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⾃治会とは？

■総務省資料から･･･
・⾃治会・町内会とは、町又は区域その他市町村内の一定
の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
（⾃治会、町内会、町会、部落会、区会、区など）
・区域の住⺠相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管
理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共
同活動を⾏なっている。
・全国で２９８，７００の⾃治会・町内会等が存在

（平成25年４⽉１⽇現在の総務省調べ）
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3 総務省におけるコミュニティ施策（１）
■ここでいうコミュニティとは、⾃治会・町内会等をいう。

■コミュニティ
・地域におけるコミュニティ機能の低下
・⾃治会等加⼊率の低下
・構成員の⾼齢化・担い⼿不⾜
・住⺠の連帯感の希薄化
・従来の共同作業や伝統文化の継承が困難
・東⽇本大震災等において地域コミュニ
ティの役割・重要性が再認識

現状・課題

■地方⾃治体
・人口減少・少子⾼齢化社会
・「公共」の守備範囲が拡大
・厳しい財政状況
・住⺠の連帯感の希薄化
・従来の共同作業や伝統文化の継承が困難
・東⽇本大震災等において地域コミュニ
ティの役割・重要性が再認識

■連携・協働による問題解決が必要
例えば･･･
・コミュニティ活動の促進 ・協働による⾏政サービスの実施
・地域を担う人材の育成 ・災害時における生活機能の維持
・地域コミュニティによるセーフティ・ネットの強化



4 総務省におけるコミュニティ施策（２）
■近年の動き

・第30次地方制度調査会答申（平成25年６⽉25⽇）

・⾃⺠党 J－ファイル2013

独居⽼人や⽼⽼介護の問題など、家族やコミュニティの機能の低下への対応も必要
になる。（略）三大都市圏においては、人々を支えるコミュニティ機能が低下し、
人と人とのつながりが希薄化している。暮らしを支える対人サービスの重要性が⾼
まる中で、住⺠の視点から公共サービスを考えていくためにも、住⺠⾃治を拡充し
ていくことが重要である。

95 地域コミュニティの再生
地域の「きずな」を再生するため、町内会や⾃治会など地域に根ざした活動を⾏な
う団体等を支援します。各集落、⼩学校校区単位のコミュニティ活動や⾃治会また
NPOなどの身近な団体活動を支援する「コミュニティ活動基本法」を制定し、地域
内の活性化を図ります。→未制定



5 総務省におけるコミュニティ施策（３）
■課題（１）への対応

・コミュニティのあり方に関する課題抽出や制度的検討
→「今後の都市部におけるコミュニティのあり方に関する
研究会」（座⻑：川井克義 明治学院大学教授）報告書

・栄典、表彰制度の充実
→平成25年秋から叙勲制度を創設



総務省は何を⾔わんとしているか？

■シンポジウム⽇詰教授講演のおさらい（１）
●憲法92条「地方⾃治の本旨」の理解

~「団体⾃治」と「住⺠⾃治」
団体⾃治：地方⾃治体は中央政府の依存から脱して⾃⽴する
住⺠⾃治：住⺠が地域のことに主体的に参加する

●地方のあるべき姿の転換
「依存と分配」→「⾃⽴と創造」

●地方分権時代における⾃治の姿
＝⾃律した⾃治体と⾃⽴した住⺠により担われる⾃治

「団体⾃治」と「住⺠⾃治」
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■シンポジウム⽇詰教授講演のおさらい（２）
●住⺠⾃治の充実に向けて

●逐条解説地方分権推進法（ぎょうせい1995年）から
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~地方分権推進法が規定した地方⾃治体と住⺠の姿
「地方公共団体の⾃主性及び⾃⽴性を⾼め、個性豊かで活
⼒に満ちた地域社会の実現を図る（２条）」

「地方⾃治は、住⺠の⾃発的かつ積極的な参加に支えられ、
創られていくものであり、住⺠⾃治は地方⾃治の不可⽋な
要素である」



・また、平成27年４⽉１⽇には、名称を「島⽥市⾃治会⻑連合会」から「島⽥市
⾃治会連合会」に改めた。

島⽥市の⾃治会の現状
■⾃治会の成⽴ちと経緯
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・平成17年５⽉５⽇、旧島⽥市と旧⾦⾕町が合併して新島⽥市が誕生した。

