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総社市市民提案型事業 

 

西郡地区の絆を推進する会 

西郡自治会、山手公民館西郡分館 

地域には豊富な人材が揃っていることを実感した。 

地域には様々な組織が活発に活動している。 

 しかし、各組織が連携して活動できる場はない。 

活動した際に感じた住民の『絆』が大切では？ 

各組織が情報交換し、協働して活動できる場をつ
くる必要があるのでは？ 

地域の諸団体が協働して事業を企画・実施できる
組織が必要  →  『絆塾』の創生 
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絆塾 
（地域の課題を 
考え・解決する場） 

西郡 
自治会 

西郡共有 

地域を支える
諸団体 

地域活動での連携 

地域環境の保全 

地
域
学
習 

地
域
の
保
全 

子供会、福祉委員会等 地域を知る学習、生涯学習 

協働 
公民館 
活動 

（西郡分館） 

平成２８年度の役員（幹事の若返り） 
 板野 誠     山手公民館西郡分館長、元自治会長  【会長】 

 劒持 英二   元自治会長、元共有総代長 【副会長】 

 新谷 修      山手公民館西郡分館主事  【副会長】 

 劒持 堅志   前自治会長、元共有総代長 、医博  【事務局長】 

 劒持 郁夫   西郡自治会長 

 日野浦 弘幸 元総社市教育委員会文化課職員、元山手公民館長 

 守安 勝己   元西郡共有総代長 

 劒持 亨     やまて虹の会（十日町市・やまて友好交流支援）幹事 

 塚原 紗耶  （独）国立病院機構医師、子供会会員 

 酒井 浩恵   山手小学校ＰＴＡ会長、子供会会員 

 阿部 英志   西郡自治会山手地域づくり協議会担当副会長 

 前田 一樹   西郡共有総代長 

 守安 睦夫   シルバークラブ会長、地踊り保存会会長 

 風早 加那   西郡子供会長  
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（絆塾の創成） 
  

 住民や地区内の各種団体が協働できる場として『絆塾』を立ち
上げ、地区の共通基盤として活動するための準備を行った。 
    

 住民アンケートの実施 

 絆塾ばかりでなく、地区内の諸団体が協働して利用できる
ホームページ（kizunazyuku.jp）の開設 

 絆塾ニュースの配布、地区の中核施設である公民館分館（公
正館）におけるインターネット環境の整備など住民広報の充実 

 地元の若手専門家を起用した市民参加型事業の開催 

 新住民や若い世帯が求める情報をまとめた『西郡の歴史とくら
し』（くらし編）の編集と西郡イラストマップの作成 

 福山、幸山などの共有地の保全と活用を目的とした自治会及
び西郡共有の法人格取得の検討 

住民意識の把握 

住民アンケートの実施（自治会総会持参） 

 対象世帯：301戸、回収率39.9% 

西郡の住み心地、印象等の把握 

市民参加型事業に対するニーズ 

「西郡の歴史とくらし」（くらし編）に対する
ニーズ 

 IT等を活用した情報提供に対するニーズ
の事前把握 
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・防災関連の充実を 最近発生した地震についても・・・ 地域としてどう対応するのか  
 みんなが考え防ぐことが必要では？ 
・「西郡の歴史とくらし」は大変勉強になった。更に詳しく知りたい。 
・FAXやメールのように文字で残るものにしてほしい。 
・ゴミステーションの掲示もありがたいのですが、火、水、金にいかないときは、見ることができない。 
 旧山手村の情報も知りたいです。 
・ホームページかアプリをつくるかして、情報がもっと得やすいように。 
・慶弔情報はゴミステーションが頼りですが、毎日必ず見に行くことができず、心配です。 

住民アンケートの実施結果 

情報提供について 

61% 
8% 

31% 

0% 

情報提供は十分か 

現状で十分 情報提供は不十分 

くらし編とニュースに期待 不要 

回答数107 

22% 

52% 

8% 

18% 

インターネット等による提供 

（回答数115） 

是非利用したい 

便利だったら利用する 

ITは利用しない 

ごみステーションの掲示で十分 

住民アンケートの実施結果 
地域情報の提供と 

インターネットの活用について 

今後の課題 

早期に完成 

住民向けサービス 自治会・共
有等の活動
について 

西郡の
主要施
設の紹
介 
緊急避
難場所
等の紹
介 

これまでの活動について 

公民館活動 

山手地区
及び総社
市の主要
施設 
公的施設、 
観光施設 
医療施設 

リンク集 NEWS 
(慶弔情
報・行事
案内) 

