
令和 4 年度 第 1 回岡⼭市移住・定住⽀援協議会 
 

令和 4 年 4 ⽉ 8 ⽇（⾦） 10 時 
岡⼭市役所本庁舎 8 階中会議室 

 
1 会⻑あいさつ 
 
2 自己紹介 
  ①会員 
  ②事務局員 
 
3 議事 
 

（1）役員改選（決議事項） 
 

（2）岡⼭市移住・定住⽀援協議会規約の一部改正（決議事項） 
 

（3）岡⼭市移住・定住⽀援協議会事務局規程の策定（決議事項） 
 

（4）岡⼭市移住・定住⽀援協議会会計規程の策定（決議事項） 
①会計処理の⼿続き 

 
（5）令和 4 年度の事業計画及び予算（決議事項） 

①事業の役割分担 
 

（6）今後の協議会の運営について（協議事項・決議事項） 
①口座の開設と代表者印の作成 
②今後の協議会の開催⽇程 
③コンテスト形式を活用した PR 事業について 

 
4 その他 

①次回開催⽇         年      ⽉      ⽇ 
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令和 4 年度 岡⼭市移住・定住⽀援協議会 役員（案） 
 

新役職 所属 氏名 

会⻑ 岡⼭盛り上げよう会 佐藤 正彦 

副会⻑ 一般社団法⼈おいでんせぇ岡⼭ 逢澤 直⼦ 

副会⻑ 岡⼭市 ⼤⾕ 哲⼦ 

 ⼦ども未来・愛ネットワーク 宮岡 義⼈ 

 (株)キャリアプランニング 古郡 祐介 

 (株)グロップ 細川 裕未 

 ハローワーク岡⼭ ⼾取 誠 

 岡⼭県宅地建物取引業協会 ⻫藤 誠⼈ 

 岡⼭県不動産協会 ⽥淵 ひかり 

監事 岡⼭市 佐藤 隆司 
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岡山市移住・定住支援協議会規約の一部改正について 

 

 

【改正理由】 

岡山市移住・定住支援協議会が事業費を持って事業を運営していくにあたり、

適切な会計を行うために必要な改正を行うもの。 

（主な改正点） 

 ①監事の設置 

  会の会計を監査する監事を設置 

 ②会計に関する規約の追加 

経費及び会計年度に関する規約を追加 

 ※別添資料を参照 

 

【改正点】 

「岡山市移住・定住支援協議会規約（改正案）」のとおり 
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岡山市移住・定住支援協議会規約（改正案） 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 この協議会は、岡山市移住・定住支援協議会（以下「協議会」という。）という。 

（目的） 

第２条 協議会は、岡山市への移住・定住希望者及び岡山市への移住・定住者を対象として、

民間団体と市が連携・協力し、岡山市への移住・定住を支援することを目的とする。 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１）移住・定住に関する情報発信事業 

（２）相談や案内等の受け入れ支援事業 

（３）移住・定住希望者、移住・定住者との交流事業 

（１）移住・定住に関する相談等の実施 

（２）移住・定住希望者、移住・定住者の交流の支援 

（３）移住・定住支援に係る情報の周知活動の実施 

（４）その他移住・定住支援のために必要な事業 

 

第２章  会員 

 （会員） 

第４条 協議会の会員は、別表に定めるとおりとする。 

２ 会員は、名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその

旨を届け出なければならない。 

 （入会） 

第５条 協議会へ入会する場合には、別に定める入会申込書を会長へ提出し、総会員の４分

の３以上の承認を得なければならない。 

（退会） 

第６条 会員は、協議会を退会する場合には、退会届を会長へ提出しなければならない。 

 

 第３章 役員 
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（役員の種別） 

第７条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １人 

（２）副会長 ２人 

（３）監 事 １人 

（役員の選任） 

第８条 役員は、協議会において、会員の中から選任する。 

２ 監事は会長及び副会長を兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第９条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名した順序によってその職務を代理する。 

３ 監事は、会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

第４章 会議 

（会議） 

第１１条 会議は、必要に応じて会長が招集し、開催する。 

 （議長） 

第１２条 会議の議長は、会長が兼ねるものとする。 

 （定足数） 

第１３条 会議は、会員の過半数の出席によって成立する。 

 （議決）  

第１４条 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （会員の議決権） 
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第１５条 会員は、会議において、各１個の議決権を有する。ただし、監事は除く。 

 （書面議決等） 

第１６条 会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議

決し、又は他の出席会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合

において、会議に出席できない会員は、出席したものとみなす。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１７条 協議会の事務局は、岡山市市民協働局市民協働部市民協働企画総務課移住定住支

援室に置く。事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

（経費） 

第１８条 協議会の経費は、岡山市移住・定住支援協議会負担金、補助金その他の収入を充

てる。 

 （会計年度） 

第１９条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

  第７章 規約の変更、協議会の解散 

（規約の変更） 

第２０条 この規約を変更する場合は、総会員の４分の３以上の承認を得なければならない。 

（協議会の解散） 

第２１条 協議会を解散する場合は、総会員の４分の３以上の承認を得なければならない。 

 

  第８章 雑則 

 （細則） 

第２２条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

  附則 
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この規約は、平成２６年４月３０日から施行する。 

この規約は、平成２７年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２８年２月１５日から施行する。 

この規約は、令和４年 月 日から施行する。 
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岡山市移住・定住支援協議会事務局規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、岡山市移住・定住支援協議会規約（以下「規約」という。）第１７条