・平成20年４⽉１⽇、島⽥市と旧川根町が合併した。

・平成17年5⽉の島⽥市と⾦⾕町との合併に伴い、島⽥市町内会⻑連合会と⾦⾕
町総代連絡協議会との統合に向けて、平成15年度から協議・検討を進め、その結
果、平成18年4⽉から両組織が統合することとなった。

・そうした中、島⽥市町内会⻑連合会としても、統合を契機に町内会組織の再編
について検討・協議・調整をして、平成18年４⽉からブロック化を実施し、現在
の68⾃治会となっている。



■ブロック化とは？
ブロック化に伴う当時の町内会⻑連合会で定められた主な内容は以下のとおり
■結論

■ブロック化する理由
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・⼩規模な町内会をブロック化し、⾃治会組織を目指す。
・一定規模の町内会はそのまま⾃治会へ移⾏する。
・町内会組織は当分の間そのままとし、役員構成や会計・活動等は従前のとおりとする。
・⾃治会ごと、⾃治会⻑を選出する。
・実施期⽇は平成18年4⽉1⽇とする。

近年、一部町内会では、生活形態の多様化や住環境の変化により、地域における人口の
偏りと地域内の連帯化が希薄し、地域の核となる⾃治会としての機能が十分に発揮できて
いないところが⾒受けられます。

⾃治会組織は、地域住⺠の方々が「安心した住みよい環境づくり」を推進するためには
⽋かせないものであり、また⾏政からの受け皿としての機能も備えており重要なものであ
ります。

このため、町内会再編は、歴史ある町内会組織を残しつつ、⾃治会活動が円滑に運営で
きるよう、地域性と世帯数を考慮して⾃治会組織を構築していくものです。

なお、再編にあたっては、町内会⻑連合会の中に町内組織等検討委員会を組織し再編案
を作成、理事会においても検討を加え、各町内会の意向を尊重して実施していくものです。



■課題認識
~平成24年実施 ⾃治会運営アンケートから~

平成24年10⽉に、68⾃治会に対して実施したアンケート調査結果から課題を抽出す
ると･･･。
■活性化補助⾦の存続要望
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活性化補助⾦の存続要望については、一部の⾃治会（大規模）を除き、ほとんどの⾃治
会が存続を希望している。

その理由として･･･
①未だに「町内会組織から⾃治会組織への移⾏」が⾏われていない。(組織体制の課題)

町内会組織は存続しつつも、複数町内会がまとまって実施した方がスケールメリットが
⾒出せる事業や財源、人材のすみわけが進んでいない状況にあり、今回のブロック化した
⾃治会においても同様であると考えられる。
②⾼齢化、人口減少に伴う財源不⾜（財源確保の課題）

⾃治会内の⾼齢化、人口減少により⾃治会活動の原資となる会費が減ることによって、
⾃治会運営そのものが厳しくなっている現状がある。

また、⾼齢化に伴い、年⾦生活者に会費の値上げは難しい現状の中で、補助⾦の存続を
要望している。



■⾃治会運営に関する意⾒
⾃治会に関する意⾒を⾃由記述で求めたところ、特徴として、人材⾯での意⾒が多く

出されている。
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① ⾼齢化等に伴う人材不⾜
会員＝役員の⾼齢化に伴い、⾃治会活動が停滞しているため、⼥性の積極的な役員登⽤な

どを検討する必要があることに加え、⾃治会⻑の負担が重く、役割分担など、組織の⾒直し
も⾏う必要がある。会員には、⾃治会⻑、⾃治会役員は「大変」という固定観念があるた
め、役員になることを敬遠する風潮も旧態依然とした組織の弊害であると考えられる。
② ⾼齢化、人口減少に伴う財源不⾜

