲が想定される。
ひとつの自治会の範囲
活動組織
Ａ自治会内の
課題対応

活動組織
Ｂ自治会内の
課題対応

複数の自治会にまたがる範囲
Ａ
自治会

Ａ
自治会

活動組織
Ｂ
自治会

○○小学校区
旧町村区
など

Ｂ
自治会

Ｃ
自治会

ｂ．特定テーマ型
ある特定のテーマや課題に特化して、その解決のための活動を行うタイプである。市内全
域または市町村界にとらわれない活動をすることが多い。
テーマや課題は多数想定されるが、例えば高齢者福祉や子育て支援に特化した活動、観光
事業を行う活動、地域産業活性化・特産品開発に特化した活動、不動産運営や移住促進など
といった活動が考えられる。
特定テーマ型
活動組織

テーマＡ

テーマＡ及び
Ｂの対応

テーマＢ
テーマＣ

活動組織
テーマＤ

テーマＣの
対応

…
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イ．構成員によるタイプ分け
活動組織のメンバーが誰かという視点からタイプ分けしたものである。大きく下記の２つ
に分けられ、自治会支援型に関してはさらに３つに分けられる。

ａ．自治会母体型

自治会母体型

自治会そのものが法人化する、あるいは自治会内に専門
の委員会や部会が設置されるなど、自治会が中心となって

Ａ
自治会

活動組織

活動組織を形成するタイプである。
このタイプは、自治会が活動組織の母体となっているこ
とから、自治会と意思疎通が図りやすく、自治会が目指す方
向と足並みを揃えた活動が展開しやすいことが利点と考え

委員会Ａ
Ａ
自治会

委員会Ｂ

られる。一方、活動に携わる人材の確保や活動資金の調達な

活動組織

ど、自治会が抱えている課題がそのまま課題となる。

ｂ．自治会支援型

自治会支援型

区・自治会の活性化や課題解決につながる活動を行ってい
る地域（内外）の活動組織に対して、活動資金の一部支援や

支援

活動組織

支援

活動組織

人材・その他の面から、支援を行う関わり方である。
区・自治会そのものが活動主体を担うことが難しい場合で

Ａ自治会

も、元気な活動組織を応援することで、地域活性化に寄与す
ることが可能となる。
①個人参加型
個人の有志が中心となって、活動組織を形成するタイプ

個人参加型

である。なお、個人が出資のみを行う場合は、後述する「共
同出資型」に該当する。

活動組織

このタイプの利点は、志を同じくした有志による組織体
であるため、取組の方向性や活動内容において意思決定を
迅速に行うことが期待される点である。一方、個人が中心と
なることから、組織力や活動力が弱く活動の継続性が懸念
されるほか、自治会の目指す方向とのすり合わせが必要な
場合も考えられる。
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活動組織

②事業者中心型
地域内の企業・事業所・NPO（複数企業が連携する場合

事業者中心型

も含む）が母体となって活動組織を形成するタイプである。

事業者

事業者等が地域住民を雇って活動内容を拡大する場合も、
活動組織

このタイプに含まれる。
このタイプは、事業者が中心となることから、融資等も受

事業者
事業者

けやすく活動資金の確保が比較的容易であることや、活動
にあたってのノウハウを有していることがメリットといえ
る。ただし、事業者である以上利益を追求する必要があり、

部署A
事業者

採算が期待できない分野や事業の継続性が担保されないお

活動組織

それがある。
事業者が中心となることの留意点として、まずは飲食店などの地域の事業者が元気になる
ことによって、地域に人が集まり、地域活動が活発化していくという循環が生まれることが
期待される。
③共同出資型
共同出資型は、自治会会員や有志による共同出資として、 共同出資型
自治会とは別に活動組織を形成するタイプである。活動組

Ａ
自治会

織の運営に関しては、別途個人や組織体へ運営を委託する
ことも考えられる。

出資

出資

このタイプの利点としては、自治会そのものが活動組織

活動組織

とならないため、自治会役員等の負担軽減につながること
が挙げられる。また、運営を委託する場合には、地域内の雇
用づくりにもつながることが期待される。一方、出資金が集
まらない可能性や、運営者の能力によって事業の運営が左
右されるなどのリスクがある。
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雇用、あるいは運営を委託

（２）実効性のある支援体制の構築
１）自治会を支える体制
（１）では事業実施主体として、地域活動の主役となる自治会組織の変革可能性について
整理した。しかし、自治会活性化は自治会だけの問題ではなく、自治会を支えるための支援
体制の構築が必須となる。自治会間、市と自治会、市民及び市内の企業・事業所・各種団体な
どが、互いに連携しながら、活力ある地域づくりを目指して取組を推進することが望ましい。
また、市外の人々との交流や協力を得ることで、地域の刺激や活動の起爆剤となることが期
待される。多様な主体が役割を分担しつつ、相互に連携・影響し合うことで、自治力みなぎ
るコミュニティの形成に向けた取組を推進していく体制の構築を目指す。
図 各主体の役割
【自治会】
地域活動の主役
新たな自治会へ

連携

他の自治会

• 「自分たちの地域は自分たちでつくる」意識
を持って、地域活動を行う主体。
• 自治会内部での役割分担や、継続事業を
実施するため体制づくり、自治会の法人化
等について検討・実施し、新たな自治会の
あり方を模索する。

•
•
•
•
•

【市（行政）】
各種支援の実施
自治会や市民と連携・協力し、まちづくりを
進めていく。
多様な職員力を活かす仕組みの構築。
関連施策の融合による相乗効果の創出。
公共施設・公共団体と自治会の連携による
まちづくりの推進。
自治会をサポートする各種支援の実施、事
業委託、きっかけづくり。

連携しながら
取組を推進

【市民・外部の人々】
専門知識・起爆剤

• アーティスト・デザイナー、個人、企業・事業
所・組合、ボランティア団体、NPO、大学・専
門家などそれぞれが得意分野を活かして、
必要に応じて連携・補完し合いながら自治
会を支援する。
• 外部の人々が地域活動の起爆剤や刺激に
なる可能性もあり、協力した取組が重要。
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２）行政内部の支援の枠組み
市は、各種の支援事業や事業委託、きっかけづくりなど、自治会の取組を多方面からサポ
ートする。そのためには、行政内部においても、多彩な職員力を活かす仕組みや定例会議の
開催などさらなる庁内連携を確立し、効果的に地域を支援できるような体制づくりが不可欠
である。ただし、行政が実施する各種事業が、受け手となる自治会の負担にならないよう配
慮が必要である。特に関連する施策を融合させることで効果を相乗するなど、行政内部の部
局の壁を取り払った取組が重要と考えられる。下記に例示する。

ア．多様な職員力を活かす仕組みづくり
行政が行う支援として、人材やノウハウ等の支援が考えられる。自治会によっては、市が
実施している支援事業等の情報をうまくキャッチできなかったり、助成等を受けるための書
類申請手続きが煩雑で申請をためらったりするといった状況が指摘されている。
このようなちょっとした課題をクリアするためのサポートとして、例えばまちづくりや事
務・経理等の専門人材を地域に派遣することや、「集落支援員制度」（総務省）を活用して相
談員体制をとること（市民雇用も可）が考えられる。また、市職員がそれぞれ自らの出身地
や現在居住している地域の自治会を担当し、市や公共団体の事業情報が届いているか目配り
したり、書類申請を手伝ったりといった支援を行う自治体があることも留意したい。
このほかにも、多様なニーズに応じた事業・施策の実施を可能とするよう、市は職員の育
成を行い、多様な職員力の強化につとめる必要がある。
担当地域型

職員派遣型
行政

職員

派遣
自治会
A

派遣
自治会
B

自治会
C

派遣

自治会
D

出身
応援・目配り

自治会
E

職員
応援・目配り

自治会

居住
自治会

（つながりの深い地域はまとめて）

イ．庁内連携体制の構築
庁内連携体制の構築はかねてから指摘されており、定期的に庁内全部局が参加する情報交
換会議を開催したり、実施事業について意見交換を行う電子掲示板を設置したりといった、
意見交換や事業の連携を行うための仕組みづくりが急務である。
なお、情報の交換が行き届かずに各課で類似の事業が展開されてしまう事態については、
全体を俯瞰し、コントロールする場を設けることでもカバーできると考えられる。
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３）支援者が集うプラットフォームの必要性
自治会を支える体制の構築にあたっては、支援者や自治会が集うプラットフォームを構築
することが効果的と考えられる。プラットフォームの必要性を整理すると、大きく下記の５
項目に整理できる。

全体を俯瞰する場
行政や市内公共団体が自治会に対して行っている事業等だが、現状では十分な情報共有が
図られぬまま、あるいは図られていても業務多忙や異動等の理由により情報が行き届かず、
各課で類似の事業が展開されることがある。これは、受け手となる自治会の負担となるし、
また事業効果にも無駄が生じることから問題視されている。行政や各組織・団体が行う地域
活性化事業等について密に情報交換・共有し、市全体の取り組み状況を俯瞰しコントロール
する場が必要である。

地域に寄り添う役割
自治会はそれぞれキャパシティが異なり、目指すものも異なる。このような地域の熟度や
状況に配慮し、地域と一緒になって問題を解きほぐす方法を考える役割が重要である。これ
は現在、なんじょう地域デザインセンターが担っている役割であるが、このような役割は今
後も継続していく必要があり、その維持については慎重に議論を進める必要がある。

自治会支援に興味がある人々の接点となる場
地域活性化に向けた取組を進めるにあたっては、外からの刺激・協力を得ることで効果的
に取組が進むことが期待される。しかし、外部の人々が地域を活動フィールドとして取組を
始めるにあたっては、地域住民との目的意識・活動に対する見解の相違や、突然に外部の人々
が入ってくることに対する地域住民の不安などといった、摩擦が起こることが懸念される。
そのため、地域の賛同や周知を経て活動を開始することが重要となるが、外部の人々だけで
はハードルが高いと考えられる。内外の人々が交流することで人々の参画を促す、あるいは
地域活動に興味がある外部の人々との接点となる場が必要である。

長期的な視野を持ったコーディネート
市内の自治会長（区長）の任期は１～２年であり、継続的な取組ができないことが問題視
されている。また通常、行政が執行する事業は年度単位で区切りがあり、１年ないし数年で
終了し、その中で成果を求められることが多い。しかし、自治会活性化は長い積み上げの時
間を要するものであり、焦らずに継続した取組が求められる。自治会組織の任期や公共事業
の終了にとらわれず、長期的な視野で地域の未来とそのための望ましい事業展開を検討し、
自治会をフォローアップする役割が必要である。
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観光コア施設や DMO 機能との連携可能性
市では、新庁舎に隣接して観光コア施設の整備を計画中であり、中央公民館に代わる「中
央のムラヤー」として、地域の自治公民館等との連携を位置づけている。また、
「南城ちゃー
GANJU

CITY 創生戦略」やエコミュージアム事業においても、観光まちづくりを実現する

ための組織である DMO (Destination Management/Marketing Organization) の機能につ
いて位置づけられている。地域コミュニティを連結・連携させるという役割を持つものであ
り、市内に類似のプラットフォームが複数存在すると非効率だと考えられる。そのため、自
治会を支えるためのプラットフォームもこれらの動きと連携あるいは同一の組織として構築
する必要がある。

４）プラットフォームの具体的展望
主役となる自治会を支える体制として、自治会を支援する人々が集う「ムラヤー協働プラ
ットフォーム」を設置し、効果的な事業展開を図るのが望ましい。プラットフォームは、行
政や公共団体等が実施している事業について情報交換しながら、地元ニーズや新たな動向等
を踏まえて取組を検討・実施する場とし、課題・取組の内容に応じて個別問題の専門家に相
談したり融資・出資者を募ったりすることが考えられる。
プラットフォームは、シュガーホールにおける市民ミュージカルをイメージしてもらいた
い。幅広い世代が集い、ひとつの目的を皆で成し遂げる市民ミュージカルのように、様々な
人々が集い、ムラヤー活性化という目的に向かって協働する場が、プラットフォームである。
図 支援体制のイメージ
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このようなプラットフォームを維持していくことが、参加者や事務局にとって金銭面・労
働面ともに過度な負担につながらないような工夫が必要である。強制や義務ではない、比較
的ゆるやかなつながりで、かつ参加者にもメリットがあるウィンウィン関係のような仕組み
が望ましく、特に参加者のやりがいの獲得、仕事へのフィードバックや金銭的収入など何ら
かのかたちで利益を得ることは、支援者がプラットフォームに参加したいと思う動機づけと
しても重要になる。
しかし一方で、地域の資源を活用して外部の人々が（金銭的）利益を得ることに対して、
心理的抵抗を感じる地域住民がいることも想像される。よって、
「地域資源と地域外の支援者
を結びつけて価値を創造し、その価値から生まれる利益を地域に還元する」という原則を立
て、それにしたがった運営や仕組みの周知が重要になると考えられる。
また、プラットフォームの運営にあたっては、中心的な役割を果たす人たちが疲弊したり
燃え尽きたりすることを予防しなければならない。そのため、特定の個人が負担を追わぬよ
う、従来の代表者一極集中型ではなく複数人で運営し、さらに有限責任とすることで負担を
軽減することが望ましいと考えられる。
なお、市では平成 30 年度に（仮称）市民活動支援センターを開設予定であり、同センター
では市民活動支援業務や、ムラヤー協働プラットフォームの運営に関わっていく予定である。
図 自治会・プラットフォーム・支援者の関係イメージ
地域資源、
活動フィールドの提供

自治会

専門知識・アイディアの提供、
実行部隊として参加

ムラヤー協働
プラットフォーム
知識・アイディア、労働力、
得た利益による還元

支援者

やりがい・気づき、仕事への
フィードバック、利益など

（参考）なんじょう地域デザインセンターの役割について
現在、自治会に寄り添い、地域づくりをコーディネート支援する組織として、なんじょう
地域デザインセンターがある。しかし、デザインセンターが現在のようなかたちで運営され
るのは平成 29 年度までとなっており、今後、これまでデザインセンターが担っていた機能や
役割をどう維持するのかが課題となる。以下は可能性のひとつとして整理するものである。
平成 30 年度以降、デザインセンターはこれまでのネットワークやノウハウを活かした新た
な法人として生まれ変わり、事業を行っていく計画となっている。同法人は、事業委託を受
けるなど収益事業として南城市のまちづくり支援に関わることが望ましい。先述のプラット
フォームはゆるやかな人々の集まりであり、事務局の負担軽減のためにも、収益事業を行う
ことは難しいと考えられる。そこで、このような収益事業を行うことができる法人がプラッ
トフォームの運営に関わることによって、取組の幅が広がることが期待される。また、デザ
インセンターはこれまで市内の自治会に近い場所でその取組をサポートしてきた実績があり、
プラットフォームの立ち上げや運営にあたって、そのノウハウを発揮することが望まれる。
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（３）体制の実現に向けて取り組むべきことの整理
１）現実的な取組案
これまで整理してきた実施体制・支援体制のあり方を踏まえて、現実的と思われる取組案
を整理する。自治会の変容にあたっては、地域内部での合意形成や体制の整備等に時間を要
すると考えられる。下記では、地域活性化に向けて取組を開始し始めたばかりの状態や、現
状の自治会活動をスムーズに実施するための体制を整える段階である【始動段階】と、コミ
ュニティビジネスをはじめとした本戦略で提示した新たな取組を行う段階である【拡大段階】
にわけて整理した。なお、数年間は【準備段階】が必要だという認識である。
図 取組内容
準
備
段
階

