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交付金の概要と条例／規則等による要件／認定の記載状況について 

自治体名 
届出 

／認定 
組織数 区域 

合併の有無 

（1975 年以

降） 

人口 主な交付金名 交付総額 
1 団体あたりの 

予算額 

秋田県湯沢市 届出 
23 

（H23.6
時点） 

概ね小学校区 
あり 

（2005年） 
50,863人 

まちづくり交付金（地域協

議会交付金、コミュニティ

活動交付金、地域づくり事

業交付金） 

3,200万円 
（22年度予算） 

約 139万円 
（平均） 

三重県伊賀市 届出 38 概ね小学校区 
あり 

（2004年） 
97,215人 地域包括交付金 

1億 6,130万円 
（23年度予算） 

約 145万円～

約 1,345万円 

三重県名張市 届出 15 概ね小学校区 なし 80,277人 
ゆめづくり地域交付金 
（指定管理料除く） 

7,934万円 
（22年度予算） 

約 246万円～

約 1,150万円 

福井県越前市 届出 17 

地区公民館単

位（＝小学校

区） 

あり 
（2005年） 

85,648人 地域自治振興事業交付金 
1億 510万円 

（23年度予算） 
約 618万円 
（平均） 

滋賀県甲賀市 届出 
24 

（H24.3
時点） 

概ね小学校区 
あり 

（2004年） 
92,693人 自治振興交付金 

1億 6,000万円 
（23年度予算） 

約 667万円 
（平均） 

東京都調布市 認定 
12 

（H24.3
時点） 

概ね小学校区 なし 223,609人 地区協議会活動助成金 
625万円（23年度予

算） 

約 45万円 
（合計 14地区

平均･･･設立

予定地区含

む） 

長野県長野市 認定 32 
合併市町村 

単位 

あり 
（2005年
／2010年） 

381,533人 
地域いきいき運営交付金 
地域やる気支援補助金 

地域いきいき運営交

付金：2億 8,923万円 
（23年度予算） 

地域やる気支援補助

金：1,000万円 
（23年度予算） 

地域いきいき

運営交付金 
約 354万円～

約 2,266万円 
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愛知県田原市 認定 29 

自治会／校区

／校区コミュ

ニティ協議会 

あり 
（2003年
／2005年） 

64,125人 
協働助成金／地域づくり

活動推進交付金 
1億 954万円 

（23年度予算） 
約 378万円 
（平均） 

愛知県一宮市 認定 
8 

（H23.12
時点） 

連区 
あり 

（2005年） 
375,621人 地域づくり協議会交付金 

3,357万円 
（23年度予算） 

約 420万円 
（平均） 

香川県高松市 認定 44  概ね小学校区 
あり 

（2006年） 
419,291人 地域まちづくり交付金 

1億 5,700万円 
（22年度） 

約 357万円 
（平均） 

広島県呉市 認定 28 

旧市内及び旧

合併町のまち

づくり委員会 

あり 
（2003年
／2004年
／2005年） 

239,553人 ゆめづくり地域交付金 
4,650万円 

（23年度予算） 
約 166万円 
（平均） 

兵庫県篠山市 なし 19 
旧小学校区単

位 
あり 

（1999年） 
43,268人 地域づくり交付金 

27,733,504円 
（22年度実績） 

約 100万円～

約 234万円 

兵庫県朝来市 不明 11 概ね小学校区 
あり 

（2005年） 
32,819人 地域自治包括交付金 

61,149,767円 
（22年度実績） 

約 355万円～

約 1,138万円 
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□「届出」のケース  条例／規則等の事例 

自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

秋田県湯沢市 

（地域自治組織交

付金） 

■湯沢市まちづくり支援要綱 
(定義) 
第 2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 地域自治組織 地域の身近な課題を解決し、個性豊か

なまちづくりを進めるため、地域住民の自発的及び主体的

な意向により設置された組織であって、地域自治組織連絡

協議会(以下「地域協議会」という。)及び地区組織をいう。 
(2) 地域協議会 別表第 1の組織をいう。 
(3) 地区組織 別表第 2の組織をいう。 

■湯沢市まちづくり支援要綱 
(届出) 
第 4条 地域自治組織を設置したときは、地域自治組織届

出書(様式第 1号)により、市長に届け出るものとする。 
2 地域自治組織は、前項に規定する届出事項に変更があ

ったときは、速やかに市長に届け出るものとする。 

三重県伊賀市 

（地域包括交付

金） 

■自治基本条例 
（住民自治協議会の定義・要件） 
第 24 条 住民自治協議会とは、共同体意識の形成が可能

な一定の地域において、そこに住むあらゆる人が自由に参

加でき、地縁団体や目的別団体などとともに、身近に地域

の課題を話し合い、解決できるよう、地域住民により自発

的に設置された組織で、各号に掲げる要件を満たすものを

さす。ただし、一つの地域は、複数の住民自治協議会に属

することができない。 
１．区域を定めていること。 
２．会員には、その区域に住む又は活動する個人、団体、

事業者等であれば、誰でもなれること。 
３．組織設置の目的が、その区域に住む又は活動する個人、

団体、事業者等の相互の連絡・親睦、地域環境の整備など

良好な地域社会の形成に関するものであること。 
４．目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格・