⾃治会内の⾼齢化、人口減少により⾃治会活動の原資となる会費が減ることによって、⾃
治会運営そのものが厳しくなっている現状がある。

また、⾼齢化に伴い、年⾦生活者に会費の値上げは難しい現状の中で、補助⾦の存続を要
望している。
③ ⾏政（市）のリーダーシップの発揮と情報共有

複数町内からなる⾃治会運営は、⾃治会、町内会の役割分担が明確にされていないため、
⾃治会活動の一体化が困難になっていることに加え、役員への負担の増大などの状況が報告
されている。⾏政（市）は、⾃治会のあり方、町内会のあり方を整理し、その上で、役割の
指針を示すことに加え、運営の⼿引きを提示していくといった、リーダーシップを発揮する
ことが必要である。
さらに、⾃治会同士がテーマ別に情報共有できる場を設けていく必要もある。



課題解決への動き
〜島⽥市⾃治会連合会の取り組み〜

■島⽥市⾃治会連合会
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■３部会の組織
・活動をより効果的なものとするため、３つの部会を設けて事業に取り組んでいる。

＊⾃治会運営検討部会 ＊研修広報部会 ＊交通安全防犯部会

島⽥市⾃治会連合会は、住⺠の⾃治活動の向上発展に努め、関係
⾏政機関との連携を図るとともに、各⾃治会⻑の相互の連絡を密に
し、地域住⺠の福祉の向上と豊かな地域社会づくりに寄与するため
取り組んでいる団体

⾃治会連合会では、他市の活動状況の視察、情報交換会の開催、
交通安全・防犯活動、年１回の広報紙「島⾃連だより〜大井川〜」
の発⾏などを⾏っている。



■⾃治会運営検討部会の取り組み
前述のアンケートで浮き彫りになった課題を解決するため、部会で検討を進

めている。
■平成26年度
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(1)検討事項
①ブロック化（複数町内会が⾃治会を組織）した⾃治会の検証
②⾃治会への支援・助成
③⾃治会役員の選任
＊上記事項を３グループで検討した。
(2) 検討の方向性
・毎年度の検討成果を次年度以降も積み重ねていくことを部会で確認
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(3) 検討結果
①ブロック化検証グループ
・68⾃治会中、27⾃治会（４割）が複数⾃治会で組織
・少子⾼齢化社会、大規模災害等考慮すればブロック化の推進はすべき
・町内会が原点。⾃治会は⼩学校区、避難所単位が望ましい
②⾃治会への支援、助成制度検討グループ
・財政⼒が脆弱な⾃治会が増加傾向、支援制度の継続を要望
・独⾃資⾦源の模索の検討が必要
・一定の財政⼒を確保するには一定の規模の組織規模が必要
③役員選出グループ
・各⾃治会の諸事情で統一的⾒解は難しいが、統一的認識が必要
・社会情勢から役員になる人がほとんどいない。経済的負担に加え、役員の多忙
風評も障害となっている。
・役割分担、任期の設定、妥当な⼿当ての支給、将来の方向（輪番制）などを提案
すべき
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(4) 提⾔内容
1)市町合併等に伴う⾃治会への負荷、少子⾼齢化など社会的条件変
化に対応するためブロック化の促進を図る。但し、歴史的な文化・
習慣、隣近所との絆などを保持する町内会は組織の原点

2)今後とも円滑な⾃治会運営を図るには、多くの参加者と業務分担
化、必要報酬の支給、任期の設定などを明確化し、併せて誰もが役
員を担える組織体制の確⽴を進める。

3)⾃治会（活動）には一定の資⾦が必要。現状は補助⾦等により支
援を受けているが、今後においては⾃助努⼒と恒常的な資⾦⼒強化
策（交付⾦化）、人的支援など⾦銭的以外の支援策も要望する。



■平成27年度
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(1) 検討事項
① ⾃治会と町内会の役割を再検討し、その上で両者の定義づけを⾏う。このこと
により、⾃主防災組織はどちらに属することが適当かという組織的な内容について
も検討する。
② 人材及び財源不⾜に対応するため、各⾃治会の状況（平成24年度のアンケー
ト調査を基礎資料として）に基づき検討する。
人材の確保のために新たに必要となる財源については、市に補助制度の創設を含め
提案できるようにする。
③ ①、②の検討結果を踏まえ、平成26年度提⾔を受けて、⾃治会の定義、町内
会の定義、ブロック化（組織のあり方）、人材の確保、財源の確保を主とした、⾃
治会運営の⼿引きの作成を検討する。（中身の検討）

