
【活動例】
　・運動会
　・お祭り
　・クリーン活動
　・防災
　　（避難所開設訓練等）
　・交通安全
　　（広域的な課題に対応）
　・防犯
　　（広域的な課題に対応）
　・福祉（高齢者・児童）等

・各部会は、その分野に長けた人、熟知している団体、人を中心に構成。
・生涯学習活動に、今後ニーズが高くなる事業を実施するための部会（例えば福祉部会、防災・環境部会
等）を新たに設置する方法など。

将来は、人口
の減少や高齢
化が進み、自
治会活動もま
まならない自
治会も出てくる
可能性があり
ます。

お互い助け合
える組織、福
祉・防災など、
これから必要
になってくるこ
とを補える組
織（連合会）が
必要です。

【活動例】
　交通安全、防犯、防災、清掃活動、広報配布　　等

穂積地区は小学校区、巣南地区は中学校区で、体育、文化，福祉、
保健その他生涯学習の推進を図ることを目的に、運動会やお祭り、
クリーン活動等を実施。

巣南

【補完性の原理に基づく優先度】

※補完の原則とは・・・
　「身の回りの問題は、まず個人や家庭が解決にあたり、個人で解決できない問題は地域で解
決し、それも出来ない場合は行政が解決する。」という考え方です。
　ひとつの自治会で対応するよりいくつかの自治会（校区単位）で対応した方が効果が期待で
きる事業、又は、ひとつの自治会では出来ない事業を、ひと回り大きな組織で行うことです。
校区の連合会組織の役割は、単位自治会で出来ないこと等を補完することです。
　社会変化や住民ニーズの変化に伴い、それぞれの活動の必要性や実現性、バランスなどには
変化が生じます。

新しい地域課題に
対応するための部会

　　　　　　　　　　　　　　　　　個人　→　単位自治会　→　小学校区連合組織　→　市

各種団体が集まる機会をつくり、情報交換、調整を行うことにより、地域に本当に必要
な事業を効率的に実施できます。

●●部会 ●●部会 福祉部会 防災・環境部会

（例）
　民生児童委員
　日赤奉仕団
　老人クラブ

（例）
　消防団
　交通安全協会

生涯学習を中心とした事業を実施する部会

単位自治会

補完の原則※

小学校区連合組織

【活動例】
　・交通安全
　・防犯
　・防災
　・清掃活動
　・広報配布　等
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【補完の原則】

瑞穂市自治会連合会

生津

単位自治会 単位自治会 単位自治会単位自治会

生津 本田 穂積 牛牧

単位自治会 単位自治会 単位自治会

瑞穂市自治会連合会

瑞穂市の地域コミュニティ組織の変遷

【平成２５年度以前の状況】 【平成２６年度以降の目指す姿】

生涯学習地域振興組織

小学校区連合組織

自助 共助 公助
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小学校区自治会連合会の現状【令和２年８月現在】
組　　織 目的 活動 社会教育 防　　災 福　　祉 その他

生津

【設立】　平成26年4月15日
【名称】　生津自治会連合会
　　　　　（名称変更はH28.3.25)
【形式】　ふれあい活動委員会に一
体化
【役員】　会長を自治会長OBから選
任
　　　　　（H29年度）

住民の願いや要求が反映した
活動を実施し、住民のふれあ
いを通じて明るく住みやすい校
区にすること

①社会体躯に関する活動
②社会教育に関する活動
③環境美化・地域防災に関する活動
④その他目的達成に必要な活動

クリーン活動(延期→11月）
夏祭り(中止）
体育祭
交通安全看板点検
防災訓練
ウォーク（中止）

R２ 生活支援体制整備事業
（第２層協議体）を受託

防犯パトロール実施

いきいき活動委員会

住民の健康の増進と、福祉の
推進及び文化の向上のための
活動を実施し、住民のふれあ
いを通じて明るく住みやすい校
区にすること

①社会教育に関する活動
②社会体育に関する活動
③奉仕と環境美化に関する活動
④その他、目的達成に必要な活動

　・いきいきウォーク（中止）
　・ボランティア清掃
　・夏祭り（中止）
　・スポーツ大会
　・チューリップ球根植え

本田校区自治連合会
【設立】　平成31年3月23日
【名称】　本田校区自治連合会
【形式】　構成は自治会+防災、福祉
の関係団体

校区住民の防災意識の向上及
び福祉の向上をもとに、協働す
る地域社会のｐ維持形成を目
指すとともに、明るく住みよい
本田のまちづくりを推進するこ
と

①地域防災に関すること
②地域福祉に関すること
③その他目的達成に必要な活動

R２ 生活支援体制整備事業
（第２層協議体）を受託 ハリヨ保護活動

穂積

【設立】　平成29年4月
【名称】　わくわく活動委員会
【形式】　わくわく活動委員会に一体
化

市民の健康の増進と福祉の推
進及び文化の向上のための活
動や自治会活動、その他まち
づくり事業の実施及び情報交
換など、市との連携を図り、良
好な地域社会の維持及び形成
に資する活動を行い、明るく住
みやすい校区にすること