代表者・会議などを明記した規約を定めていること。組織

全体の運営に当たる役員や代表者は、地域、性別、年齢、

国籍などに配慮し、民主的に選出されたものであること。 

■自治基本条例 
（住民自治協議会の設置） 
第 25 条 前条に規定する住民自治協議会が設立された場

合、その代表者は、市長に設置の届出をする。 
２ 市長は、住民自治協議会の設置の届出があった場合、

当該協議会を市長の諮問機関及び市の重要事項に関する

当該地区の同意・決定機関とする。 
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自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

三重県名張市 

（ゆめづくり地域

交付金） 

■名張市地域づくり組織条例 
（地域づくり組織） 
第５条 地域づくり組織の区域は、別に規則で定める。 
２ 地域づくり組織は、次に掲げる要件のいずれにも該当

する団体とする。 
 (１) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会

の方法、監査その他地域づくり組織を民主的に運営するた

めに必要な事項が、規約に定められていること。 
 (２) 地域づくり組織の代表者及び役員が、その構成員

の意思に基づいて選出されていること。 
 (３) 基礎的コミュニティの代表者が、地域づくり組織

の運営に参画していること。 

■名張市地域づくり組織条例 
（地域づくり組織） 
第５条 
３ 地域づくり組織を設立し、及びその代表者を選出した

ときは、規則で定めるところにより、市長に届け出るもの

とする。その届け出た事項を変更しようとするときも、同

様とする。 
 
■名張市地域づくり組織条例施行規則 
（基礎的コミュニティ） 
第２条 住民は、基礎的コミュニティを設置し、統合し、

又は分割するときは、あらかじめ地域づくり組織及び市と

協議するものとする。 
２ 条例第４条第３項の規定による届出は、基礎的コミュ

ニティ代表者届（様式第１号）により市長に提出するもの

とする。 
３ 前項の届出があったときは、市長は、基礎的コミュニ

ティ代表者届受理証（様式第２号）を交付するものとする。 
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自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

福井県越前市 

（地域自治振興事

業交付金） 

■越前市地域自治振興条例 
( 自治振興会の組織等 )  
第 7 条  自治振興会は、地区の市民等の意思が十分尊重

された組織で構成されなければならない。   
2   自治振興会は、組織及び運営に関する事項について、

当該自治振興会の会則 ( 次項において「会則」という。 ) 
で定めるものとする。   
3   自治振興会は、会則に定めるところにより、会長その

他の役員を置くものとする。 
 
■越前市地域自治振興条例施行規則 
(会則)  
第 2 条  条例第 7 条第 2 項に定める会則(以下「会則」と

いう。)には、第 5条に定める地域自治振興事業の実施に必

要な組織及び運営に関する次の事項を定めるものとする。  
(1)  自治振興会の最高議決機能としての総会の設置  
(2)  条例第7条第3項に定める会長その他の役員の選任方

法及びその役割  
(3)  予算の編成並びに決算の調製及び報告  
(4)  前 3号のほか、基本的事項 

■越前市地域自治振興条例施行規則 
(届出)  
第 3条  自治振興会は、代表者、事務責任者等の必要事項

を自治振興会届出書(様式第 1 号)に記載し、当該自治振興

会の会則及び役員名簿とともに市長に提出するものとす

る。  
2  自治振興会は、前項に規定する届出事項又は会則に変

更があったときは、遅滞なく市長に届け出るものとする。 
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自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

滋賀県甲賀市 

（自治振興交付

金） 

■甲賀市自治振興会等規則 
(定義) 
第 2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義

は、当該各号に定めるところによる。 
(3) 自治振興会 概ね小学校区を基準とした別表第 1 の

それぞれの区域(以下「自治振興区域」という。)内で市民、

各種団体等の参画により自主的に設立された住民の組織

をいい、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とす

る。 
ア 名称、事務所の所在地、総会の方法、代表者及び役員

の選出方法及び役割、予算の編成並びに決算の調製及び報

告、監査その他自治振興会を民主的に運営するために必要

な事項が、規約に定められていること。 
イ 自治振興区域内に居住する住民によって構成される

団体であって、当該区域内で事業を行う個人若しくは法

人、通学者、通勤者又は当該区域内で活動する団体に対し

ても広く参加する途を開いていること。 
ウ 自治振興区域内の全ての区又は自治会が運営に参画

していること。ただし、特に市長が認めた場合は、この限

りでない。 

■甲賀市自治振興会等規則 
第 2章 自治振興会の設立 
(自治振興会の設立) 
第 3条 自治振興会を設立し、その代表者を選出したとき

は、自治振興会設置届(様式第 1 号)により市長に届け出る

ものとする。 
2 前項の届出の内容に変更が生じた場合は、自治振興会

変更届(様式第 2号)により市長に届け出るものとする。 
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□「認定」のケース  条例／規則等の事例 