＊上記事項を３グループで検討した。
(2) 検討の方向性 検討結果を⼿引きに反映させる。



(3) 検討結果
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① 財源グループ
・⾃治会の財源は、会費、市からの補助⾦のほかに、古紙等の資源回収による収益⾦が考え
られるが、古紙等の資源回収による収益⾦は、子ども会などの団体の活動に充てている場合
が多い。このため、今後も、市の補助⾦（⾃治会活動推進⼿数料）に依存することが基本と
なっていく。
・市の補助⾦（⾃治会活動推進⼿数料）の交付額の算出方法は、平成28年度から、地域割
を設定し、地域性も考慮した配分としたことは評価できるが、今後も、特に⼩規模な⾃治会
の運営状況を確認の上、均衡のとれた配分額の調整を市に働きかけていく。
・また、ＮＰＯ法人などを⽴ち上げ、地域振興策を⾏っている団体の事例もあるが、このよ
うな取り組みを⾏う場合には、⾃治会とは別に、ＮＰＯ法人などを⽴ち上げ、⾃治会組織と
は別な位置づけで地域課題解決等に取り組み必要がある。
② 組織グループ
・市内には、１⾃治会で１町内会で構成されている⾃治会や⾃治会が複数の町内会で構成

されている⾃治会など、様々であるが、各地域における⾃治会の役割や⾏政との関係を考慮
すると、次ページの組織図が理想的であると考えられる。
・また、現在、班、組、区など様々な「呼び名」があるが、このような「呼び名」も統一で
きればその可能性についても継続して⾃治会連合会内で協議をしていく必要があると考え
る。



島⽥市版⾃治会の定義

⾃治会は、一定の区域に住んでいる人々が地域住⺠の
⾃主的な意思に基づきつくられた任意の組織で、よく地
縁で結ばれているため、法律上「地縁団体」という呼び
方をする場合もある。

また、⾃治会は、快適で住みよい地域社会を実現する
ため、環境の整備や福祉の向上など地域の課題に取り組
む「住⺠による住⺠のための⾃主組織」として、市⺠生
活に直接重要な役割がある。
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島⽥市版⾃治会の役割

⾃治会は、⾃分たちのまちを住みよいまちにす
るため、生活環境の整備や福祉の向上などの地域
課題に取り組む組織として、市⺠生活に直結した
役割を担っており、主に次の２つの役割がある。

19



ア 地域における共同生活のための基盤を管理するという本来の役割
⾃治会では、それぞれの地域の実情に応じて、住⺠相互の共同で担うための

活動であるとともに、公益的な活動を⾏っている。
【住⺠相互の関係】

連絡調整やレクリエーションなどの親睦⾏事を実施する。
【地域の文化】

伝統文化・⾏事の継承や創造などの活動
【地域の安全の確保】

地区清掃、美化活動、古紙等のリサイクル、街路灯の維持管理などの実施
防災訓練等の実施

【地域住⺠の総意の代表】
道路・交通や地域環境に関する課題などに関する市への要望書の提出

【その他】
福祉活動への取り組み など。

イ ⾃治会は地域の基盤組織であることから、市から依頼される事項の受け⼊
れや調整する役割

⾏政文書の回覧や配布、⺠生委員・児童委員など各種委員の推薦、各種調査
への協⼒がある。
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町内会とコミュニティ委員会
⾃治会と名称は違うが、島⽥市には「町内会」や「コミュニティ委員会」と

称する団体がある。いずれの団体も任意の団体である。
町内会の区域が、⾃治会の区域と一致している場合もあるが、平成18年にブ

ロック化した⾃治会は、複数の町内会で一つの⾃治会を組織している場合もあ
る。
■町内会

■コミュニティ委員会

21

地域住⺠の⽇常生活において必要な共同活動を⾏う最⼩単位の団体といえる。⾃治会の役
割とほぼ同様の活動をしている。町内会には、さらに組や班といった名称の近隣住⺠の組織
を有している場合が一般的である。