①社会教育に関する活動
②社会体育に関する活動
③奉仕と環境美化に関する活動
④地域防災に関する活動
⑤地域福祉に関する活動
⑥その他、目的達成に必要な活動

　・桜ウォーク
　・運動会
　・クリーン活動
　・わくわく広場（夏（中止）・冬）

R２ 生活支援体制整備事業
（第２層協議体）を受託

牛牧

【設立】　平成28年4月1日
【名称】　牛牧校区自治会連合会
　　　　　（牛牧友愛会）

【形式】　牛牧友愛会に一体化

Ｈ30年度　防災･福祉部会の設立
Ｈ31年度　防災部会・福祉部会とす
る

健康と福祉の増進及び文化の
向上、環境美化、地域防災活
動、その他地域づくり事業など
の活動において、相互の連絡
調整を図るとともに、市との連
携をもって地域内の円滑な自
治行政の推進を図り、安全で
安心な明るく住み良い校区に
すること

①社会教育に関する活動の立案と
その推進
②社会体育に関する活動の立案と
その推進
③地域の環境美化に関する活動の
立案とその推進
④地域防災に関する活動の立案と
その推進
⑤地域住民の福祉の推進に関する
活動の立案とその推進
⑥各自治会活動の推進及び自治会
等と市行政との連携強化に関するこ
と
⑦地域の自治に対する住民の意見
や要望の把握又は調査に関すること
⑧その他本会の目的達成のために
必要な事項に関すること

セーフ＆クリーン（中止）
夏祭り（中止）
リバーサイドクリーン＆ウォー
ク
社会見学
五六川親水公園の清掃（第1回
中止）

R２ 生活支援体制整備事業
（第２層協議体）を受託
（地区社協の設立を目指す）

・防災講習会(市主催）
 日時：10月17日（土）PM2：00
 場所：本田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

・避難所開設訓練
 避難所ごとに訓練を実施

・防災講習会（市主催）
 日時：9月26日（土）PM2：00
 場所：瑞穂市総合センター

・避難所開設訓練
 避難所ごとに訓練を実施

本田
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西

【設立】　平成30年4月1日
【名称】　西校区自治会協議会
【形式】　構成は自治会長
　　　　　　＋（自治会長経験者）

自治会相互の共通事案に関す
る連絡調整及び地域自治活動
の活性化を図るとともに、行政
に対する社会基盤整備や防災
対策等の民意の反映に努め、
もって地域住民の福祉の向上
及び地域社会の維持、発展に
資すること

R２ 生活支援体制整備事業
（第２層協議体）の受託がで
きるよう、組織のありかたに
ついて会議を開催。
（第２層協議体の設立を目
指す）

タウンミーティング実施予定
R2「自治会の未来を考えよう」

中
タウンミーティング実施予定
R2「みんなの居場所づくり」

南
タウンミーティング実施予定
R2[地域の多様な世代間の交
流促進」

巣
南
中
校
区

【設立】　平成18年5月8日
【名称】　巣南中校区活動委員会
【形式】　構成は自治会長
　　　　　　＋各種団体

住民の願いや要求が反映した
活動を実施し、住民のふれあ
いを通じて明るく住みやすい校
区にすること

①社会教育に関する活動
②社会体育に関する活動
③環境美化に関する活動
④その他目的達成に必要な活動

各自治会で実施
　・クリーン活動
　・ラジオ体操（中止）
　・夏祭り（中止）

巣南中学校区活動委員会とし
て実施
　・スポーツフェスティバル（中
止）

各自治会で実施
　・クリーン活動
　・ラジオ体操（中止）
　・夏祭り（中止）

巣南中学校区活動委員会とし
て
実施
　・スポーツフェスティバル（中
止）

・防災講習会（市主催）
 日時：10月3日（土）PM2：00
 場所：巣南公民館

・避難所開設訓練
 避難所ごとに訓練を実施