本年度と同様に市が所管して、各自治会への意識づけやコミュニティビジネスの理解促進
を図るのが基本で、自治会は少なくとも従来の活動を維持する。支援体制の構築に向け
ての準備段階でもある。

①自治会内部での役割分担（既存の仕組みの変更）
区長等の負担軽減や、取組の長期継続を目的に、自治会組織をほんの少し改変したり、
新たな担い手を育成する。
始
動
段
階

②自治会のスリム化（前向きな撤退）
勇気をもって自治会の核となる活動のみを維持する、前向きな撤退を検討することも考え
られる。
③複数の自治会の連携
同様の課題を抱える自治会など複数の自治会からなる協議会（仮）のような組織を結成
するなど、自治会間の協働体制を築く。

拡
大
段
階

①自治会が関与して法人設立（地域主導を前提とした新たな主体や仕組みの導入）
新たに開始する事業等を担当する部門として、自治会組織とは別に新たな組織（法人）を
立ち上げる。
②協働プラットフォームとの連携
新たに事業等を開始する際には、協働プラットフォームを通じて内外の協力を得る。
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ア．始動段階の実施体制の取組例
始動段階は、地域の活性化に向けて取り組みを始める段階である。この段階における自治
会の対応としては、既存の仕組みを変更すること、自治会活動の核となる活動のみを維持す
ること、複数の自治会が連携することなどが考えられる。区長等の負担の軽減や事業の継続
を目的に、自治会内での役割分担を促進することや、活動内容によっては自治会の枠を越え
て連携することで個々の自治会がキャパシティオーバーとならないための体制の整備・構築
を進めていく。

①自治会内部での役割分担
多くの自治会において、区長・役員への負担の集中や、短期任期のために取組の継続が難
しいことなどが課題となっており、下記のような比較的取り組みやすい既存の仕組みを変更
することが考えられる。
例えば… 副区長制を導入し、専任させる
• 各自治会で継続的に取り組む事業がある場合、副区長を専属で任命し、長期にわたってプロジ
ェクト担当とすることが考えられる。
【事例紹介】 大里グリーンタウン自治会
大里グリーンタウン自治会では、区長とは別に副区長を２人おき、それぞれ担当の地域行事
を決めて作業を分担している。

例えば… 部会の権限を拡大する
• 現行体制の部会・委員会に横出しして「○○プロジェクト部会」を設け、長期にわたってプロジェク
ト担当とすることが考えられる。
【事例紹介】 志喜屋区
志喜屋区では、区長の任期が短いため、公民館の建設など長期にわたる取組や大規模事
業に関しては、別組織として委員会を結成し、事業を実施している。

例えば… 思い切って若手に任せる
• 事業の内容によっては、青年会や区内の若手グループに任せたほうがよい場合もある。若者
のネットワークで転出した出身者も呼び込み、より広範に知恵を絞ることが可能である。
• プロジェクトが成功すれば、地域内での起業や事務所設立に発展するケースが考えられる。
【事例紹介】 親慶原区青年会 OB 会
親慶原区では、青年会 OB が中心になって任意組織を自主的に立ち上げ、旧盆行事や夏ま
つりの運営、旧盆・正月前に区内独居老人宅の清掃などの活動を行っている。集まる動機
は、単純にメンバーで集まって活動することが楽しいという点のみ。会員は 30 人～40 人程
度で、月に 1 回の定例会を実施し、必要に応じて自治会役員会等で企画提言している。
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②自治会のスリム化
人口減少や高齢化が著しくて効果的な対策がない場合、最低限の行政サービスの経由主体
として自治会を存続することも考えられる。地域の前向きな撤退である。地域コミュニティ
としての核となる活動は維持しつつ、共益的サービスは外部から供給するため、区費はサー
ビス内容に見合う金額へ減額する。空き家・空き屋敷が目立っているなら、インフラの効率
的運用のために、自治会の中心部へと宅地も集約するということも考えられる。
その際、自治会が行うサービス以外は、市レベル、校区レベル、または同様の対応をとる
自治会同士の連携で補う必要が有るため、サービス供給の多層化が前提となる。

例えば… 行事数を減らす
• 自治会としての機能縮小にためらいがある際には、まずは行事数等を見直すことから始める。
• 行政からの事業委託や協力要請の際にも、地域に必要な取組かを話し合い、必要ないと判断
されたときには、断ることも考えられる。
【事例紹介】 北九州市尾倉第三自治区会
行事数を見直し、敬老会やひとり暮らし高齢者の見回りなど、高齢化した地域で優先される
最低限のものに限定した。高齢者の多い地域の穏やかなつながりを実感するに至っている。

③複数の自治会の連携
プラットフォーム等支援体制の構築を進める一方で、人口減少や高齢化が進んだ小規模自
治会等においては、同様の課題を抱える自治会など複数の自治会からなる協議会（仮）のよ
うな組織を結成し、市からの事業委託やコミュニティビジネスなど新たな取組を協議会単位
で実施することが考えられる。このような連携により、自治会規模に応じた負担の分担のみ
ならず、それぞれが技能・経験や人材、ネットワーク、地域資源などを提供しあうことで、新
たな取組を行う際のコストの発生を抑制することができる。
連携する範囲は、小学校区や旧町村の範囲などを考慮しながらも、隣り合う自治会や、離
れていても区長同士が仲のよい自治会、類似の取組を行っている自治会など、取組を効果的
に着手できる範囲を考えることが望ましい。
負担の分担
市

得意なことを補いあう
子どもたちのための
コンサートをしよう！

市から○△事業の
案内があったけど
人手が６人必要…

事業委託
案内など

○○協議会（仮）
１人なら
出せます
Ａ
自治会

○○協議会（仮）

３人なら
出せます
Ｂ
自治会

２人なら
出せます

会場
あります
Ａ
自治会

Ｃ
自治会
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情報発信
できます
Ｂ
自治会

Ｃ
自治会

地域に
芸術家い
ます

例えば… 複数の自治会で商品開発
• 漁業が盛んな自治会と農業が盛んな自治会で連携し、それぞれの特産品を使用した新商品
を開発する。
• 自治会対抗のスポーツ大会等において、選手の確保に苦労している自治会同士でまとまって
出場するなど、比較的簡単と考えられる取組から開始することも考えられる。
【事例紹介】 那覇市○○小学校区まちづくり協議会
那覇市では校区によるまちづくり協議会の設立・取組を支援しており、現在４つの校区まちづく
り協議会が活動を行っている。

【事例紹介】 NPO 法人「かみえちご山里ファン倶楽部」
新潟県上越市西部中山間地域を中心に活動する NPO 法人「かみえちご山里ファン倶楽部」
は、里山・里海の地域振興（まちづくり）、環境保全、文化や芸能の継承・育成などを目的に、
宿泊施設の運営や人材育成塾、各種プロジェクトを進めている。
同法人では、人間の生存にとって文化的にも地縁的にもちょうどよい範囲、様々なまかない
（営み）が成立する範囲での村落のまとまりを“クニ（村落集合体）“と捉え、生存の基礎単位と
して基本理念に位置づけている。

イ．拡大段階の実施体制の取組例
拡大段階は、コミュニティビジネスなど新たな取組を始める段階である。この段階におけ
る自治会の対応としては、地域主導を前提とした新たな主体やしくみの導入が考えられる。
従来の自治会活動に新たな取組が加わるため、自治会との役割分担や、継続的取組の担保、
責任の明確化が必要である。また、外部の人々の協力を得て、取組のアイディアやノウハウ、
担い手を獲得することも重要と考えられる。

①自治会が関与して法人設立
特定の事業に取り組む場合の最大の課題は、従来の自治会組織の短期任期制である。事業
の継続性を確保するため、自治会組織とは別に NPO 法人等を設立し、ここに事業を任せるこ
とが考えられる。
ただし、地域が分裂するようなことは避けなくてはならない。よって、NPO 法人の設立に
あたっては区民の全員参加と一部参加と両方の可能性が考えられるが、活動方針については、
自治会の共益を目的とし、独立運営とならないような位置づけを定款に盛り込むなどの担保
が必要と考えられる。また、非営利特定法人という性格上、収益のうち必要な人件費を除い
た分を、別の課題解決事業（非営利）に再投資することが必須となるため、収支管理には厳
密さが必要となる。
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例えば… 特定非営利活動法人（NPO）を設立
• 自治会が主導して、非営利活動を行う法人を設立し、地域福祉活動などを行う。
• NPO 法人の結成に際して、自治会への未加入世帯を取り込むなど、地域コミュニティ構成員の
再編へ発展する可能性もある。
【事例紹介】 NPO 法人「小杉駅周辺エリアマネジメント」
神奈川県川崎市武蔵小杉地区では、マンション住民等の
町内会未加入が課題となっていた。そこで古くからの町内
会もマンションの住民も加わる新たな NPO 法人を設立、地
元町内会や商店街、そして新築マンションの管理組合から
それぞれ役員を選び出して法人の運営メンバーとした。
NPO 法人の呼びかけで盆踊りが復活し、古くからの住民と
新住民が交流を深める機会となっている。また、事務作業
を行う選任の職員を NPO が雇うことで、忙しい現役世代が
地域イベントの企画運営に専念できるようになった。

例えば… 農事組合法人を設立
• 農業が盛んな地域では、農事組合法人（農業生産法人）という形で法人化し、農業生産や農
産物加工による６次産業化を目指す。
• プロジェクトが成功すれば、地域内での雇用創出に発展するケースが考えられる。
【事例紹介】 農事組合法人「ファーム・おだ」
広島県東広島市の小田地区では、自治組織
「共和の郷・おだ」のもと、全戸加入型の農事
組合法人「ファーム・おだ」を立ち上げ、水稲を
中心とした農作物の栽培、直売所「寄りん菜
屋」や米粉パン工房「パン＆米夢」の経営を行
っている。平成 27 年に、その組織運営が評
価され、天皇杯を受賞した。

②協働プラットフォームとの連携
（２）で整理した協働プラットフォームを介して、外部の協力を得る。ただし、先述した
とおり、支援者側にも何らかのかたちで利益があり、その利益によってさらに地域活動が促
進されるような、利益が還元される関係が望ましい。
【事例紹介】 小田原足柄異業種勉強会（おだあし勉強会）
神奈川県小田原市とその周辺地域の市民によって設立さ
れた任意団体で、地域プラットフォームとして機能してい
る。勉強会のプロジェクトのひとつとして休耕田を再生してい
るが、地域資源の保全や維持というかたちで地域への利益
還元ができている。
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２）情報発信と引き継ぎの支援、窓口の維持
これまで整理した内容を実現するためには、長期的な視野を持って、市や自治会、自治会
内の区民とで何度も対話を重ねながら、少しずつ取組を進めていくことが重要である。市は、
本戦略をはじめとした各種自治会支援策や全国の取組事例等を、自治会及び市民に対して常
に発信し、意識の変革を促す。また、区長等が交代しても自治会転換に向けた取組が継続で
きるよう、引き継ぎ資料の作成支援などの後押しを行う。
このような自治会に対する細やかな目配りを行うため、市は、自治会との接点を積極的に
拡大することが望ましい。
（２）の２）で示したような、自治会をサポートするための庁内体
制を整え、自治力みなぎるコミュニティの形成を市全体で支援する。
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【資料編】

１．自治会アンケート調査結果
（１）アンケート調査の概要
１）調査の概要
「ムラヤー利活用戦略」の策定に向け、市内の各自治会の活動状況及び今後の取組意向を
把握するために、区長・自治会長に対してアンケート調査を実施した。アンケート調査は、
市内の 70 自治会と団地２件をあわせた 72 件を対象とし、平成 28 年６月から９月にかけて
行った。70 自治会に対しては区長会で調査票を配布し、FAX・メール・郵送・または持参で
回収を行った。２団地は、郵送による調査票の配布・回収を試みた。回収数は 70 件で、回収
率は 97.2％である。ただし、自治会に限っていえば回収率 100％であり、全自治会から意見
をうかがうことができた。
なお、今回の調査では回答者の負担を軽減するため、平成 26 年 12 月に実施された自治会
活動調査（なんじょう地域デザインセンターが実施）の内容と連動させた。平成 26 年度調査
で回答済みの自治会に対しては内容が重複しない調査票とし、加入率などデータの更新が必
要な設問をたずねた。そのため、以下に整理する調査結果には、一部、平成 26 年度調査のデ
ータが含まれている。未回答の自治会に対しては、平成 26 年度調査と同じ内容を再度たずね
ている。今年度独自の設問として、自治会が抱える４つの大きな課題（土地、活動費、人、
情報発信）の有無をうかがい、課題を解決するために実施している取組や、興味がある、あ
るいは今後実施してみたいと考えている取組についてたずねた。
表 アンケート調査の概要
項目

内容

目的

本市の各自治会における自治会活動の実態及び今後の活性化への意向を把握し、地
域の拠点づくりを目指す「ムラヤー利活用戦略」の策定に向けた基礎データを収集するこ
とを目的とする。

対象者

全自治会・団地（配布総数：72 件）

実施期間

平成 28 年６月３日（金）～９月 26 日（月）

調査方法

区長会で配布、FAX・メール・郵送・または持参で回収

回収率

97.2％（回収件数：70 件）

２）調査票
調査票は次のとおりである。平成 26 年度の調査に未回答の自治会は以下の３枚の設問表を
配布し、回答済みの自治会は上段の２枚のみを配布した。
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（２）調査結果
１）調査結果の概要
アンケート調査結果の概要は以下のとおりである。
表 アンケート調査の回答の傾向
回答の傾向