中学校区程度（旧村単位）の範囲の住⺠を対象に、「住みやすい地域社会の創出のために活
動する」団体として、体育、文化、環境、福祉、安全などをテーマに地域活動を推進してい
る。コミュニティ委員会が⾃治会が担えない事業に特化して地域の連帯づくりに取り組み、
各⾃治会とも連携しながら「公助」の事業を⾏っており、島⽥市では現在９団体が組織され
ている。



■⾃治会、町内会、コミュニティ委員会のイメージ図
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コミュニティ委員会
※コミュニティ委員会が組織されていない地域もあります

⾃治会 ⾃治会

町内会 町内会 町内会 町内会



⾃治推進委員の役割
⾃治推進委員は、島⽥市⾃治推進委員規則（平成17年島⽥市規

則第153号）に基づき、本市市政を⺠主的かつ円滑に運営し、併
せて市政に対する市⺠の理解と協⼒を期するために各⾃治会に１
人置いている。

⾃治推進委員は、前述した「⾃治会の役割 イの役割を円滑に
実施するため、市等からの

・広報紙等の文書配布
・２ヶ⽉に１回開催する、⾃治推進委員連絡会議への出席
・そのほか、市からの依頼に関する連絡・調整

が役割となっており、任期は２年となっている。
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⾃治会と市との関係

⾃治会は⾃主的に組織し活動する団体であることから、
⾏政の下部組織であってはならないとされている。⾃治
会、⾏政等の公的機関は、安全で安心な地域社会を築く
ため、それぞれの役割分担のもと社会を形成していく
（協働）、⾃⽴した団体と団体との相互関係にある。

24

＊市等が開催する審議会等の委員に⾃治会連合会会員（⾃治会⻑）がなるケー
スが多い。



⾃治会⻑と⾃治推進委員との違い
「⾃治会⻑は、⾃治会の代表者」であることに対して、⾃治推

進委員は「⾃治会と市のパイプ役」であって、必ずしも⾃治会⻑
が⾃治推進委員になるといった規定はない。

したがって、⾃治会において決定するような委員の推薦、要望
書の提出、補助⾦の申請等は、⾃治会⻑宛の依頼となり、単なる
市政の報告や情報提供など⾃治推進委員から⾃治会に伝えていた
だくものは、⾃治推進委員宛の依頼となり、区別する必要がある。

25

⾃治会⻑ ■依頼
文書等配布・掲示・取り

まとめ など
■支援

補助制度
防災・防犯 など

市⾃治推進委員

情報収集
各種意⾒
各種申請

委嘱推薦

■親睦⾏事、連絡調整など
■清掃・美化活動など
■福祉活動など
■防災・防犯活動など

情報提供
各種提案
依頼、支援

⾃治会



⾃治会の活動例26

① 親睦活動
会員の交流と親睦を目的に、夏まつり、餅つき大会、文化祭、ハイキング

など、気軽に参加できる⾏事を⾏っている。
② 環境美化活動
ごみ集積場の管理、公園・道路の清掃、資源ごみの回収、緑化活動など、

地域の美化、保全を⾏っている。
③ 防犯活動
防犯パトロール、子どもの⾒守り活動をはじめ、夜道を照らしてくれる防

犯灯の⽇常点検（故障の連絡等）を⾏っている。
④ 防災活動
いつ起こるかわからない災害（地震、火事、水害）に備え⾃主防災会を設

⽴するなど、防災訓練や救命救急講習会などを⾏っている。
⑤ 広報・情報提供活動
⾃治会内広報紙の発⾏、広報しまだの配布、交番、⾃治会内の回覧板での

情報提供などを⾏い、会員の情報共有に努めている。



⾃治会の活動例27

⑥ 福祉活動
ひとり暮らしの⾼齢者のコミュニケーションを図るためのサロンの開催や

募⾦活動などを⾏い、地域福祉の増進に寄与している。
⑦ 集会所の維持・管理
⾃治会活動の拠点施設である地域の集会所を維持管理している。

⑧ スポーツ活動
⾃治会員の体⼒の向上や健康維持のため運動会を開催したり、クラブ活動

を支援している。スポーツ活動を通じた住⺠の交流は、⾃治会活動への意
識の⾼まりや積極的な参加を促すことにもなる。
⑨ 文化活動
生涯学習時代を迎え、世代を問わず学習意欲が⾼まっている。⾃治会では、