自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

東京都調布市 

（地区協議会活動

助成金） 

■調布市地区協議会活動支援要綱 
第３  要件  
市長は，市内においてまちづくり活動を行う住民の団体が

次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは，地

区協議会として承認することができる。  
(１)  おおむね小学校の学区域を基本とした，地域内の住

民が主体となって自主的かつ民主的に運営する組織であ

ること。  
(２)  すべての地域住民に参加の機会を保障すること。  
(３)  地域住民に情報を公開し，支持を受ける努力をする

こと。  
(４)  会則等を定めていること。 

■調布市地区協議会活動支援要綱 
第５  決定  
市長は，第４の申請を受けたときは，速やかに審査し，地

区協議会として承認することと決定したときは地区協議

会承認決定書（第２号様式）により，承認しないことと決

定したときはその旨を申請者に通知するものとする。 

長野県長野市 

（地域いきいき運

営交付金） 

■長野市及び住民自治協議会の協働に関する条例 
（定義） 
第２条 この条例において「住民自治協議会」とは、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

行っている住民の自主的な団体のうち、当該団体からの申

込みにより第４条の規定による協定を締結する相手方と

して市が認定するものをいう。 

■長野市及び住民自治協議会の協働に関する条例 
（定義） 
第２条 この条例において「住民自治協議会」とは、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

行っている住民の自主的な団体のうち、当該団体からの申

込みにより第４条の規定による協定を締結する相手方と

して市が認定するものをいう。 
（協定の締結） 
第４条 市及び住民自治協議会は、協働して行う事務に関

する事項を定めた協定を締結するものとする。 
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自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

愛知県田原市 

（協働助成金／地

域づくり活動推進

交付金） 

■田原市市民協働まちづくり条例 
（地域コミュニティ団体の責務）  
第１５条  地域コミュニティ団体は、対象区域の市民等の

福利向上を図るため、自主的に地域の課題に対処するもの

とする。  
２  地域コミュニティ団体は、前項の場合において、必要

に応じ、他の市民活動団体と協働し、相互理解による信頼

の構築及びまちづくりの推進に努めるものとする。  
３  地域コミュニティ団体は、対象区域における市民等の

参加機会の確保に努めるものとする。  
４  地域コミュニティ団体は、市全体のまちづくりの推進

に配慮し、行政活動における地域に関わる課題について、

対象区域の市民等の意見を把握するように努めるととも

に、それらの意見を集約し、代表するものとする。 

■田原市市民協働まちづくり条例 
（地域コミュニティ団体の認定）  
第１８条  市長は、地域コミュニティ活動の活性化を図る

ことを目的として、民主的かつ公平な運営により第１５条

の責務を果たしている地域コミュニティ団体について、当

該団体の申請に基づき認定する。  
２  市長は、前項の認定について、地域コミュニティ団体

が前項に定める要件を欠いていると認めたときは、これを

取り消すことができる。  
３  市長は、前２項の認定の状況を公表する。  
４  前３項に関する手続きは、市長が規則で定める。 

愛知県一宮市 

（地域づくり協議

会交付金） 

■一宮市地域づくり協議会設置要綱 
（設置基準）  
第３条  協議会は、一宮市町会長設置規程（昭和 37 年一

宮市規程第１号）第６条に定める連区を単位とし、第９条

各号に掲げる団体を含めた複数の地域団体等により構成

された広く当該連区を代表する団体とし、次の各号に掲げ

る事項を全て満たすものとする。  
（1）会則を定めていること。  
（2）事業計画書及び予算書（案でも可）を作成している

こと。  
（3）設立総会が開催済みであること。  
（4）協議会を構成する団体等の名簿を備えていること。  
２  協議会は、１連区１団体とする。 

■一宮市地域づくり協議会設置要綱 
（団体の申請）  
第４条  協議会を設置しようとするものは、地域づくり協

議会設置申請書（様式１。以下「設置申請書」という。）

に次の書類を添えて、各年の 12月末日までに市長に申請 
しなければならない。  
（1）会則  
（2）事業計画書及び予算書（案でも可）  
（3）その他総会資料  
（4）構成団体等の名簿  
（団体の認定）  
第５条  市長は、前条の設置申請書が提出された場合には

速やかに審査を行うものとし、地域づくり協議会認定通知

書（様式２）により通知するものとする。  
２  協議会の認定年月日は、申請日以後最初に到来する４

月１日とする。 
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自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