設問
自治会加入率

 回答した自治会のうち、市全体の自治会加入率は 73.4％である。
 加入率 50％に満たない自治会も、５区ある。

自治会の課題①
宅地に関する課題

 回答した自治会のうち 50.0％（33 区）が、宅地等に課題があると回答。
 解決策として、「空き家等の有効活用」や「宅地造成（農用地解除）」などに
関心を抱いている。
 すでに取組を実施している自治会も存在し、区出身者への格安での宅地提
供や、用途制限解除等が行われている。

自治会の課題②
活動費に関する課題

 回答者の 52.3％（34 区）が、活動費等に課題を抱えていると回答した。
 解決策として主に、「収益事業の強化」に関心を抱いている。
 軍用地収入がある自治会や、金属リサイクル等により収入を得るなどの取
組を実施している自治会もある。

自治会の課題③
人材に関する課題

 回答者の 61.5％（40 区）の自治会が、区長への負担の集中など人材等に
課題があると回答した。
 解決策として、「各種委員会の設置」や「複数名で区長の負担を分担」する
ことに関心を抱いている。
 すでに行事ごとの委員会設置に取り組んでいる自治会や、各団体による活
動が行われている自治会もみられる。

自治会の課題④
情報発信に関する課題

 回答者の 59.4％（38 区）が、情報発信等に課題を抱えていると回答。
 解決策として、「文書の活用」や「各種団体を通じた連絡」等に関心を抱い
ている。

自治会の課題⑤
その他

 自治会が抱えるその他の課題や、自治会として興味のある事柄として、「区
外転出の若年層の定住促進」や「農業や観光の振興」、「標識・道路整備」
などが挙げられた。
 育英会の設立や高齢者向け運動イベントに取り組む自治会もみられる。

自治会長の決定方法と
任期

 自治会長の任期は、ほとんどの自治会で１年ないし２年である。
 区長の決定方法は、多くの区で選挙制をとっている。

活動部会と公民館利用
状況

 「こども会」がない自治会が多くみられた。
 「南城市ムラヤー構想」の支援条件を満たす区は９区のみであった。

興味のある活動

 多くの自治会が、若者を地域活動へ巻き込むことに関心を抱いている。
 「健康づくり」、「伝統・文化・芸能」、「地域づくりの人材育成」、「防災」、「高
齢者の１人暮らしへの対応」について関心が高い。
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２）自治会加入率
 回答した自治会のうち、市全体における自治会加入率は、73.4％である。地区別にみると、知念
地区の 85.3％が最も高く、大里地区の 66.7％が最も低い。
 加入率が平均値（73.4％）を上回る自治会は、市全体で 46 区ある。一方、加入率が平均値を下
回る自治会は 19 区であり、うち 50％に満たない区が５区ある状況である。

表 地区別の自治会加入率
地域

全世帯数

加入世帯数

加入率

南城市全体

13,860世帯

10,174世帯

73.4%

佐敷地区

4,432世帯

3,255世帯

73.4%

知念地区

1,777世帯

1,515世帯

85.3%

玉城地区

3,393世帯

2,565世帯

75.6%

大里地区

4,258世帯

2,839世帯

66.7%

※加入世帯または分母世帯数が無回答の５区（志堅原、富里、古堅、目取真、稲福）を除いた 67 区の数値である。

表 市全体の加入率よりも加入率が高い自治会数・低い自治会数
加入率平均値未満の自治会数
地域
うち50％未満

平均値以上の
自治会数

南城市全体

19件

5件

46件

佐敷地区

4件

1件

12件

知念地区

1件

0件

11件

玉城地区

5件

1件

11件

大里地区

9件

3件

12件

加入率別の自治会数（地区別）
大里地区

3件

玉城地区 1件

6件

4件

11件

知念地区 1件

佐敷地区 1件
0件

50％未満

12件

11件

3件

12件
5件

10件

15件

加入率50％以上平均値未満の自治会数

~ 資料 4 ~

20件

25件

平均値以上の自治会数

３）自治会の課題
①宅地（人口対策には宅地が必要だが、区によっては新築できる土地がない）
 宅地等に関して課題があると回答した自治会は、市全体で 33 区であり、回答者のうち半数が課
題を抱えていることがうかがえる。
 課題解決に向けて興味のある・今後してみたい取組については、「空き家・空屋敷の有効活用」
（40.9％）と、「新たな宅地造成（農用地解除等）」（31.8％）と答えた割合が高く、次いで「現住宅
の３世代化」（18.2％）、「アパートの建設」（12.1％）となっている。
 佐敷を除く３地区において、回答者のうち半数以上が、宅地に関して課題を抱えていることがうか
がえる。

表 自治会の課題(宅地)
興味のある・今後してみたい取り組み
地域

課題があると回
新たな宅地造
答した自治会数 アパートの建設 空き家・空屋敷 現住宅の3世代 成(農用地解除 その他
の有効活用
化
等）
割合

割合

割合

割合

割合

割合

南城市全体

33件 50.0%

8件 12.1%

27件 40.9%

12件 18.2%

21件 31.8%

4件

6.1%

佐敷地区

4件 25.0%

2件 12.5%

7件 43.8%

2件 12.5%

2件 12.5%

0件

0.0%

知念地区

6件 60.0%

2件 20.0%

4件 40.0%

2件 20.0%

5件 50.0%

1件 10.0%

玉城地区

10件 58.8%

1件

5.9%

8件 47.1%

5件 29.4%

6件 35.3%

3件 17.6%

大里地区

13件 56.5%

3件 13.0%

8件 34.8%

3件 13.0%

8件 34.8%

0件

0.0%

※南城市全体の割合は、無回答を除いた 66 区を母数として算出している。
※各地区の割合は、それぞれの地区の自治会数から無回答を除いた件数を母数として算出。

〈既に地域で実施している取組〉

〈その他内容〉

区出身者へ宅地を格安で提供／２世帯・３世帯住
居の促進／空き家への勧誘・空地の開放／農地
見直しによる宅地造成／都市計画特定用途制限
の変更による住宅地開発など

若者が安心して楽しく暮らせる地域づくり／集道
（集落道）の整備

②活動費（自治会の活動費が必要だが、区費が高額だと加入しない世帯が増えるおそれがある）
 活動費に関して課題があると回答した自治会は、市全体で 34 区（52.3％）である。
 興味のある・今後してみたい取組については、「収益事業を強化する」が 32.3％と最も関心が高か
った。
 回答者のうち６割以上が問題を抱えていると回答した区は、玉城地区及び大里地区である。

~ 資料 5 ~

表 自治会の課題（活動費）
興味のある・今後してみたい取り組み
地域

課題があると回
答した自治会数 自治会会費の
値下げ
割合

南城市全体

34件 52.3%

佐敷地区

活動費と共益
費の区分

割合

収益事業を強
化する

割合

特産品などの
開発

割合

その他

割合

割合

9件 13.8%

7件 10.8%

21件 32.3%

11件 16.9%

6件 37.5%

1件

6.3%

2件 12.5%

5件 31.3%

3件 18.8%

2件 12.5%

知念地区

3件 30.0%

1件 10.0%

1件 10.0%

3件 30.0%

3件 30.0%

0件

0.0%

玉城地区

10件 62.5%

1件

1件

6.3%

7件 43.8%

3件 18.8%

1件

6.3%

大里地区

15件 65.2%

6件 26.1%

3件 13.0%

6件 26.1%

2件

3件 13.0%

6.3%

8.7%

6件

9.2%

※南城市全体の割合は、無回答を除いた 65 区を母数として算出している。
※各地区の割合は、それぞれの地区の自治会数から無回答を除いた件数を母数として算出。

〈既に地域で実施している取組〉

〈その他内容〉

アパートに住む区民の区費を低減／金属リサイク
ル資源の回収／自治会加入の呼びかけ／自治会
費の低減／区内事務所からの協賛金／軍用地料
など

副区長の新設／書記・会計の一体化

③人材（必要な自治会活動に対して、区長など一部の負担が大きい）
 回答者のうち 40 区（61.5％）の自治会が、人材について課題があると回答した。
 興味のある・今後してみたい取組について、関心が高い回答は「各種委員会をつくる・課題ごとに
役割分担を図る」（38.5％）、「複数名で区長の役割分担を図る」（23.1％）であった。
 知念地区を除く３地区において、回答者の６割以上が課題を抱えていると回答している。

表 自治会の課題（人材）
興味のある・今後してみたい取り組み

地域

各種委員会を
課題があると回
自治会でNPO
複数名で区長
答した自治会数 区長を専任制 の役割分担を つくる・課題ごと 法人を設立す
に役割分担を
にする
る
図る
図る
割合

割合

南城市全体

40件 61.5%

8件 12.3%

佐敷地区

9件 60.0%

0件

知念地区

5件 45.5%

玉城地区
大里地区

割合

割合

15件 23.1%

25件 38.5%

0.0%

3件 20.0%

2件 18.2%

12件 70.6%

1件

14件 63.6%

校区単位のコ
ミュニティに一
その他
部の役割を委
譲する

割合
4件

割合

割合

6.2%

1件

1.5%

6件

7件 46.7%

2件 13.3%

0件

0.0%

2件 13.3%

4件 36.4%

1件

9.1%

1件

9.1%

0件

0.0%

2件 18.2%

5.9%

4件 23.5%

7件 41.2%

1件

5.9%

1件

5.9%

0件

0.0%

5件 22.7%

4件 18.2%

10件 45.5%

0件

0.0%

0件

0.0%

2件

9.1%

※南城市全体の割合は、無回答を除いた 65 区を母数として算出している。
※各地区の割合は、それぞれの地区の自治会数から無回答を除いた件数を母数として算出。
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9.2%

〈既に地域で実施している取組〉

〈その他内容〉

公民館行事の促進／役員や委員会との連携／サ
ークル活動の促進／地域団体による美化活動／
行事毎の委員会設置／青年会 OB によるイベント
の実施など

書記・会計を専任制にする

④情報発信（自治会活性化のためには情報発信が必要）
 回答者のうち、38 区（59.4％）の自治会が情報発信について課題があると回答した。
 興味のある・今後してみたい取組については、「文書の活用（自治会だよりなど）」（32.8％）、「各
種団体（サークル・青年会等）を通してのお知らせ」（26.6％）の順となっている。

表 自治会の課題（情報発信）
興味のある・今後してみたい取り組み

地域

課題があると回
文書の活用
インターネット
答した自治会数 区内放送の活 （自治会だより （ブログ・SNS）
用
など）
活用
割合

割合

割合

各種団体
メディアの活用 （サークル・青
その他
(新聞・テレビ） 年会等）を通し
てのお知らせ

割合

割合

割合

割合

南城市全体

38件 59.4%

16件 25.0%

21件 32.8%

4件

6.3%

1件

1.6%

17件 26.6%

5件

7.8%

佐敷地区

9件 60.0%

4件 26.7%

5件 33.3%

0件

0.0%

1件

6.7%

5件 33.3%

0件

0.0%

知念地区

4件 36.4%

4件 36.4%

2件 18.2%

1件

9.1%

0件

0.0%

0件

0件

0.0%

玉城地区

10件 66.7%

1件

6.7%

6件 40.0%

2件 13.3%

0件

0.0%

5件 33.3%

2件 13.3%

大里地区

15件 65.2%

7件 30.4%

8件 34.8%

1件

0件

0.0%

7件 30.4%

3件 13.0%

4.3%

0.0%

※南城市全体の割合は、無回答を除いた 64 区を母数として算出している。
※各地区の割合は、それぞれの地区の自治会数から無回答を除いた件数を母数として算出。

〈既に地域で実施している取組〉

〈その他内容〉

区の広報による情報発信／区内放送の活用／区
長による住民宅訪問／自治会加入促進／各種団
体を通じた連絡／各班の班長へ公文書配布など

広報内容の充実をはかる

⑤その他の自治会の課題
 その他、自治会が抱える課題として、下記のような問題や興味、取組状況が挙げられた。

〈既に地域で実施している取組〉

〈課題・興味のあること〉

新規転入者への自治会加入促進／育英会の設
立／高齢者向けの運動イベントの実施など

区規約の改定／区外転出の若年層の定住促進
／農業振興・後継者育成／観光振興／標識・道
路整備／各団体におけるリーダーの必要性など
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４）自治会長の決定方法と任期
 自治会長の任期については、ほとんどの自治会で１年ないし２年という回答であった（１年間
61.4％、２年間 30.0％）。また、任期が決まっていない区も若干ではあるが存在する。回答者のう
ち 45.7％の自治会で副会長を設置している。
 決定方法については、多くの区で「選挙」（67.1％）制となっており、次いで「輪番制」（15.7％）であ
る。その他の方法としては、立候補、推薦などが挙げられた。

図 自治会長の決定方法と任期

自治会長の任期
（南城市全体）
その他
2.9%

２年間
30.0%

無回答
5.7%

１年間
61.4%

副会長がいる自治会
（南城市全体）

自治会長の決定方法
（南城市全体）
無回答
8.6%
その他
10.0%

無回答
5.7%

無し
45.7%

輪番制
15.7%

有り
48.6%
選挙
67.1%

※本項目は、本アンケート調査及び平成 26 年度に実施したアンケート調査の結果をもとに集計。
※南城市全体の割合は、回収した 70 区を母数として算出。

５）活動部会と公民館の利用状況
 区内の部会については、「老人会」がある自治会が全体の 75％と最も多い。次いで「女性部（婦
人会）」（53％）、「青年会」（53％）となっており、最も少ないのは「こども会」の 37％である。
 「こども会」がある自治会の割合が高い地区は玉城地区であり、割合の低い地区は知念地区であ
った。
 「南城市ムラヤー構想」の支援条件に該当する４つの部会全てがある自治会は、全体の 13.2％
の９区のみであった（玉城地区８区、大里地区１区）。「こども会」があれば条件を満たす区は 15
区あり、「青年会」があれば条件を満たす区は６区となっている。
 活動している部会が１つのみの自治会は全体の 25.0％に相当する 17 区あり、そのうち「老人会」
のみがある自治会は９区、次いで「婦人会」のみ、または「青年会」のみが３区となっている。団地
等からなる自治会については、「こども会」や「青年会」しかない区も数区みられた。
 自治会やＰＴＡ以外の活動部会がない自治会も数区みられた。
 活動している部会のうち、多くの部会が公民館を利用している。
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図 部会別の自治会の割合（地区別）

部会別の自治会の割合（地区別）
(89%)

100%

94%

90%
80%
70%
60%

(67%)

(72%)

(75%)

83%

78%

(68%)

75%

(58%) (56%)

73%

(56%)