集会所を中心にサークル活動を⾏ったり、文化祭の開催や地域の伝統文化
の伝承、文化遺産の保存なども⾏っている。



28 ⾏政がすべきこと
地域では、「⾃治会」と「町内会」の定義が曖昧で、「⾃

治会の目的、必要性、役割」を明確に地域に説明していくこ
とが求められる。その上で、⾃治会組織の規模やブロック化
についての方向性を示すべきである。

特に、⾃治会、町内会は地域住⺠に密着した様々な活動を
⾏っていることから、例えば、⾃治会で活動すべきもの、町
内会で活動すべきものなどのすみわけの基本を示すことも必
要であろう。

さらに、⾃治会組織の運営の参考資料として「運営の⼿引
き」を作成し、⾏政が求める⾃治会像に近づける努⼒も必要
である。

まとめ



29 地域（あえて地域といいます）がすべきこと
(ｱ) 組織

今回のアンケート結果から、⾃治会の地域に対する問題解決組織としての
期待は大きく、⾃治会⻑にもそのような⾃覚を持っていると考えられる。

⾃治会は、単なる親睦組織を越えて公共の場を創出する組織としても期待
されるところである。こうした中、⾃治会活動としては、「防犯活動」、
「交通安全活動」、「防災活動」、「親睦活動」、「地域清掃」、「環境活
動」、「募⾦活動」などは⾏事化されている場合が多く、会⻑レベルでは重
要な活動として認識されている。ただ、今後、地域住⺠のニーズが⾼まると
考えられる「⾼齢者支援」、「健康事業」、「子育て支援」、「空き家対
策」など、多様化する課題に対応していく必要もある。こうしたニーズに対
する⾃治会の活動は、会員全員を対象とした義務的な活動スタイルというよ
り、特定の人を対象とした事業的なスタイルが相応しいものも多いと思われ
る。このため、こうした多⽤な活動に対応する事業部会を、地域の特性に合
わせて設置するなどの対応が求められる。

まとめ



30 地域（あえて地域といいます）がすべきこと
(ｲ) 人材

団塊の世代が⾃分⾃身の関心や特技を活かしたいと思っていることは確か
で、こうした特技を持った人たちが活躍できるような⾃治会としての工夫が
必要である。

このため、事業部会の設置は、活動を広げる⾯と特定役員への負担の集中
を和らげる⾯で有効な⼿段といえ、とりわけ⾃治会⻑の負担軽減につなげる
ために、部会⻑の権限を強化するなどの組織的な仕組みも検討すべきであ
る。

同時に、次世代を担う若い世代への参画を促す仕組みも必要である。
これは、町内会の役割か⾃治会の役割か議論の余地はあろうが、⼩学生、中
学生、⾼校生が防災訓練だけでなく、気軽に地域活動に参加できる機運を創
りあげることも必要で、容易ではないが、学校と連携した活動も検討に値す
ると考える。

まとめ



31 まとめ
(ｳ) 最後に

人口減少や少子⾼齢化の現状を考慮すると、今後、⾃治会⾃らが、
地域住⺠が多く集まり、活発に活動できる場を創り出すプラット
フォーム化に体質改善するか、ＮＰＯ法人などと連携してそのような
場を設けていくのか選択を余儀なくされると考えられる。

ブロック化もさることながら、このような検討を重ね、会員の多様
な参加の機会を拡大し、執⾏部の世代的な厚みを増し、事業体的な活
動を包含し、地域内のネットワークを広げていくことで、⾃治会が事
業体的な機能を持ちうる現実的な道のりになるように思われる。

まとめ