年間
行事 
主要
行事
の紹
介 

地区内サー
クル 
等の活動紹
介 
・専用ページ
開設 
・活動紹介 
・入会方法 
・規約 
・連絡先 

活動内容 
入会案内 
会費、規約 
役員名簿 
活動内容 
地域づくり
協議会の行
事 
（夏祭り山手、
十日町交流
等） 
福祉委員会 
社協につい
て 
消防団 
お問い合わ
せ先 

西郡地区について 

掲示板、伝言板 
メールサービス 
住民専用ページ 

絆を推進する
会について 

問合わせ 

トップページ 

山手公民館 
西郡分館の紹介 
近隣の分館紹介 
分館活動の紹介 
行事予定表 
公正館の予約 
利用方法・設備 
お問い合わせ先 

子供会 

PTA活動 

虹の会 

シルバー 

子供相撲 

昔遊び 

木野山様 

子供みこし 

地踊り 

など… 

など 

今年度の活動について 

西郡の歴史とくらし（歴史編）の紹介 

・イラスト地図 
・史跡、仏閣、主
要施設紹介 
・町組境界地図 
・施設へのリンク 
・ゴミステーショ
ン 

 収集日、注意
点等 
・ふれあいタク
シー 

・溝掃除、クリー
ン作戦等 
 

・山手イラスト地
図 
・主要施設の紹
介・各施設への
リンク 
・ハザードマップ 
・学校、通学路 
・御崎神社につ
いて 

会の目的について 

西郡の歴史とくらし（くらし編）の紹介 

住民アンケートの結果について 

地縁法人化と福山などの保全について 

絆塾ニュースの紹介（バックナンバー） 

市民参加型事業の開催に
ついて 

総社市市民案型事業について 

その他 

ホームページ（kizunazyuku.jp）の概要 
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絆塾ホームページ（kizunazyuku.jp）の 

開設目的と特徴について 

 ホームページは、絆塾の活動を広報するだけでなく、地域内の諸団
体にも開放する。 

 将来的には山手地区や総社市の諸団体も共同で利用できるホーム
ページとする。 

 地域に埋もれている様々な情報を体系的に収集・整理・蓄積する作
業を開始し、データベース化して順次公開し、地域の財産として残
す。 

 住民向けのホームページ入門研修会等を開催し、利用を促進する。 

 各団体が自らホームペーシを作成・編集するための研修会を開催し、
人材の育成を図る。 

 当初は業者委託により作製するが、ホームページは素人でも編集が
可能といわれている「WordPress」で作成する。 

 サーバーは、NTTコミュニケーションズ㈱からレンタルした。 

 

 

 

NTTコミュニケーションズ㈱の 

「Bizメール＆ウェブ エコノミー」の採用 

「Bizメール＆ウェブ エコノミー」は、比較的廉価なレンタルサーバーで
あるが、WordPressに対応するなど、充実した拡張性を有している。 
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 ①総社市の地図 航空写真 
 http://www.city.soja.okayama.jp/toshikeikaku/shisei/koukuu-top.html 
   
 ②総社市の地図 総社市統合型ＧＩＳサイトへのリンク 
 http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/profile/soujasi_map_info.html 
   
 ③総社市勢要覧 ２０１３ 
 http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/profile/shiseiyouran2013.html 
   
 ④総社市組織一覧 
 http://www.city.soja.okayama.jp/soumu/shisei_soumu/sosiki/ichiran.html 
   
 ⑤総社市施設一覧 
 http://www.city.soja.okayama.jp/kikaku/sisetsu_list.html 

 
 ⑨新生活交通 雪舟くん 
 http://www.city.soja.okayama.jp/kotsu/kurasi/shin_seikatu_koutuu/shin_seikatu_koutuu.html 
   
 ⑩バス路線と時刻表（新生活交通 雪舟くん） 
 http://www.city.soja.okayama.jp/kotsu/kurasi/busurosen/bus_jikoku.html 
   
 ⑪総社市メールマガジン 
 http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/kouhou_kouchou/kouhou/soja_ml.html 

 
 ⑦妊娠・出産時に役立つ情報 
 http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/navi/ninshin_syussan_navi.html 
   
 ⑧子育てに役立つ情報 
 http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/navi/kosodate_navi.html 
   
 ⑨保育園、幼稚園、学校に関すること 
 http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/navi/nyuuen_nyuugaku_navi.html 