(72%)

(46%)

56%

75%

53%

67% 67%

50%

(31%)

38%

40%

(50%)

30%

50% (33%)
42%

(31%)
(43%)

53%

(27%)

37%
(32%)

45%

41%

(13%) (17%)

19% 17%

20%

(23%)

23%

10%
0%

老人会

女性部(婦人会）

佐敷地区

知念地区

青年会

玉城地区

こども会

大里地区

南城市全体

※（ ）内の数字は、公民館を使用している部会の割合。
※本項目は、本アンケート調査及び平成 26 年度に実施したアンケート調査の結果をもとに集計。
※南城市全体の割合は、無回答を除いた 68 区を母数として算出。
※各地区の割合は、それぞれの地区の自治会数から無回答を除いた件数を母数として算出。

図 部会数別の自治会数（地区別）

部会数別の自治会数（地区別）
４部会

1件 （13.2％）

8件

（33.8％）

３部会

4件

２部会

4件

１部会

6件

０部会

2件 1件
0件

6件

2件

6件

4件

3件

6件

7件

（19.1％）

6件

1件

（25.0％）

（8.8％）

5件

佐敷地区
※（ ）内の割合は、全体の割合。

10件

知念地区

15件

玉城地区

20件

25件

大里地区

※本項目は、本アンケート調査及び平成 26 年度に実施したアンケート調査の結果をもとに集計。
※全体の割合は、部会数別の自治会数を回答のあった市全体の自治会数で割ったものである。無回答を除いた 68 区を母
数として算出。
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６）興味のある活動
 回答者のうち、今後興味のある活動については、「若者の地域活動への巻き込み」（72.3％）が最
も高く、次いで「健康づくり」と「伝統・文化・芸能」が（53.8％）、「地域づくりの人材育成」（49.2％）、
「防災」と「高齢者の１人暮らしへの対応」が（47.7％）、となっている。

図 興味のある活動

興味のある活動（南城市全体）
80.0%

72.3%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

53.8%
47.7%

53.8%

49.2%

47.7%

46.2%

41.5%
30.8%
24.6%

24.6%

23.1%

20.0%

9.2%

10.0%
0.0%

※本項目は、本アンケート調査及び平成 26 年度に実施したアンケート調査の結果をもとに集計。
※割合は、無回答を除いた 65 区を母数として算出。
※各地区の割合は、それぞれの地区の自治会数から無回答を除いた件数を母数として算出。
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２．庁内関係課等ヒアリング調査議事録
（１）ヒアリング調査の概要
市がこれまで自治会や各ムラヤーを舞台として実施してきた事業等を把握するため、庁内
関係課や関連団体を対象にヒアリング調査を行った。ヒアリング調査は、各課の事業実施に
おける自治会との関わり方や、自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見及びアイ
ディアについて、意見交換するかたちで実施した。
なお、ヒアリング調査の際には、各課及び関連団体が平成 23 年度から平成 27 年度にかけ
て実施した、自治会を対象にした事業等についてもうかがった。この事業一覧については本
編第３章において整理しているため、そちらを参照されたい。ここではヒアリングの議事録
を整理する。
表 ヒアリング対象者一覧
日時
平成 28 年７月１日（金）

対象者
教育総務課、教育指導課、教育施設課
文化課、生涯学習課

平成 28 年７月４日（月）

都市建設課、施設整備課
産業振興課、田園整備課、農業委員会

平成 28 年７月６日（水）

社会福祉課、児童家庭課
水道課、下水道課
南城市観光協会

平成 28 年７月 12 日（火）

南城市社会福祉協議会、生きがい推進課
生活環境課、健康増進課
総務課

（２）ヒアリング調査記録
１）教育総務課、教育施設課、教育指導課
日 時

平成 28 年７月１日（金） 15:30～16:30

場 所

大里庁舎３階 西側会議室２

①実施事業について
 教育総務課は、地域や市民との直接的な関わりはない。（教育総務課）
 申請があれば区や地域団体に対してマイクロバスの貸出をすることはある。（教育総務課）
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 地域との関わり方は、施設建設のための用地選定説明会など。（教育施設課）

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 団塊の世代の掘り起こしができていないのではないかと感じている。市外に出た彼らが、定年後に
地域に戻ってきても、地域活動に入って行きづらいのではないか。
 戻ってきた人々に対する受け皿づくりが重要。
 一番の問題は、公民館が開放されていないこと。小さな区では、書記の給料が捻出できず、人が
常駐していないことが多い。お金がなくても工夫次第で公民館を常時開放することはできるはずで、
例えば高齢者が集まる場所として位置づけ、彼らにボランティア的に鍵の開け閉めや管理を担っ
てもらうことも考えられる。
 前川区では、定年後の教師や教職希望の学生がボランティアとして、夏休みに子どもたちに勉強
を教える取組を行っている。津波古などでも同様の取組があるようだ。南城市には４地区全てに教
師 OB 達を中心とした地域ボランティア組織がある。そことの連携も可能か。
 地域の自発性を育てることが重要だ。市内には、自発的に伝統芸能等を活かして地域活動を行
っている事例もある。

③その他
 学校との連携に関して、年間計画に入っていない飛び込みの行事は現場の先生方は嫌がる傾向
がある。年間計画を作成する１月には話を持ち込む必要がある。また、校長先生の方針によって
は、年間計画に含まれていなくても実施してくれる学校もあると思うので、そのようなところとうまく
連携できればよい。

２）産業振興課・田園整備課・農業委員会
日 時

平成 28 年７月４日（月） 16:30～17:30

場 所

玉城庁舎１階 相談室

①過年度事業について
「多面的機能支払交付金事業（旧農地・水管理保全事業）」（田園整備課）
 地域の農用地、その他農業関連施設（水路、農道）などを５年間の協定期間を通して保全管理
を行うための活動計画を策定するもの。平成 19～23 年度が第１期、平成 24 年度～28 年度が
第２期、第３期もある想定で事業を実施している。
 農村の景観保全や地域芸能の継承、地域コミュニティの場をつくることを目的に、今年度地域ワ
ークショップ等を行い、地域コミュニティを強化していきたいと考えている。
 土地改良区がある集落が対象となっている。

「水産品消費拡大及び買い物弱者支援事業」（産業振興課）
 知念漁業協同組合で水揚げされる水産品を移動販売により直接販売することで水産品の消費拡
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大を図り且つ日用品等も販売することで、近隣に買い物する場所がない「買い物弱者」を移動販
売により支援するもの。
 漁協が中心となっており、ミニデイに合わせて販売におもむいたり、電話で連絡があれば出かけて
いく方式。ただし、ミニデイの場合はミニデイ参加者の負担にならないよう配慮している。

緑の羽根関係事業（産業振興課）
 希望する区や学校に対して、苗木を配布している。冨祖崎や仲伊保が活発。

農村公園（産業振興課・田園整備課）
 土地改良事業で整備した農村公園は田園整備課から、構造改善事業で整備した農村公園は産
業振興課から、区へ指定管理を出している。受けていない区もある。

耕作放棄地等（農業委員会）
 耕作放棄地等についての情報はプライバシーであるため、ムラヤーや区を通して実施するような
活動はない。
 農業委員会は 11 名、最適化推進員が 13 名。従来、農業委員会は選挙で選定していたが、法
律改正により選挙ではなくなった。地域に密着して取り組む事業ではない。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 自治会を基盤にして生産法人をつくっている事例は、沖縄ではないだろう。国は集団営農という方
針を持っているが、沖縄では面積が足りなくて実施できない。
 農振農用地の宅地化は難しい。しかし、南城市は都市計画の網がほとんどかかっていないため、
農振農用地の網が外れていれば転用は可能である。しかし、新里地区において農振を外したが、
実際には宅地化していないようだ。

③その他
 南城市内の漁業組合は、知念漁協と佐敷・中城漁協の２つ。奥武漁協は任意団体。
 市内の漁港としては、海野・志喜屋・奥武・久高の４つがあり、海野は県管理で、残りは市が管理し
ている。
 農村漁村生活研究会に産業振興課から助成を出している。
 ６次産業化は法人が中心であり、区とは関係していない。
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３）都市建設課・施設整備課
日 時

平成 28 年７月４日（月） 15:00～16:00

場 所

玉城庁舎１階 相談室

①過年度事業について
道路・都市公園間（都市建設課）
 道路事業があるときや、災害対策・道路嵩上げ等についての説明会くらいしか接点がない。参加
者は基本的に利害関係者が中心となる。

景観計画（都市建設課）
 現在は重点地区の候補地を選定した段階で、詳しい調整や位置づけには進んでいない。
 ムラヤー事業の中で整理する自治会整理シートが活用できればと思う。

公民館整備（施設整備課）
 最近では、安座真、前川、知名の３箇所で、観光・災害拠点として公民館を整備している。しかし、
その後の利用の部分において、本当に観光目的で利用されているのかという点については、整備
課では把握していない。観光目的で整備されているので、民泊等での利用を促進していただきた
い。
 公民館整備の際には、地域で実行委員会を組織して、地域の意見を吸い上げる仕組みとなって
いる。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 ムラヤーの活用を促進するためには、遊びから入った方がよい。楽しいイメージがなくては、人は
集まらない。

③コミュニティビジネスについての意見等
 区外の人への空き家の貸出等も可能性があるのでは。沖縄では、仏壇が残っているため活用が
進まない面が大きい。
 業者さんが区内にいるような大きな集落であれば、公園の整備や清掃等についてシルバー人材
センターにお願いしている分を集落にお願いするということもできるかもしれない。

④その他
 整備目的にあった活用の部分については、原課でしっかりと計画してほしい。
 南城市では、空き家の活用よりも新築のニーズの方が多く、空き家活用については、具体的な計
画等は進めていない。
 旧大里村時代は、地域集落整備事業で整備された公民館は、利用状況を日報として整理してい
た。そのような整理をしているところもあれば、していないところもある。会計検査対策や今後の活
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用を促進する意味では、日報はぜひつけた方がよい。
 農村公園や地区公園のいくつかは、地域に管理を任せているものがあるはずだ。地域の要望を受
けて市が整備し、管理は地域にお願いする形だ。日常的な管理にかかる経費も地域で捻出しても
らい、フェンスの整備や老朽化した遊具の撤去等の費用が大きなものだけ要望を受けて市が担当
している。

４）文化課・生涯学習課
日 時

平成 28 年７月４日（月） 10:00～11:30

場 所

大里庁舎３階 西側会議室２

①過年度事業について
「出前講座」（生涯学習課）
 中央公民館の事業のひとつとして、「出前講座」を実施している。各自治会から希望を募り、年間
１～２自治会のムラヤーで子ども講座を実施するもので、手を挙げる自治会が複数ある場合は抽
選となる。
 毎年２～３自治会から応募があり、一度開催した地域からの応募もある。応募するかどうかはその
自治会の区長や PTA 会長の熱意に左右されるため、どこの自治会が活発とは一概にはいえな
い。
 当日の参加者は 20 人前後の参加である（想定内）。
 講師の調整等は中央公民館が行うため、地域には人集めの声かけ等をお願いしている。

「社会教育委託学級」（生涯学習課）
 自治会や子ども会、サークル等を対象に、講座開催を委託する。学級会員数 10 人以上の団体、
年間３回以上の講座を実施することが条件で、３万円の補助を与えるもの。講座内容・講師等は
受託団体の好きに設定してよい。
 年間 10 団体までの枠を確保しており、応募順に採用。応募は４月から 11 月までの期間があるが、
ここ２～３年は早い段階で枠がすべて埋まってしまう。
 区長名義での申請よりは、子ども会などの組織単位の申請が多い。
 人気があるため、今年度からは発展させて、子ども会対象の委託学級も検討している。

「南城市地域孫会議事業」（文化課）
 地域の歴史を三世代で語りあい、地域アイデンティティを刺激し、地域コミュニティの活性化に寄
与することを目的として実施するもの。
 各家庭に所在する古写真を活用し、現在と過去を、写真を通して語り合う取組を行った（委託事
業）。
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「文化遺産（グスク）めぐりコンサート事業」（文化課）
 地域に所在する拝所やグスクなどの文化遺産の地でコンサートを実施し、地域に残る文化遺産を
知るきっかけづくりを通して、地域の歴史・文化を学び、地域における活用を通した地域づくりの契
機となってもらうことを目的として実施するもの。
 シュガーホールも出前コンサート等を実施しているが、本事業は文化財の場に親しんでもらうことを
目的に実施している。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 元気な区かどうかは、区長や PTA 会長、子ども会会長などの熱意に左右されることが多い。
 小さな字では特に顕著だが、市内の区長の多くは仕事を持っているため、負担が大きい現状があ
る。しかし、公民館は本来「集会所」なので、区長中心というよりも、子ども会や青年会、婦人会な
どの区内の組織が、公民館を舞台に活発に活動していればよいのではないか。
 大里区は区長同士の連絡協議会があり、協議会の会長もいる。取りまとめる人がいることもあり、
他の地域よりも活発に情報交換ができているのではないか。
 垣花区では、区外に出た元区民に子どもができると、区の敬老会などとともに生子祝というお祝い
に参加する仕組みがある。綱引きなどの伝統行事や地域のイベントの際に、区外へ出た人々が参
加する仕組みがなくては、故郷という感覚を持ってもらえないのでは。
 伝統芸能や行事が地域の紐帯になっている側面は確かにあり、途絶えてしまった伝統芸能を復
活させることも必要だと思う。また、芸能がない自治会では何かを始めることが重要だ。
 ムラヤーを中心に地域がどう取り組むかによって、地域の横のつながりができる可能性もある。

③コミュニティビジネスについての意見等
 社会教育委託学級等の予算をもらって料理教室を開催し、プロの調理師等を呼んで郷土料理を
ベースにしたメニューを開発、それをもとに商売につなげるなどの可能性も考えられる。
 地域の問題は活動費がないことで、ほとんどの区は区費を活動費に充てている。一方、リサイクル
資源の回収で年間 20 万円ほどの収入があり、この収入を区の活動費として使用している自治会
もある。
 地代収入等がある自治会もあるが、ない区の方が創意工夫して自治会活動を活発に行っている
ところもある。

５）社会福祉課・児童家庭課
日 時

平成 28 年７月 6 日（水） 15:00～16:00

場 所

大里庁舎３階 講堂

①実施事業について
 生活保護受給者との対応は、ケースワーカーが個別で対応している（社会福祉課）。
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 市民との関わりは、施設整備を行う際に、隣接地主や自治会の区長に確認を取っている程度で
ある（児童家庭課）。
 民生委員がいない区では、保育所への入所を希望する自営業の家庭に、区長が勤労証明を与
えるよう、区長会において説明を行っている（児童家庭課）。