香川県高松市 

（地域まちづくり交

付金） 

■高松市自治基本条例 
（地域コミュニティ協議会）   
第２３条    
２   市民は，地域の個性および自立性を尊重した地域の

まちづくりを行うため，地域コミュニティ協議会（共同体

意識の形成が可能な一定の地域において，その地域に居住

する個人および所在する法人その他の団体を構成員とし，

民主 的な運営により，地域の課題を解決するために活動

する組織で，一の地域につき一に限り市長が認定したもの

をいう。次項において同じ。）を設置することができる。  
 
■高松市地域コミュニティ協議会の認定に関する規則 
（認定）  
第２条  市長は，次に掲げる要件を満たす団体を地域コミ

ュニティ協議会として認定することができる。  
(１)  共同体意識の形成が可能な一定の地域（小学校区を

基準として，市長が適当と認める区域とする。以下「活動

地域」という。）を活動範囲とするものであること。  
(２)  活動地域に居住する個人および所在する法人その他

の団体を構成員とするものであること。  
(３)  活動地域の課題を解決するために自主的かつ自立的

に活動を行うものであること。  
(４)  透明性が確保され，かつ，民主的な運営が行われる

ものであること。  
(５)  活動地域における相当数の住民に支持されていると

認められるものであること。  
２  前項の認定は，一の活動地域につき一団体に限り行う

ものとする。 

■高松市地域コミュニティ協議会の認定に関する規則 
（認定の申請）  
第３条  地域コミュニティ協議会の認定を受けようとす

る団体の代表者は，高松市地域コミュニティ協議会認定申

請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。  
 （認定の決定）  
第４条  市長は，前条に規定する申請書の提出があったと

きは，その内容を審査し，認定することを決定したときは

高松市地域コミュニティ協議会認定決定通知書（様式第２

号）により，認定しないことを決定したときは高松市地域

コミュニティ協議会不認定決定通知書（様式第３号）によ

り，申請者に通知するものとする。 
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広島県呉市 

（ゆめづくり地域

交付金） 

◆呉市地区まちづくり委員会・協議会の指定等に関する要

綱 
（指定の要件） 
第３条 市長は、次に掲げる要件を満たす団体に対し、地

区委員会等としての指定を行うものとする。 
（１）活動範囲が、地区自治会連合会等の区域を考慮して

設定されていること。 
（２）前号の区域内において地区自治会連合会を始めとし

た複数の市民公益活動団体及び地域住民等により組織さ

れていること。 
（３）政治活動、宗教活動又は営利活動の実施を主たる目

的としていないこと。 

◆呉市地区まちづくり委員会・協議会の指定等に関する要

綱 
（指定の申請及び通知） 
第４条 地区委員会等の指定を受けようとする団体（下蒲

刈町、川尻町、音戸町、倉橋町、蒲刈町、安浦町、豊浜町

及び豊町の区域内における団体を除く。）は、呉市地区ま

ちづくり委員会・協議会指定申請書（様式第１号）に市長

が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。 
２ 市長は、前項の規定による指定の申請があった場合に

おいて、その内容を審査の上、地区委員会等として適当と

認めたときは、呉市地区まちづくり委員会（協議会）指定

通知書（様式第２号）により当該申請者にこの旨を通知す

るものとする。 
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□詳細不明 

自治体名 

（交付金名） 
要件／定義（条文） 認定／届出（条文） 

兵庫県篠山市 

（地域づくり交付

金） 

条例等による定めはない 
（交付金の交付対象は、地域（校区）自治会長会もしくは

まちづくり協議会に限定。両組織とも市が従来から把握し

ている組織であるため、特に組織の要件や認定方法等を定

めていない） 

条例等による定めはない 

兵庫県朝来市 

（地域自治包括交

付金） 

◆朝来市地域自治包括交付金交付要綱 
第２条  交付金の交付対象団体は、朝来市自治基本条例

（平成 21 年朝来市条例第２号。 
以下「条例」という。）第 15 条第１項に規定する地域自

治協議会（以下「協議会」という。）とする。 
 
◆朝来市自治基本条例 
（地域自治協議会の設立）  
第 15 条  一定のまとまりのある地域内の市民は、その地

域内において、多様な主体で構成された一つの自治組織

（以下「地域自治協議会」という。）を設立することがで

きる。  
２  前項の地域自治協議会は、次の各号の要件を満たさな

ければならない。  
（１）地域の総意が反映され、民主的で透明性を持ち、地

域内の誰もが希望に応じて運営に参加できること。  
（２）地域の課題を共有し、その解決に向けて地域自治協

議会が取り組む地域のまちづくり目標、活動方針等を定め

た地域まちづくり計画を策定すること。 

団体の届出／認定に関する記載なし 

 