リンク情報の活用 
既存のホームページに掲載されている情報を活用する。 

既存のホームページの活用（リンク情報） 

 既存のホームページの情報を整理し、リンクするだけでも、住民に
とっては貴重な情報となる。 下記に示す西郡と清音の境界付近の航
空写真は、総社市ホームペーシの「航空写真」に掲載されていた。 

http://www.city.soja.okayama.jp/toshikeikaku/shisei/koukuu-top.html
http://www.city.soja.okayama.jp/toshikeikaku/shisei/koukuu-top.html
http://www.city.soja.okayama.jp/toshikeikaku/shisei/koukuu-top.html
http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/profile/soujasi_map_info.html
http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/profile/shiseiyouran2013.html
http://www.city.soja.okayama.jp/soumu/shisei_soumu/sosiki/ichiran.html
http://www.city.soja.okayama.jp/kikaku/sisetsu_list.html
http://www.city.soja.okayama.jp/kikaku/sisetsu_list.html
http://www.city.soja.okayama.jp/kotsu/kurasi/shin_seikatu_koutuu/shin_seikatu_koutuu.html
http://www.city.soja.okayama.jp/kotsu/kurasi/busurosen/bus_jikoku.html
http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/sisei/kouhou_kouchou/kouhou/soja_ml.html
http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/navi/ninshin_syussan_navi.html
http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/navi/kosodate_navi.html
http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/navi/nyuuen_nyuugaku_navi.html
http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/navi/nyuuen_nyuugaku_navi.html


7 

住民活動の拠点 

公民館西郡分館（公正館）の充実 

 住民活動の拠点となっている西郡分館にビデオ、PC、スマホ
に対応したプロジェクターとインターネット接続環境（ Wi-Fi）を
活用できる環境やソフトを整備し、住民が気軽に参加できるパ
ソコン、インターネット講習会等を開催し、ホームページ等の利
用を促進する。 

くらし編（HP）向けて  絆塾ニュースの毎月発行 
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西郡イラストマップの作成 

 イラストマップは、編集可能な形式で提供できますので、事務局までお申し込みください。 

   連絡先： 劒持 堅志   k_kenmotsu@kizunazyuku.jp 

 

市民参加型事業の開催 

 平成28年度は、地元在住の若手専門家を起用した講演会など
12回の市民提案型事業を開催ました。 

No 月 日 時 行 事 名 場 所 内  容 参加人数 共催者 

1 ５月 22日（日） 福山の歴史と自然(樹木)を知ろう 福山 福山に親子で登山し、福山の歴史や自然について学びました。 86 
西郡分館 
山手虹の会 

2 ７月 16日（土） 
伝承遊び 
（昔遊びを子どもたちに伝える） 

公正館 西郡の歴史を学んだ後、昔からの遊びやおやつを楽しみました。 72 
西郡分館 
 

3 ７月 17日（日） 木野山様 子供みこし （下９当番） 木野山様 西郡地区に古くから残る木野山様の子供みこしを行いました。 300 自治会 

4 ８月 14日（金） 西郡盆踊り（地踊り）  公正館 伝統ある地踊りと打ち上げ花火を地区民全員で楽しみました。 400 地踊り保存会 

5 ８月 21日（日） 
地域の安全と安心を考える 
（防災、救急講習会） 

公正館 総社市危機管理室及び消防本部の協力を得て防災・救急講習会を開催しました。 67 
西郡分館 
自治会 

6 ９月 4日（日） 
身近な医療を考える 
（妊娠と認知症に関する講演会） 

牛神様 地域在住の専門家を講師に、妊娠と認知症に関する講演会を開催しました。 77 
西郡分館 
自治会 

7 ９月 18日（日） 子供相撲（牛神様祭礼） 牛神様 地区に伝承されている子供相撲に50名を超える子どもたちが参加しました。 50 自治会 

8 １０月 9日（日） 西郡 子供みこし 
公正館集
合 

秋祭りにあわせて地区の子どもたち全員が西郡地区をくまなく行幸しました。 350 自治会 

9 11月 13日（日） 
地域づくりを学ぶ 
（地域づくりの先進地を訪ねる） 

真庭市 バイオマスで地域づくりに取り組む真庭市を訪ね、現地で研修会を開催しました。 30 
山手公民館 
自治会 

10 １２月 18日（日） お飾りづくり 公正館 地区民が持ち寄った青田刈り稲藁を材料に長老からお飾りづくりを学びました。 13 西郡分館 

11 １月 14日（日） とんど焼き（とんど祭り） 公正館 お飾り等を供養し、餅つき、ぜんざい、焼き芋づくり等で新年を祝いました。 80 
西郡分館 
自治会 

12 ２月 25日（土） 連続講座 地域の歴史を学ぶ 公正館 日野浦先生とともに、西郡の昔に詳しい住民の方々からお話をいただきました。 17 
西郡分館 
自治会 