「貧困者の学習塾」（社会福祉課）
 生活保護を受給している家庭では、子どもが塾に通えない、学校の授業についていけていないな
どの傾向がみられる。各学校の近隣のムラヤーを活用して、貧困者を対象とした学習塾の取組を
行いたいと考えている。

「貧困者こども食堂」（社会福祉課）
 調理室を整備したムラヤーで、低所得者の貧困世帯の子どもを対象とした食事の提供を行う事
業に取り組みたい。現在このような取組は、社会福祉協議会によって、市内で唯一、新開区のひ
まわり児童館で行われている。各自治会が問題意識を持ち、対象となる子どもたちが歩いて通え
る距離のムラヤーに食事提供場所があることが好ましい。
 ２つの団地がある新開区は住宅密集地である。このような区をモデル地区的として「貧困者こども
食堂」の取組を行い、他地区への広がりを期待する。

「デイサービス」（社会福祉課）
 これまで社会福祉協議会が各自治会で行ってきたミニデイサービスを、今年度は各自治会で取り
組んでいけるように支援する予定である。一方、これらの取組を行う体制が整っている自治会と整
っていない自治会があるのが課題である。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 最近の子どもたちは、習い事や塾に通っているため、放課後にあまりムラヤーに集まらないようだ。
区長によっては、ムラヤーにおける子どもの事故を懸念して、ムラヤーの体育施設を開放していな
いところもみられる。子どもたちのムラヤーの利用促進について、区長の理解をどのように得られる
かが課題である。
 子どもの居場所づくりとしてムラヤーを活用し、竹とんぼなど昔のおもちゃを作れる地域の人たちに
先生になってもらうことで、世代間交流を図るのはどうか。
 国が進める子どもの居場所づくりに関する事業は、補助金で予算が組まれるため、監査に対応で
きる会計係がいる自治会であれば、取り組むことは可能である。

③コミュニティビジネスについての意見等
 多くの人が訪れている奥武観音堂の自主財源確保を目的として、ハートの形をしたご利益のある
商品を公民館で販売するのはどうか。
 つきしろ区のように、各自治会においても、自治会主催のフリーマーケットを行うとよい。
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 独居老人の安否確認や孤食対策を目的として、週に１回程度、ムラヤーにおいて独居老人を対
象に食事を提供する取組を行う。子どもの居場所づくりと関連づけてもよい。

④その他
南城市社会福祉協議会による貧困世帯の子どもを対象とした食事提供の取組について
 社会福祉協議会では、2016 年６月 28 日から、新開区のひまわり児童館において、貧困世代の
子どもを対象とした平日の食事提供の取組を行っている。７月 23 日からは土曜日も食事の提供
を行う。貧困世帯には、料理が苦手な親も多く、子どもに生活習慣を身につけるべく、児童館の調
理センターを使用した調理実習を行う予定である。現在、大学生ボランティアが４名登録してい
る。

６）水道課・下水道課
日 時

平成 28 年７月 6 日（水） 16:10～16:50

場 所

大里庁舎３階 講堂

①実施事業について
水道事業（水道課）
 市民との関わりとしては、断水工事の際の区長への説明や、用地関係の説明会を行うくらいであ
る。
 水道課では管理していないが、区が運営する簡易水道がある区もある（當山、屋嘉部、垣花、前
川、富里など）。特に垣花区では、上水道の契約を行っていない世帯が 25 世帯あるほど、簡易水
道が活用されている。

下水道事業（下水道課）
 区との関わりとしては、下水道工事などに伴う道路の迂回路を住民に周知するため、地域への説
明会を行うことはある。
 下水道に流してよいものと流していけないものに関して、市の広報によって市民へ周知している。
また、市の嘱託職員である下水道の接続推進員が、未接続の世帯を訪問する（年２回）など、接
続率向上のための取組を行っている。
 今年度は、つきしろ区を対象に、下水道長寿命化工事の住民説明会を行う。この事業は、下水
道管の取替えや改修の必要性を調査するものである。これらの調査は専門の会社が行っているも
のであり、自治会にその役割を担ってもらうのは難しい。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 少子高齢化に加え、最近の若い人たちは、集落外でアパートを借りる傾向がみられる。そのため、
地域の各団体の活動が停滞し、ムラヤーでの活動も少なくなってきている実感がある。どうやって、
若い人も含めて人を集められるかが課題である。

~ 資料 18 ~

 地域の人材育成や、地域間での横のつながりをつくることが大切である。

③コミュニティビジネスについての意見等
 本土では、排水処理施設の上屋がなく公園として使用できる場合、地域に管理運営を任せている
こともあるが、南城市では水道局の事業として実施しているので、地域に協力してもらうことはな
い。
 現在、水道メーターの検針は、個人に業務を委託している。市の 70 もある自治会との事務連絡
や、自治会分のメーター検針器の確保、使用方法の引継ぎなど、メーター検針を区へ委託するに
は、難しい点がいくつかみられる。
 分解した機材を分類する作業を区民に委託することで、利益の一部を区に還元するようなことは
考えられる。
 配水池の清掃等は区で実施できる可能性がある。現在はシルバーさんに委託している。

④その他
 各部落の祭祀場所の整備予算を区の予算で確保すべきである。集落のほとんどの拝所は、山の
中にあり、子どもも行きやすいように整備を行う必要がある。

７）南城市観光協会
日 時

平成 28 年７月 12 日（火） 11:00～12:00

場 所

がんじゅう駅なんじょう

①実施事業について（ナイトツーリズム）
 ナイトツーリズムは、民泊は安全上の問題で受け入れられないが、交流は好き・したいという区のた
めに、平成 25 年度に補助金をもらってモニターツアーを実施した。これが好評で、現在口コミを中
心に人気が広がっている。
 市内の公民館のなかには観光拠点として整備されているものもあり、これを実現するために観光
活用していきたいという意向もある。
 参加費は１人 6,000 円で、料理をする人 2,500 円／芸能を披露する人 1,500 円／残りを観光協
会と旅行社が折半する形となっている。（受入人数×上記金額）÷関わった人数が、手元に落ち
る金額となる。
 １人 6,000 円という金額は、商品としては高めかもしれないが、将来的にはもっと高く設定したいと
考えている。安く売るのではなく、価値を理解してお金を出せる人をターゲットとしたい。
 大手旅行会社からも話はあるが、受け入れキャパシティがないため断っている状況だ。
 現在の受け入れ地区は、観光協会がネットワークを持っている地域や、手を上げた地区だ。受け
入れ民家も、元区長や元団体役員などが中心となっている。今後は地域の声を聞きながら、さら
に受け入れ地区・民家を増やしたい。
 月２回程度の受け入れが、地域も疲弊せず商品としても成り立つ適切な頻度ではないか。
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 受け入れ地域にとっても、家族が集まる機会となるし、交流も楽しんでいるようだ。
 しかし、手元に入る金額よりもサービスしすぎてしまうという問題もある。採算を度外視したり、家に
よって食事内容等に差が出たりしてしまうため、材料費はこれくらいでという基準を設けたり、アタイ
グヮーで育てた野菜を使用するようお願いしたりしている。
 今後はユインチホテル南城など市内の宿泊業者との連携も考えている。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 公民館が、人が集まる場所という本来の姿を取り戻す必要がある。
 南城市では伝統芸能をベースにコミュニティが保たれているという側面が確かにあるが、スポーツ
など、芸能ができない人でも参加できる仕組みが必要だ。
 中学生～高校生までは、地域で活動する組織や場がない。また、部活等が始まると、公民館より
も学校が生活の中心となる。この期間に地域と関われないことで、戻って来づらくなるのではない
か。
 市外に出た市民が戻ってくるにあたって、問題は仕事だろう。例えば妻がパートや契約社員だった
場合、移住することで仕事を失う可能性があり、リスクは大きい。

③コミュニティビジネスについての意見等
 小谷まーいは、観光協会にも相談があったが、商品として売るためにはまだ改善が必要だと考え
ている。
 ナイトツーリズムのようなコミュニティビジネスを実施するにあたって、地域と旅行社が直接交渉・
連携することは難しいだろう（地域が疲弊してしまう）。観光協会のような、間に入ってワンクッション
となる組織や人が必要だ。
 地域の受け入れ体制をつくるときには、コーディネーターが必要である。そのような人材育成も重
要だ。
 コミュニティビジネスは、一度モデル的に実施したとしても、その後改善を加えながら継続していくこ
とが必要である。その際、区長が１年交替のため、成功経験やノウハウが引き継がれないことが課
題となる。
 地域には地域の体力やバランスがある。これを崩しては、成り立たない。

④その他
 古堅区は、青年会を復活させた。現在の区長は、１年交替ではなく継続して地域活動を実施する
つもり。よいことだが、将来的には、次の担い手が現れにくくなるかもしれないという懸念もある。
 南風原区もオープンガーデン等、地域にキーパーソンがいる。
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８）南城市社会福祉協議会・生きがい推進課
日 時

平成 28 年７月 12 日（火） 13:30～14:30

場 所

保健福祉センター

①過年度事業について
「南城市地域ふれあいミニデイサービス事業」（生きがい推進課・社会福祉協議会）
 家に閉じこもりがちな高齢者を対象に、レクリエーションや体操を実施し、高齢者の交流の促進、
生きがいづくりを図ることを目的に実施している。
 社協が生きがい推進課から委託を受け、63 自治会で実施中。ミニデイはレクやゲームをメインとし
ているが、富里と親慶原は運動中心のミニデイを実施している。
 つきしろ、大里グリーンタウン、久高は、自治会が自主的に開催している。
 月１回では少ないという意見をいただくが、ミニデイの開催はボランティアさんに頼っている部分が
大きく、回数を増やすことは難しい。しかし、地域にとってもいつまでも上げ膳据え膳状態でいること
は好ましくなく、地域でできることは地域でできるようになってもらいたい。そのため、職員の派遣時
間を限定し、職員がいない時間は参加者に自主的に動いてもらう方向に切り替えている。参加者
の意識も変わってきたようだ。

「高齢者筋力向上トレーニング事業」（生きがい推進課）
 比較的元気な高齢者を対象に、ストレッチや運動機器を活用し身体機能の維持・向上を図るもの。
要望があった地域で実施している。
 本来、社会福祉協議会に通ってもらいたいが、社協までは通えない、公民館なら通えるという住
民のために３か月限定で実施している。

②自治会活性化・コミュニティ力強化について
 ミニデイ等の福祉事業のボランティアの負担を軽減するために、ボランティアポイント制度（１時間
１ポイント＝100 円）を実施している。しかし、ボランティアさんのなかには、ポイントのためにボラン
ティアをしているわけではないと快く思わない人もいる。地域にポイントを与える形ができればよい。
ボランティアポイント制度は、財源の問題で全市的な取組とはなっていない。
 ムラヤーの活用というが、地域の公民館が地域住民の目の届きにくい場所にある地区もある。そ
のような地区では、公民館を開放すると決めても、不良のたまり場にならないか、備品が盗まれな
いかという不安や課題が生じている。
 公民館にもう一度人を集めたい。公民館が使いにくい場所に立地している場合は、集落内の利用
しやすい場所にある空き家を活用することも考えられる。地域内の古民家を活用するための助成
があればよい。
 つきしろ区では、地域の人が本当にしてもらいたいことは何かという住民会議を開いたという。地域
に何が必要かを、地域住民自身に考えてもらうことが重要だ。
 子どもの交流は重要で、幼少のころから年上の子どもたちと遊ぶことで社会性や上下関係の在り
方について学ぶことができた。子どもたちが公民館に足を運ぶ機会がなくなっていることが課題で
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あり、人を集めるために公民館で学習塾等を開く取組はあり。
 自治会の加入率が低いという課題もあるが、地域のまつりやエイサーを機に子どもたちを取り込み
たいと考えている自治会も多いのではないか。
 区長が仕事を持っている人だと、なかなか地域活動を活発化させられない。区長への委託料に
ついてもう少し検討してもよいのではないか。

③その他
 隣近所の住人の顔を知っていれば、災害のときも命に係わる危機にまで発展しないのではと考え
ているが、実際は隣に誰が何人住んでいるのか分からないことも多い。
 要援護者の事業間の共有も必要。
 地域の認知症の方の見守りや対応について、講演等を開いてほしいという地域からのニーズもあ
る。
 生きがい推進課では、水道の検針の際に独居老人等の見守りも行う事業を実施している。
 高齢者ケアシステムの構築に取り組んでおり、まずは佐敷地区をモデルに区長・民生委員・ボラン
ティア等からなるケア会議を実施していく予定だ。15 年スパンで第三層（第一層：市／第二層：地
区（４地区＋久高）／第三層：字）まで持っていきたい。

９）健康増進課、生活環境課
日 時

平成 28 年７月 12 日（火） 15:00～16:00

場 所

大里庁舎３階 講堂

①実施事業について
「健康づくり支援調査検証事業」（健康増進課）
 自治会で実施した健康に関する講演会等について、講師への報償費を助成するもの。
 実施自治会は、申し込みがあった自治会であるため、参加人数は多く、30～50 人くらいとなって
いる。予算よりも実施回数は少ない。
 沖縄県の平均寿命は年々悪くなっており（南城市は県平均から比較すれば良い方である）、遠く
ない将来、男女ともワースト１になってしまうのではないか。そのためにも、一括交付金が終了した
後も各区で健康づくりの取組が必要であるが、70 もの自治会に対して、一般財源による実施は難
しい。また、職員の数等の問題もある。
 地域の健康づくりや国保の低減に向けて、市民全体が健康に関心を持つことが重要であり、将来
的には自治会が自主的に健康づくり活動を実施してほしい。

その他、健康づくり関係事業（健康増進課）
 現在、健康診断は地区の保健センターで実施しているが、健診の受診率が低い区に対しては、区
で健診を実施しないか声かけすることもある。しかし、受け入れるかどうかはそのときの区長によっ
て違う。
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 健康づくり推進員連絡協議会があり、健康づくり推進員を置いている地区が６区ある。そこは健康
づくりについて意欲的だ。
 健康への意識醸成に向けて、検診受診率を字別に競わせることもしているが、賞を取るところは
毎年似たような自治会だ。他の地区は諦めてしまっている現状がある。