            1542 合計 
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市民参加型事業の開催 

 平成28年度は、地元在住の若手専門家を起用した講演会を開催し
た。来年度は、「笑いと健康」などのテーマで継続する予定。 

地域に住む若い人材を起用した 
医療講演会の開催 

岡山医療センター 
塚原先生 

妊娠について 
知っておきたいこと 

浅野クリニック 
浅野院長 
物忘れが 

気になったとき 
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現地専門家をお招きした研修会の実施 

防災・救急講習会の開催 
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地縁法人化による共有地管理のため
の情報収集と実現の可否の判断 

西郡地区が抱える長年の懸案事項である福山・幸
山共有地を保全・活用するため、自治会を地縁法
人化して西郡共有から管理を移管することについ
て検討しました。 

登記内容の確認と名義変更に関する検討 

市役所担当部局、弁護士等専門家への相談 

平成２９年４月に開催した自治会総会、共有総会に
おいて、今までの検討内容と今後の方針について
説明し、一定の理解をいただきました。 

 

平成２９年４月２３日（日）  

西郡共有総会、西郡自治会総会 

 
西郡地区の絆を推進する会 
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・共有での管理が限界 ⇒ 自治会へ要請 

（高齢化や後継者難による会員減少が顕著） 

 

・福山や幸山などの利用、活用の変化 

（健康づくり、社会教育、交流の場として） 

 

・地域の財産は地域の皆んなで守りたい。 

メリット 
・西郡の貴重な財産で
ある福山、幸山などの
共有地を安定的に管理
活用ができるようになる。 

・自治会の名義で共有
地の登記が可能となる
ので相続の登記など煩
わしさがなくなる。 

 

 

デメリット 

・登記簿記載の共有者と
しての権利が無くなる。 
・今後、承諾をお願いす
る必要のある法定相続人
の範囲等によっては、予
想外の時間と費用がかか
る可能性がある。 
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メリット          

・西郡の貴重な財産である
福山、幸山などの共有地を
安定的に管理活用ができる
ようになる。 

・自治会が法人格を持つこ  
とにより、自治会の名義で預
金、不動産、備品等を所有
できるようになる（現在は、会
計等の個人名義で所有して
いる）。    

 

デメリット 

・自治会に共有地の管理義務や
認可地縁団体としての総社市へ
の報告義務が発生する。 
 （共有地の保全管理作業、総
会、評議員会、会員名簿、事業
内容等の記録、報告等） 
  

   
 

・地縁団体 ⇒自治会や町内会等が該当 

     市町村内の一定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 

・認可地縁団体 

     市への一定の手続きにより地縁団体が法人格 

   を取得し、団体名で不動産登記できる 

・申請可能団体⇒地縁団体、不動産保有する等 
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・名称について 

 薪確保のために取得していた清音（三因）と山手 

 （西郡）との共有権を大正期に分割し、西郡代表 

 名義で所有権登記を完済して、共同所有権を 

 確保し、共有物を所有した意味。 
 （「西郡共有の始まりとその記録」より。H１０年３月末日） 

・西郡共有規約（西郡共有財産管理取扱規約） 

・共有地面積 約334千m2 （福山、幸山頂上ほか） 

・共有会員 約１５０人（登記時）→１２１人（今年4/1） 

今後の課題と方針について 
 住民アンケートで示された住民の意向を基礎に地域の諸団体と協働
して、地域の将来を支えるための基盤づくりと人材の育成を更に進め、
ホームページやイラストマップを地域の財産として活用していく。 

 地域の諸団体と連携し、地域の歴史と生活を記録・保存・公開・継承
する活動を本格的に開始し、将来は地域の課題を解決するための情
報センター、シンクタンクしての役割を果たしていきたい。 
   

（１）絆塾ホームページの更なる充実・拡張と活用 

（２）地域の情報、年間行事等をまとめ、新たに西郡に住居定められた
方々へのガイダンスとなる『西郡の歴史とくらし』（くらし編）の刊行 

（３）ニーズの強い健康、高齢化、子育て、歴史などのテーマにした市
民参加型事業『絆塾』の継続 

（４）共有地管理のための自治会の地縁法人化と福山・幸山を保全・活
用するための対策の関係機関や住民への提案 

（５）専任事務局員の配置によるホームページの管理、組織・事務局体
制の強化 

 