生活環境関係事業（生活環境課）
 狂犬病予防注射は、ムラヤーの軒下を利用させてもらい、狂犬病予防注射を実施しているもの。
河川浄化（ＥＭ菌）は、雄飛川上流の区に対して、EM 菌（環境に悪いとされる米のとぎ汁に混ぜて
流す）を配布するもの。どちらもムラヤーの活用という面からはあまり該当しない。
 各地区にはクリーン指導員がいて清掃活動等を行っているが、基本的に区長がクリーン指導員と
なる。区長は毎年変わる区もあるため、活動の継続性がないことが課題である。
 交通安全運動のために、のぼりや防止、旗等を各区に配布している。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 健康づくりの講演会でも、自治会長が忙しい方だと積極的でないことも多い。区長の意識改革が
必要だ。
 仕事をしながら区長をしている区は動きが悪い傾向がある。
 軍用地収入がある自治会は、かえって新住民を拒むことがあり、注意が必要。

10）総務課
日 時

平成 28 年７月 12 日（火） 17:00～18:00

場 所

玉城庁舎１階 相談室

①実施事業について
防災関係事業
 自主防災組織は、現在市内では７箇所が設置している（佐敷：仲伊保、冨祖崎、新開／玉城：奥
武、愛地、前川／大里：島袋）。市としては、いずれ全自治会で組織を立ち上げて欲しいと考えて
いる。
 自主防災組織設立の際には、必要な設備類を整備する費用として 15 万円の助成がある。
 自然体の防災意識の高揚が必要で、そのための仕掛けとしてムラヤーを活用した防災訓練等が
できればよい。

②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 アパートや貸家等の流動的な層に対して、無理に自治会加入を促す必要はないのでは。船越区
では、自治会加入が無理なら、ワンコイン程度の協力費をお願いしている。このような自治会に加
入していない世帯の子どもでも、自治会活動への参加は歓迎する。そうすることで、彼らもムラヤ
ーが地域の中心だと理解していく。
~ 資料 23 ~

 小学生や自治会未加入のアパート住民等も交えて、地域の防災マップを作成する取組を考えて
いる。危険な箇所や避難場所などを確認しながら、自分の住む地域について知ることができる。
 多くの自治会において、会長は１年で交替してしまうが、区の行事は継続して実施できている。区
民全体が行事の流れやスケジュールを共有しているからだ。コミュニティ力強化のための新しい事
業等も、その流れのなかにうまく組み込み、区民全体がマニュアル等を共有できれば、継続して
実施できる可能性がある。

③その他
 「地域担当職員」という取組ができないか。例えば、市からの助成を受けるときでも、職員が関わっ
ている地域とそうでない地域とで活動に差があるのが現状だ。職員が住んでいる地域や出身地に
ついて、担当職員として入っていく仕組みがあると面白い。居住地や地域活動への関わり方等に
ついて、職員アンケートを取ってみても面白いのではないか。
 例えば現在も区民運動会を実施している区があり、かつては実施していたが現在は実施していな
い区もある。この差が何によって生まれたのか（人口減少なのか、その他の要因なのか etc.）は興
味深い。
 南城市が自治基本条例を制定していないのは、形骸化させたくないからだ。まずは地域力を高め
る取組が必要。

 もともと地域力が高い区としては奥武区がある。区長が変わっても、地域力の高さが変わらない区
だ。近年まとまってきた区としては、つきしろ区がある。

11）南城市商工会
日 時

平成 28 年７月 13 日（水） 10:00～11:00

場 所

南城市商工会

①実施事業について
「まちあるき」（小谷まーいなど）
 最初は工芸関係を活用して何かできないかという相談があり、工芸関係の助成金をとって事業を
実施した。その後、小谷ではバーキとまちあるきを支援するという方向が位置づけられ、事業が継
続している。
 商工会の事業としてはビジネスにつなげるという大前提があるが、地域で体制を確立していく段階
ではビジネス色は少し薄めていく配慮も必要か。
 スクガー（底川）まーいは、スクガーを守る会という有志が実施している。歴史文化をテーマにした
まちあるきで、コアな層をターゲットにした商品として開発した。
 バーキの里うくく会は、商工会から区へお金を支払うことができなかったために立ち上げてもらった
会であるが、ウチナー紀聞に取り上げられるなど、本人たちも気に入って活動の中心となってい
る。
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②自治会活性化・コミュニティ力強化に向けての意見等
 思いつきの意見だが、子どもたちが公民館に集まるための仕掛けとして、フリーWi-Fi の設置や、冷
水機を導入するといった方法もあるのではないか。
 今後は、ハードに対する補助金は検討した方がよい。貴重品が公民館に置かれるようになると、盗
難防止に鍵をかけるなど、ますます開放されなくなってしまう。
 県内における自治会活性化の成功事例としては、国頭村与那が参考になるのではないか。

③コミュニティビジネスについての意見等
 まちあるきに関しては、マップを作成しただけで終わってしまった地域もある。このようなコミュニティ
ビジネスへの支援は、休みなしでプライベートを全てつぎ込むくらいの支援が必要であるが、それで
も１～２箇所しかできなかった。難しい取組である。
 うまく取組できている地域を重点的に支援し、好事例をつくることが重要だと思う。それをみて、他
の地域からも手があがるかもしれない。
 地域で儲ける仕組みには、問題が多すぎると感じている。まちあるきなどは、ボランティアやホスピ
タリティの気持ちで取り組むべきだと考える人もいる。ビジネスには、儲ける部門と設けない部門が
あり（ディズニーランドなども、入場料ではなく飲食料で利益を出している）、まちあるきに関しても、
まちあるきへの参加料ではなく、まちに来てもらい、そこでお金を落としてもらう仕組みへ変えていく
ことも考えられる。

④その他
 南部東道路の完成後は、どのように人口が推移するのか。
 商工会は、一般への周知・広報が苦手な分野である。役所等と連携して事業が実施できればよ
い。
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３．各種会議における本業務への意見の整理
（１）各種会議の概要
「ムラヤー（小さな拠点）活性化による地域のきずな創出事業」においては、ムラヤーを
拠点とした地域づくりの推進にかかる各事業の円滑な連携を図るため、２つの意見交換の場
を設けている。ひとつが、南城市区長会役員等からなる「区長・自治会長連絡会」であり、
もうひとつが外部有識者等から組織された「ムラヤー活性化推進委員会」である。各会議の
委員等については、本編の第１章に整理している。
ここでは、２つの会議で出された本業務に関係する意見を抜粋して整理する。

（２）区長・自治会長連絡会の主な意見
１）第１回
平成 28 年７月 21 日に開催された第１回区長・自治会長連絡会における主な意見は以下の
とおりである。
表 第１回区長・自治会長連絡会の主な意見
分野

内容

地域づくりに必要
な支援について

 若者の定住促進が大切ではないか。定住者に向けた手厚いサービスを検討した
ほうがよい。
 クーラー代の補助（夏場だけでも）があるとありがたい。
 人口・役員体制など、行政による自治会診断を取り入れてほしい。
 同近居で戻ってくる人のための予算・補助があるとよい。

地域での悩み、課
題について

 再生できない空き家、空き屋敷対策が悩みである。予算や手当がほしい。
 市の財源が縮小し、住民サービスが低下していくとはどういうことか？ 具体的に
は何が低下し、地域に何を期待しているのか漠然としていてわからない。ムラヤ
ー活用だけでは足りない。
 過疎化が進む地域と、人口が増えている地域では課題も違う。若者たちも生活
苦で時間がない。

その他

 福祉や環境面でなら、地域でできることがあるように思える。

２）第２回
平成 28 年 11 月 17 日に開催された第２回区長・自治会長連絡会における主な意見は、次
のとおりである。

~ 資料 26 ~

表 第２回区長・自治会長連絡会の主な意見
分野

内容

自治会分類につ
いて

 減っているからといって、中小規模まったりタイプに入れられるのも違和感があ
る。「まったり」は、なじみがないので、イメージしやすい言葉がよい。
 人口が減っているから活発ではないという表現は、いかがなものか。人口が減っ
ていても活発な地域もある。
 中小規模元気タイプでは、高齢化率 20％以上とあるが、中小規模まったりタイ
プでは、21％と違う数値が使われている。定量的に分類するのであれば、ひとつ
の方がいい。
 人口減少は単年度の比較ではなく、毎年の人口数値や平均数値を用いて傾向
を算出したほうがよい。
 自治会は戸数が実態をあらわしている。人口でも世帯でもギャップが起こる。注
釈が必要だろう。

コミュニティビジネ
スについて

 観光客の集客窓口や、どう人を呼ぶのかという仕組み、観光協会が実施してい
るナイトツーリズムのシステムが分かるような研修の方がよいと思う。
 まずは、予備知識として県内の身近な事例で、地元にしかわからない情報収集
も大切である。
 コミュニティビジネスのための人材育成等は、商工観光課も勉強会として同じよう
な取組を行っている。連携して行ったほうがよい。

３）第３回
平成 29 年１月 19 日に開催された第３回区長・自治会長連絡会における主な意見は以下の
とおりである。
表 第３回区長・自治会長連絡会の主な意見
分野

内容

ムラヤー利活用
戦略計画について

 取組みは、ある程度、地道にやる必要性がある。長期スパンで考え、成功するた
めに行政と区で密に話し合い、区の意見の拾い出しもこまめに行うべき。継続し
た取組は、数年で交代する区長で行うのは難しいため、別組織で人材を育成
し、字や行政でサポートする体制を取るほうがよい。
 別組織を立ち上げるなら、区・自治会内部において、「どのような組織ができ、ど
のような資源が活用できるのか？」を、区民を含めて考えていく必要がある。引き
継ぐ際の資料は、行政やデザインセンターでサポートし、共有できればよい。
 横の連携（隣区・自治会）を強化しなければ、農業などを活用して字に還元して
いく施策は難しいので、連携できる方法を検討してほしい。
 戦略には、「既存の取組を重視しながら、さらに充実させる新たな取組」の視点も
大切。また、副区長制度を活用している自治会もあるが、地区によって体制の状
況が異なるので、そこを踏まえた役割分担、組織改革を進める視点も必要。
 市の戦略や計画ついては、次年度からの２～３年は下地づくり、今年度はそのた
めの情報収集等の段階である。そのことを区民に対しきちんと説明することが大
切であり、そのときに、分かりやすい説明資料がある方がいい。
 コミュニティビジネスには各地域差はあるが、他から見ると活用できそうな資源を
持つ場所もあるので、地域のよさを見抜いてアドバイスを頂きたい。

次年度以降の取
組について

 コミュニティビジネスについて、商工会・観光協会等がすでに取り組んで事業化さ
れていることを、区・自治会にきちんと伝わるような取組が必要。
 PTA は地域にとっても大切なので、学校とも連携した取組を行ってほしい。
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（３）ムラヤー活性化推進委員会の主な意見
１）第１回
平成 28 年９月２日に開催された第１回ムラヤー活性化推進委員会における主な意見は、以
下のとおりである。
表 第１回ムラヤー活性化推進委員会の主な意見
分野

内容

事業目的等につ
いての意見交換

 昔は、地域にまちやぐゎーがあり、近所の人が顔を合わせていた。今は、隣同士
顔を合わせず過ごせ、仕事は地元にない為に那覇まで行き、さらに地域活動とは
考えにくい状況もある。経済を地元で回す仕組みができれば、歯車が変わる。地
域に買う場所、仕事などあれば集まりができ、自然とボランティアにもつながる。
 地域の活性化とは、地域住民が主体で考え動くことで、成り立つものである。
 様々な会議に参加する機会があるが、類似している会議も多く、横の連携が上
手くいっていないために、資料の共有もなされていない。その為、別の課の状況を
把握しておらず、会議の日程がかぶってしまうこともあり、その辺を改善して共有し
て行くべきだと思う。
 70 自治会が実際どういった現状なのか、何があるのか詳しく把握した方がよい。
把握しないことには、アドバイスもできないのではないだろうか。
 それぞれの地域で一番盛り上がっている強みを伸ばしていく方向もあるので、実
情を整理するのは大切。
 ２年目になるが５社連携して（観光協会、商工会、イーストホームタウン、ストリズ
ム、南城市観光商工課）事業をスタートしている。その際、似たような事業が、上
手くつながらない課題があがり、観光に関する部署を集め、30 名ほどの会開き、
組織化も視野に入れている。
 ふるさと伝統まつりが中学校で行われた。あの取り組みは非常によく、地域で伝
統芸能を学びきっかけにもなっている。きっと他の地区でも何か取り組みがあるは
ずだし、そういった事も調査し見せていくのもよいのではないかと思った。

２）第２回
平成 28 年 11 月 28 日に開催された第２回ムラヤー活性化推進委員会における主な意見は、
以下のとおりである。
表 第２回ムラヤー活性化推進委員会の主な意見
分野

内容

自治会の分類に
ついて

 自治会の分類は、世帯数と高齢化率等の指標を用いて、分布図を示せたほうが
わかりやすく把握できる。
 こういう分類されたと区民に説明しづらく、場合によっては区民のテンションをさげ
る可能性もある。
 紙に示された事と現状の違いを実際に自治会に確認し、直して出すことが重要。

戦略の体系・目標
の類型化について

 モデル地域をつくり、一点集中して成果を出したほうが周りも理解しやすいと思う。
 類型について、出口が６つにカテゴライズされてしまうのはよくない。分類でわけた
自治会のイメージが、そのまま類型の目標につながっている印象を受ける。
 あなたの地域はこういう地域だと当てはめすぎては、自治会のやる気を削いでしま
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分野

内容
わないか。
 現状維持型コミュニティの表現方法がよくない。

コミュニティビジネ
スについて

 お金を儲けるのがよくないという住民意識があるようにみえる。地域で説明すると
きは「ビジネス」という面をあまり押し出さないほうがよい。
 主体性をどう引き出すかが重要である。コミュニティ同士が情報を共有して、相
互に刺激しあう関係をつくらなくてはならない。

全体について

 急ぎすぎてはいけない。地域のペースやキャパシティを踏まえて、じっくりと時間を
かけて行うべきである。

３）第３回
平成 29 年２月９日に開催された第３回ムラヤー活性化推進委員会で出された主な意見は
下記のとおりである。
表 第３回ムラヤー活性化推進委員会の主な意見
分野

内容

コミュニティビジネ
スについて

 コミュニティビジネスの具体的な収益目標については、人件費等は勘案されてい
ないように思う。イメージとして示したということか。
 各自治会の収益性という意味では、この委員会のように事業の会場として各公民
館を活用することで、少しでも地域にお金が落ちる取組は重要だと思う。

全体について

 この資料はよくできているが、区長さんたち向けとは思えない。これを地域の人が
理解できるようマニュアルやパンフレットなどの形で落とし込むことが必要である。
 地域の公民館への AED の導入など、安心安全な地域コミュニティ機能の強化な
どの切り口から入ることが大切だと思う。最近では観光でも安心安全という部分が
求められている。
 区長たちが行動に移せる、動いてみようという気持ちになるための取組が必要。
危機管理という視点はよい視点なのではないか。
 今後は、ここに示した施策のなかから、アクションを起こす・起こしやすくしていくた
めの取捨選択が必要になる。

意見交換

 同じ南城市内でも地域が抱える課題は異なっているが、過疎地域の振興と、集
合住宅の人々の巻き込みの２つに集約していくのではないか。この２つでモデル
地域を選定し、成果を出せるとよい。
 今は地域にまちやぐゎーがなく、高齢者が地元で買い物できる仕組みが必要と感
じている。また、市内には飲食店が多く、まずは飲食店が元気になることで地域が
元気になる事例があると面白いだろう。
 外から入ってくる人々のニーズは、住みやすさや安心安全の部分だ。これを押し
出して、市民の 70～80％が救急蘇生法の講習を受けている、市民がどこに AED
があるか知っているなどをアピールする方法もある。市内には消防署もあるし自衛
隊基地もあり、連携できるのではないか。
 学生が地域に入る人材育成プログラムなど、南城市の課題解決に若い人たちの
アイディアを活かす取組も面白い。小中学生のキャリア教育と連携して、子どもの
頃から公民館があってよかったと思える活動をしたい。これを息の長い取組にし
ていく体制をつくることが大事。
 行政も地域と同じ目線で考えることが重要。「地域でやってください」だけではな
く、もっと密に地域に付き合って話し合うことが必要だ。互いが互いの立場を理解
しあいながら取組を進めていけたらと思う。
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４．事例調査における参加者の感想
（１）事例調査の概要
自治組織の運営や地域活性化、コミュニティビジネスの取組などにおいて、特に参考にな
ると考えられる徳島県美波町伊座利地区の「伊座利の未来を考える推進協議会」
、和歌山県田
辺市上秋津地区の「農業法人株式会社秋津野」
、岡山県美作市上山地区の「一般社団法人上山
集楽」
「NPO 法人英田上山棚田団」、広島県東広島市河内町小田地区の自治組織「共和の郷・
おだ」の４地域を選び、先進事例調査を実施した。
本事例調査は、地域のキーパーソン等の人材育成を兼ねており、事例調査メンバーには、
区長・自治会長や地域キーパーソン、事務局として、なんじょう地域デザインセンター、受
託者職員が参加している。
表 事例調査先一覧
調査先
①

伊座利の未来を考える推進協
議会

②

農業法人株式会社秋津野

③

一般社団法人上山集楽・
NPO 法人英田上山棚田団

④

自治組織「共和の郷・おだ」

所在地

日程

徳島県美波町伊座利
地区
和歌山県田辺市上秋
津地区
岡山県美作市上山地
区
広島県東広島市河内
町小田地区

平成 29 年２月 10 日（金）
09 時～11 時
平成 29 年２月 11 日（土）
08 時～09 時 30 分
平成 29 年２月 11 日（土）
16 時～19 時
平成 29 年２月 12 日（日）
13 時～15 時

ページ数
事例 14
p.108
事例 09
p.103
事例 12
p.106
事例 13
p.107

※ページ数は、本報告書における事例紹介の該当ページである。

（２）事例調査①（徳島～和歌山）の感想
１）伊座利の未来を考える推進協議会
項目

内容

参考になった・  人口減少、少子高齢化という地域課題を地域全員で共有したことで、住民の自治
意識を高めたところ。伊座利の応援団＝伊座利人として地域外のネットワークをつく
感銘を受けた点
ることにより、外部に住む者も伊座利の地域づくりに巻き込んでいた。
 女性の意見を聞き、女性が活躍できる場所をつくるなどして、地域づくりにうまく女性
を巻き込んでおり、それが外部から女性を呼び込む仕組みとなっている。
 何か新しい箱モノをつくるという発想ではなく、古くなったものをリノベーションし活用す
るなど、身の丈に合った地道な取組を実施している。
 危機感を持ちつつも、楽しくなければ人は集まらないし続かないということを理解して
いて、決して無理をしないスタンスが功を奏している。
 思い立ってから実現するまでのスピードが速く、意思決定と合意形成のシステムが効
率的で自治会ならではの身軽さを最大限に活かしていた。活動を継続することに重
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項目

内容
視しており、できることからやっていくという姿勢が成功の鍵だと感じた。
 会議や団体を発足するなどの形式的なことを行わず、「気づいたことは気づいた人
がやる」で取り組んでいるが、補助金を活用するときは規則や組織をつくっている。本
音と建前が上手く使い分けられている。
 受け入れ側が下手になっては、移住者だけのコミュニティが形成され、移住者と住
民に壁ができる。このようにならないために、伊座利では移住希望者に対して、面接
を行っている（面接では断った人が多い）。地域住民と移住者が対等な立場をつくっ
ていくために必要な取組である。

取り組むために  組織はあるが、中心となって動く人が限られているような感じがする。小規模な地域
では機能するかもしれないが、規模が大きくなると役割を与えてあげないと人材が育
改善が必要な点
たないような気がする。
自分の自治会や  女性を地域づくりに巻き込むために、企画段階から女性が参加できる環境をつくる。
南城市全体で活  地域課題やビジョンを明確にし、みんなで情報を共有。
かせそうな点
 無理をしない持続可能な地域づくり。
 伊座利では、選ばれる田舎を目指すために都市部で地域 PR を行い、地区出身者と
のつながりを深めた。南城市でも地域外に住んでいる出身者とのつながりを深めるこ
とで、後々の活動への協力を得られることができるのではないか。
 移住者向けの空き家活用。
 漁村留学制度の実施。久高や奥武などの地域で実践可能か。
全体の感想

 何か事業を進める際は、地域の人たちが常に情報を共有できる環境が必要であると
感じた。やはり地域の人々のコミュニケーションがよく取れている状態があると事業の
効果が出やすい。
 人と人とのつながりでできる活動の幅を広げている。地域内の資源は限りがあるが、
人とのつながりを広げていくことで、地域の魅力を広げていくことができる。

２）農業法人株式会社秋津野
項目

内容

参考になった・  コミュニティビジネスというリスクを伴う手法を用い、「失敗した時の責任は？」という
障害を、地域リーダーたちが自治活動とビジョンを示しクリアしてきた話はとても興味
感銘を受けた点
深かった。
 コミュニティビジネスもスモールスタートで発信し、課題をクリアしながら基盤を固めて
いる。課題を洗い出し、ビジョンをしっかりと設定し、先を見据えたスピーディーな取
組はとても参考になる。
 地域自らの手で地域の将来像を描くのは自治の原点であり理想的である。また、人
材育成を地域が行うなど、地域課題解決に向けより具体的な育成が行える。
 行政にただで何かを求めるのではなく、しっかり自分たちも負担しながらの協働が実
施できている。
 ひとつずつ積み上げていき、現在の規模に至っているので、強靭な足腰に仕上がっ
ている。
 子どもたちを巻き込みながら農業教育や農業体験を行っており、後継者育成と対外
的なカラーづくりに効果的であった。
 やりたいことをストックしておき、行政の取組と一致するものがあった場合にすぐに引
き出せるようにしている。行政や企業を引っ張る程のスピード感で取り組んでいる。
 地域資源の生かし方には地域外の人の視点が重要となる。
取り組むために  コミュニティビジネスとしてはよい例だが、事業規模が大きいため、地区ごとの取組で
の参考にするには難しい。
改善が必要な点
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項目

内容

自分の自治会や  農業などの地域資源を活用して収益を上げる事業は、南城市向けではないか。農
業について担当課と意見交換を行っていきたい。
南城市全体で活
 字有地などを活用した太陽光発電（売電）は可能ではないか。その場合イニシャル
かせそうな点
に対する補助を見つける必要がある。
 地域の宝を見極め、コミュニティビジネスの要素として絞り込むということ。
 ６次産業化は目的をもって、できることをしっかりやることが大事である。いきなり大き
いものに取り組むことや、造ることだけを考えていては失敗する。
 人とのつながり（最初は出身者）を増やしていくことで、地域産物を多くの人に届ける
仕組みをつくる。また地域産物を通して都市との交流を図ることもできる。
全体の感想

 長い時間をかけて失敗を繰り返しながら、流れを切らさずに組織の基盤をつくり上げ
るには、それを支える人の苦労があったからこそだと思う。
 女性や高齢者が元気に生きがいを感じて働く姿がとても印象的だった。
 失敗事例など中心に再度意見交換を行ってもよいと感じた。
 地域づくりを始める前に地域のマスタープランを作成し、地域の課題を確認できたこ
とが、コミュニティビジネスの成功に繋がったのではないかと思った。
 出資制度も地区内の住民のみ議決権があり、地区外の人には議決権を制限するこ
とで、地区住民が中心となって地域づくりができる方法だと感じた。

（３）事例調査②（岡山～広島）の感想
１）一般社団法人上山集楽・NPO 法人英田上山棚田団
項目

内容

参考になった・  地域の困りごとと若者のニーズがマッチしていてよかった。
感銘を受けた点  行動力があり、次々に課題をクリアしていこうとする姿勢がよかった。
 単純に人口を増やすということでなく、目標を立て、実現した際の社会像まで考えて
いるところが戦略的でいいなと思った。
 棚田を再生するために、外部（都市部）から若者を呼び込む取組を続けている。ま
た、作業に関わった景観を地域資源にして誘客するのはとてもよい手法だと感じた。
 ビジュアル的な情報発信がうまく、都市部の若者層に対し訴求力がある。
 よそと同じことをしていては目立たない、インパクトのある取組を行うことで、注目が集
まり、人材や資金が集まるという、よいサイクルができていると思った。
 各個人がそれぞれ補助金を取りにいくという姿勢や、東京などの地区外でのイベント
にも積極的に参加することで、人の輪が広がる。人とのつながりを大切にしている。
取り組むために  移住者が上山の棚田再生に向け頑張っているが、地域住民との融和があまり進ん
でいないように感じた。
改善が必要な点
 活動のための財源が助成金に頼っている部分が大きく、自主財源を生む仕組みが
まだ固まっていない。
自分の自治会や  垣花地域における棚田の再生は資源になる。その際に地域の若者が自ら動くことが
重要である。
南城市全体で活
 高齢者や観光客の移動手段の実証実験などは参考になる。
かせそうな点
 ビジュアル的な情報発信の方法は、南城市における情報発信でも参考にできる。そ
の際、外部の専門家などとの連携も重要である。
全体の感想

 地域おこし協力隊は一長一短あるが、外部からやる気のある若者が入ってくることは
強みになる。外部の視点はとても大事なこと。若者が若者を呼び込み、地元の高齢
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項目

内容
者が刺激を受けている地域は理想的である。
 10 年かけてやっと現在のところまで持ってきた、本当の地域活性化（地元の人が戻
ってくる、ここで若者が子育てなどの生活ができる）はここからが勝負になると、活動
に取り組んでいる人々自身が実感し、さらに活動が加速している様子がよかった。

２）自治組織「共和の郷・おだ」
項目

内容

参考になった・  地域ベースで農業生産法人を立ち上げ、農地の管理運営から独自チャネルを構築
して販売を行っていることが有益であった。
感銘を受けた点
 域内で経済が循環しており、観光につながればさらに規模が拡大していくと感じた。
 公設の拠点施設をどんどん増やすのではなく、民間と協働しながら施設を使い尽く
す姿勢が見られたことがよかった。
 市町村合併や診療所廃止、学校の統廃合保育所廃止などのピンチを好機ととら
え、危機感を全体で共有することにより地域の自治力を高めた。
 これまでの既得権益を壊し、自治のために仕組みを変える取組は、かなりの力技で
ある。
 やはり公民館は地域課題を解決することを学ぶ、実践する場であり、単なる趣味、
習い後の場ではないと感じた。
 組織ができていて、各部に女性含む地域リーダーが入る仕組みが確立されている。
 自治組織を「小さな役場」、農事組合法人を「小さな農協」というフレーズは、キャッ
チーでよかった。
取り組むために
改善が必要な点
自分の自治会や
南城市全体で活
かせそうな点
全体の感想

 特になし。
 民話を活用した地域散策は、南城型エコミュージアムにおいても有益だと考えた。
 少子高齢、人口減少が進む地域では、いくつかの自治会をまたぐ自治組織があって
もよい。
 自治組織「共和の郷・おだ」と地域経済活性化のエンジンとなる農事組合法人「ファ
ーム・おだ」の連携を最も大事にしている感じであった。南城市でも自治会と密接に
連携した別組織をつくることがベストだが、今現在似たような形ができている地域の
現状と課題を把握し、小田地区との違いなどを比較していきたい。
 組織立ち上げの際に、公民館館長や役場職員などが関わっており、議事録などの
記録作成を行っていた。南城市において複数の自治会をまたぐ組織を立ち上げに
際には、このような細やかな支援が必要だろう。また、粘り強い対話を重ねることで
組織が結成されており、時間をかけた取組が重要である。
 地域センター（公民館）の関わり方は参考になる。
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５．コミュニティビジネス支援に向けた自治会調整の結果
（１）自治会調整の概要
本編の第５章において既に整理したように、市内では一部コミュニティビジネスに近い取
組が行われている。その取組のなかでも、他の自治会の参考となるような事例を選定し、将
来的に収益性を確保した地域全体の取組へとステップアップさせるために、運営資金面や事
業内容等について提案を行った。
具体的には、市内で行われている取組のうち、自治会が主体となった取組事例として前川
区の「前川区自治会むらおこし芸術祭」
・簡易宿所営業、地域内の有志や団体が主体となった
取組として仲伊保区の「梅の杜 50 年プロジェクト」と津波古区の「津波古女性サロン」
・
「ま
まカフェ」
、行政や市内関連機関からの委託事業として大里グリーンタウンの「ミニデイサー
ビス」を選定した。
平成 28 年 11 月上旬に、各取組の主体である区長や自治会の部会長、区民に対し、取組の
内容に関して直接対面でヒアリング調査を行った。ヒアリング調査では、取組の経緯、運営
体制、取組の内容、現状、今後の方針についてうかがい、補足的に自治会の状況（自治会活
動、公民館利用状況、課題等）について聞き取りを行った。
次ページ以降では、ヒアリング調査で得た情報をもとに、各取組について取組内容及び現
状、課題を整理する。その上で、組織体制、資金、人材、情報発信、事業内容の観点から、
５～10 年後の方向性及び対応策例の提案を行った。
表 自治会調整の対象及びヒアリング日時・場所
自治会

取組

ヒアリング対象者

日時

前川区

 前川区自治会む
らおこし芸術祭
 簡易宿所営業

 区長・なけぇふはな
さかじぃの会（當山
全章氏）

平成 28 年 11 月８日

前川むらやー

津波古区

 津波古女性サロン
 ままカフェ

 津波古女性サロン・
ままカフェ企画・運
営（平田美智子氏）

平成 28 年 11 月４日

シュガーホール

仲伊保区

 梅の杜 50 年プロ
ジェクト

 区長（吉田勝廣氏）

平成 28 年 11 月１日

仲伊保集落セン
ター

大里グリ
ーンタウン

 ミニデイサービス

 区長（仲程清和氏）
 介護予防部部長
（後濱絹江氏）

平成 28 年 11 月９日

大里グリーンタウ
ン公民館・ふれ
あいプラザ
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場所

（２）ヒアリング調査記録と取組の方向性の提案
１）前川区自治会むらおこし芸術祭（前川区）
ア．現在の取組内容
 区民の居場所作りや地域活性化を目的として、2016 年 11 月 25 日から３日間、半島芸術祭 in
南城の期間に合わせて「前川区自治会むらおこし芸術祭」を開催した。
 区在住・店舗を構えるアーティストの作品を展示。陶芸、写真、紅型、三味線のほかサキタリ洞遺
跡（ガンガラーの谷）から発掘された遺物の写真展、押し花体験（無料）などのプログラムを実施。

イ．現状と課題
 自治会による法人設立はまだ検討していない。常勤職員の設置は厳しい。【組織体制】
 運営費は区内の企業等の協賛金と、デザインセンターのチャレンジ講座を活用。【資金】
 次年度から収益化。（作品販売手数料、前川マーイガイド料、屋台出店等）【資金】【事業内容】
 来場者への食事提供を婦人会へ依頼したが、今回は協力を得られなかった。【人材】
 パンフレットを作成し、区民や各区長に配布。半島芸術祭のチラシ配布先に配布。【情報発信】

ウ．５～10 年後の方向性（提案）
 自治会を中心として区内の芸術家や事業者等で構成される法人を設立し、芸術や地域文化を活
用した事業を年間を通して実施する。それらの１年の集大成として芸術祭を開催する。
 おきなわワールドや各芸術家と連携した観光プログラムの創出、地域内の空き家を活用したアー
ティスト・イン・レジデンスや宿泊施設の設置により、地域全体で観光振興に取り組む。
 芸術祭への取組を通して区民のアイデンティティの形成を促し、地域の連帯を強める。

表 取組の５～10 年後の方向性及び対応策例
方向性

対応策例

組織体制

 自治会を中心とし、区内の事業者等と
連携した組織体制の構築

 自治会、芸術家、事業者等で構成される
実行委員会を法人化

資金

 協賛金以外にも運営費を確保する
 イベント開催時のマネタイズを検討

 入場料やプログラム参加料、屋台出店料
 作品展示によるマージンを徴収

人材

 食事提供を行う事業者、団体との協働

 婦人会、ＰＴＡによる出店、区内飲食店の
出店、屋台やキッチンカーの派遣

情報発信

 活発な情報発信を行い、県内外、観光
客に確実に情報を届ける

 チラシ、公民館便り、ポスター、ＳＮＳ、ＨＰ
開設、観光サイトへの掲載

事業内容

 芸術や地域文化を活用した多様なプロ
グラムを実施して観光客を呼び込む

 前川マーイ、芸術家等と連携したプログラ
ムの実施、アーティスト・イン・レジデンス

項目

エ．今後必要なフォローアップ
 自治会の法人化の種類や方法、組織体制についてレクチャーを行う。
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２）簡易宿所営業（前川区）
ア．現在の取組内容
 「ムラヤー構想」のムラヤー整備事業を活用し、「南城市前川観光交流・防災機能拠点施設 前
川むらやー」への建てかえを行った。
 2016 年２月に落成。同年６月に旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得している。

イ．現状と課題
 県内小中学生の部活動２団体を受け入れた（１団体約 20 名）。【事業内容】【情報発信】
 利用料の適正価格が検討されていない（水道代、ガス代、電気代、その他維持費を含めて１団
体から１万円のみ徴収）。【資金】
 部活動の合宿利用などは人材育成の意味合いが強く、高額な利用料を徴収できない。目的に応
じた利用料の設定が必要である。【資金】

ウ．５～10 年後の方向性（提案）
 ムラヤーの利用は、あくまでも区民や区の行事での利用を優先させつつ、県内外の観光客や団
体、合宿を目的とした部活動やクラブチームへ宿泊場所として提供する。対象や利用目的に応じ
た料金を設定し、ムラヤーの維持・管理に必要な経費を徴収する。
 ムラヤーを拠点とした交流プログラムを複数開発することで、住民の日常を体験できる魅力的な
着地型観光を推進する。これにより、区民と観光客の交流を生み出す拠点づくりをめざす。

表 取組の５～10 年後の方向性及び対応策例
項目

方向性

対応策例

資金

 継続的な事業実施及び事業内容の充
実を図るため、マネタイズを検討する

 適正な価格での利用料徴収
 顧客やプランに応じた価格設定

情報発信

 利用の需要が見込める対象者に向けた
広報活動を行う

 ＨＰの開設
 観光情報サイトへの掲載

事業内容

 区民を優先させた利用ルールを定める
 観光客の利用促進、着地型観光プログ
ラム検討

 利用ルールの検討
 旅行社と連携したプログラム開発
 ナイトツーリズムの促進

エ．今後必要なフォローアップ
 自治会による収益事業についてレクチャーを行う。
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３）津波古女性サロン（津波古区）
ア．現在の取組内容
 津波古女性サロンは、区の「婦人会」の活動が途絶えているなか、女性の活躍を応援し、地域の
絆と活性化を取り戻すことを目的として 2016 年４月から実施されている。
 区民である平田氏による運営。会費の徴収は公民館で行うため津波古区主催としている。
 年会費 5,000 円で６回の様々なジャンルの講座・講演・ライブに参加できる。区民以外も参加可
能。

イ．現状と課題
 運営を１名で行っている（講師のスケジュール調整、チラシ作り、広報活動、講座実施）。【組織体
制】
 住民の参加を促すために主催を自治会として、公民館で会費の徴収を行う。区自体の取組では
ないため、自治会の収益とはならない。【組織体制】
 年会費制（5,000 円）をとっており、区民以外の参加は講座ごとに会費を徴収（1,000 円～）。【資
金】
 実際に集まった数は目標会員数の半分以下であり、後半の講座の講師料を考えると、現時点で
赤字が見込まれる。【資金】
 公民館だより、ポスター、Facebook などを用いて広報を行っている。【情報発信】

ウ．５～10 年後の方向性（提案）
 平田氏を中心とした運営メンバーによって、継続的に多様な内容の講座を開催する。
 女性サロンに多くの区民が参加し、地域内のコミュニケーションの促進や、公民館に集う機会が増
えることで、将来的に婦人会の復活へつなげる。

表 取組の５～10 年後の方向性及び対応策例
項目

方向性

対応策例

組織体制

 ２～３人体制で取り組むことで、円滑な事
業運営を図る

 区民のなかで事務経験者に運営参加を
呼びかける

資金

 継続的な事業実施及び事業内容の充
実を図るため、マネタイズを検討する

 講師関連商品販売手数料
 課金設定
 協賛金

情報発信

 活発な情報発信を行い、ニーズのある層
に確実に情報を届ける

 チラシ、公民館便り、ポスター、ＳＮＳ、ブ
ログ・ＨＰ開設、セミナーサイトへの掲載

エ．今後必要なフォローアップ
 各種助成事業等の情報提供を行う。
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４）ままカフェ（津波古区）
ア．現在の取組内容
 津波古 11 班の子育てを経験した母親有志らにより、新米ママや若い母親の子育ての悩みを共有
する場としてままカフェの取組が行われている。2015 年４月から毎月２回公民館で開催。
 フラダンス、ヨガ、アロママッサージなどのプログラムを実施し、運営メンバーで子守りを行う。

イ．現状と課題
 津波古 11 班の有志３人による運営。【組織体制】
 取組当初は利用者から料金（自治会加入者 100 円、非加入者 300 円）を徴収していたが、現在
は徴収していない。【資金】
 区外からの参加者がほとんどであり、当初の目的からそれている。津波古在住者が途中参加して
も馴染みづらい状況がある。【情報発信】【事業内容】
 ポスターによる広報活動を実施。【情報発信】

ウ．５～10 年後の方向性（提案）
 必要最低限の利用料を徴収しつつ、現運営メンバーによる事業の継続が望ましいが、地域定着
が図られないようであれば、より広域の組織への事業移転もありうる。
 自治会と連携して区民へ情報発信を活発に行い、より多くの区民の参加を促すことで、誰もが子
育てしやすい地域をめざす。

表 取組の５～10 年後の方向性及び対応策例
項目

方向性

対応策例

組織体制

 今後の利用者増を想定し、運営メンバー
を増やし、安定的な事業運営をめざす

 区内の子育てを終えた主婦へ運営参加
の呼びかけ

資金

 継続的な事業実施及び事業内容の充
実を図るため、マネタイズを検討する

 利用料の徴収

情報発信

 自治会と連携して活発な情報発信を行
うことで活動に親しみを持ってもらい、より
多くの参加を促す

 チラシ、ポスター、SNS 活用
 ＨＰ開設

事業内容

 参加者同士親しくなれるプログラムの実
施

 子ども服の交換会
 グループワーク（ゲーム等）

エ．今後必要なフォローアップ
 各種助成事業等の情報提供を行う。
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５）梅の杜 50 年プロジェクト（仲伊保区）
ア．現在の取組内容
 市主催のやねだんの講演会をきっかけに、梅を用いた村おこしの取組が始まった。区長と同年代
の区民６名によって結成されたなけぇふはなさかじぃの会が活動主体である。
 今後、収穫祭、梅の販売、梅酒加工・販売を行う。現在、市有地や私有地に植樹を進めている。

イ．現状と課題
 自治会で委員会が組織されておらず、有志による活動である。【組織体制】
 国や金融機関の助成金を利用しているが、活動の継続には資金の確保が必要。【資金】
 植樹や花の管理をはなさかじぃの会だけで行うには負担が大きい。【組織体制】【人材】
 住民の参加を呼びかけているが、関心は低い。【組織体制】【人材】【情報発信】
 植樹用の土地借用を住民と交渉するも、半永久的な利用に難色を示す。【事業内容】
 今後、梅の収穫祭や特産品開発を行いたい。【情報発信】【事業内容】

ウ．５～10 年後の方向性（提案）
 はなさかじぃの会、自治会、住民等による法人を設立し、梅を活用して収益を上げる事業を行う。
 地域の遊休農地等を活用することで十分な収穫量を確保するとともに、特産品販売やイベント実
施によって、県内外の観光客も訪れるようになり、毎日活気があふれるまちとなる。

表 取組の５～10 年後の方向性及び対応策例
項目

方向性

対応策例

組織体制

 自治会と連携し、住民と一体となった組
織体制の構築

 事業計画と中長期戦略の策定と自治会
への説明

資金

 上がり太陽プラン助成金の獲得
 補助金以外の資金の確保

 プレゼン内容の再考
 クラウドファンディング、基金設立

人材

 梅を地域で管理する体制構築
 特産品開発の人材発掘

 はなさかせ隊（仮称）結成
 婦人会の再興

情報発信

 活発な広報活動と情報発信
 話題性のあるイベントによる活動の普及

 広報誌、ＨＰ、ＳＮＳで発信
 植樹祭、収穫祭、食フェス

事業内容

 梅植樹用の土地確保
 梅の加工・販売体制構築
 梅の杜としてブランディングを進める

 土地提供者へ収益還元
 加工所、販売所の設置
 マーケティング検討

エ．今後必要なフォローアップ
 取組を地域全体に広げるため、今年度中に梅の杜プロジェクトも含めた地域活性化について話し
合うなんじょう地域デザインセンター主催のユンタク会を実施する。（2017 年２月５日に実施済）
 植樹用の土地借用促進に関する助言を行う。
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６）ミニデイサービス（大里グリーンタウン）
ア．現在の取組内容
 市が市社会福祉協議会に事業を委託し、各自治会で実施されている「地域ふれあいミニデイサ
ービス事業」を、2012 年から自治会内の介護予防部によって自主運営を行っている。
 健康体操、福祉レクレーション、琉舞、民舞のプログラムを週替わりで実施している。

イ．現状と課題
 運営費は年間 53 万円（区費 20 万円、市助成 34 万円）。内訳は、介護士の人件費、備品費、
郊外活動費、消耗品等である。【資金】
 利用者から参加料を徴収せず、昼食代や郊外活動費のみ徴収。【資金】
 介護予防部は 26 名いるが、活動はボランティアであり、昼食代は自己負担である。【人材】
 男性の利用が特に少ない。より多くの利用者を募りたい。【情報発信】【事業内容】
 80 代でも「自分はまだ若い」といってなかなか参加しない。【事業内容】
 運営メンバーが分担して利用者を自宅まで送っており、負担軽減が必要。【事業内容】

ウ．５～10 年後の方向性（提案）
 社会的意義の大きい取組であり、市の委託事業として、今後も自治会が主体となって事業を継続
していくことが望ましい。運営メンバーの負担軽減や表彰制度の導入など、モチベーションの向上
につながる取組を行い、安定した運営メンバーの確保を図る。
 デイサービスの「介護」のイメージから、「健康」、「趣味」、「仲間づくり」のイメージへと変化するよう
なプログラムを導入する。地域のお年寄りみんなで長寿のまちを目指す。

表 取組の５～10 年後の方向性及び対応策例
項目

方向性

対応策例

資金

 今後の利用者の増加を想定し、予算の
支出状況を見直しと工夫を行う。
 必要であれば、活動にかかる経費の利
用者一部負担も検討する。

 収支の見直し
 収支シミュレーション

人材

 継続的な事業運営と人材確保のため、
ボランティアスタッフにインセンティブを与
える

 表彰制度導入

情報発信

 活発な情報発信を行うことで活動に親し
みを持ってもらい、より多くの参加を促す
 みどり会（老人会）との交流を促進する

 公報誌作成
 ホームページ作成

事業内容

 ミニデイのイメージ改善
 利用者の送迎方法を検討する

 カルチャー教室機能
 男性向けプログラム

エ．今後必要なフォローアップ
 特に必要なし。
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