第１項の規定に基づき、岡山市移住・定住支援協議会（以下「協議会という。」）の事務

局（以下「事務局」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（構成員） 

第２条 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。 

（１）事務局長は、岡山市市民協働企画総務課移住定住支援室担当課長をもって充てる。 

（２）事務局次長は、岡山市市民協働企画総務課移住定住支援室室長補佐をもって充て

る。 

（３）事務局員は、岡山市市民協働企画総務課移住定住支援室職員をもって充てる。 

 

（職務） 

第３条 事務局長は、協議会の会長（以下「会長」という。）の命を受け、事務局の事務を

掌理し、事務局員を指揮監督する。 

２ 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局員の指揮監督を行う。 

３ 事務局員は、上司の命を受け、事務に従事する。 

４ 事務局は、次に掲げる事務を行う。 

（１）協議会の会議の開催運営に関すること。  

（２）協議会の事業に関すること。 

（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算の調整に関すること。 

（５）契約の締結に関すること。 

（６）その他協議会の運営に関し必要な事項 

 

（会長の専決事項） 

第４条 協議会の運営の基本方針に関することについては、会長の決裁を要するものとす

る。 
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（専決事項） 

第５条 次に掲げる事項（前条に掲げる事項を除く。）は、事務局長がこれを専決すること

ができる。 

（１）協議会の運営に関する諸規程の制定・改廃に関すること。 

（２）規約第１２条第１項の会議の開催及び運営事務に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、会長名をもってする事項 

（４）岡山市事務決裁規程（平成４年市訓令甲第４号）別表第１に掲げる事項で、決裁区

分が市長、副市長、理事、局長、部長及び課長とされるもの 

２ この規程で定める専決事項であっても、重要又は異例に属するもの等である場合は、会

長の指示を受けなければ決裁できないものとする。 

 

（代決） 

第６条 決裁者が不在のとき又は欠けたときは、次に掲げる者が、その事務を代決するもの

とする。 

決裁者 代決者 

事務局長 事務局次長 

 

（文書の取扱い） 

第７条 文書の取扱いについては、岡山市文書取扱規程（平成１５年市訓令甲第２１号）の

例による。 

 

（服務） 

第８条 事務局職員の服務については、岡山市職員服務規程（昭和３７年庁達第２号）の例

による。 

 

（委任） 

第９条 この規定に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に

定める。 
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附 則 

この規程は、令和４年４月 日から施行する。 

 

 

（参考） 

事務局の体制 

役職 所属・職名 氏名 

事務局長 移住定住支援室 移住定住支援担当課長 篠田 由美子 

事務局次長 移住定住支援室 室長補佐 寺島 直樹 

事務局員 移住定住支援室 移住定住支援担当係長 石井 陽子 

事務局員 移住定住支援室 主任 山根 輝久 
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岡山市移住・定住支援協議会会計規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 岡山市移住・定住支援協議会（以下「協議会」という。）の会計事務については、

この規程に定めるところによる。 

 

（事務処理の委任） 

第２条 協議会の会長（以下「会長」という。）は、会計事務を協議会の事務局長（以下「

事務局長」という。）に行わせることができる。 

 

（現金領収） 

第３条 事務局長は、現金を領収したときは領収書（様式第１号）を納入者に交付しなけれ

ばならない。 

２ 前項において、事務局長は、領収した現金の金額、内容等を現金出納簿（様式第２号）

に記載して整理するとともに、領収した現金を速やかに協議会の普通預金口座に払い込ま

なければならない。 

 

（予算差引簿） 

第４条 事務局長は、前条第２項の現金出納簿のほか、一切の収入及び支出を収支予算整理

簿（様式第３号）に記載またはそれらの内容がわかる電磁的記録により整理しなければな

らない。 

 

（契約の方法） 

第５条 協議会が締結する売買、貸借、請負その他の契約については、岡山市の契約を参考

に処理する。ただし、これによりがたいときは、会長が別に定める。 

 

（経費の支出） 

第６条 経費の支出は、現金又は口座振込により行うものとする。 

２ 事務局長は、経費の支出に当たっては、見積書、請求書及び領収書またはそれに代わる

もの（以下「領収書等」という。）を債権者から受領し、整理しなければならない。ただ
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し、口座振込による経費の支出に当たっては領収書等の受領を、次に掲げる経費の支出に

当たっては請求書の受領を省略することができる。 

（１）謝礼 

（２）旅費 

（３）印紙、証紙、郵便切手、郵便葉書その他これに類するもの 

（４）官公署、公社、公団等が発行した納入通知書によるもの 

（５）その他事務局長が適当と認めるもの 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の経費の支出に関する事項は、岡山市会計規則（昭

和３９年市規則第６号）を参考に処理するものとする。 

 

（旅費） 

第７条 協議会の会員並びに協議会から依頼を受けた者が会務のために旅行したときは旅費

を支給することができる。 

２ 前項の規定により支給する旅費については、岡山市職員の例の範囲の実費とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、事務局長が必要と認める場合は、基準を超えて実費を支給

することができる。 

 

（現金の保管） 

第８条 事務局長は、即日支払わなければならない経費の支出のために、必要最低限度の額

の現金を保有することができる。 

２ 前項の現金の保管については、紛失及び盗難を防止するために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 現金の保管及び出納については、第３条第２項の現金出納簿に必要事項を記載して整理

しなければならない。 

 

（決算書及び関係書類の提出） 

第９条 事務局長は、毎会計年度終了後、速やかに収入支出決算書を作成し、証拠書類を添

付し、会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の収入支出決算書の提出を受けたときは、協議会の監事（以下「監事」と

いう。）の監査を受けなければならない。 
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３ 前項において、監事が必要と認めるときは、会長に関係書類の提出を求めることができ

る。 

４ 前２項に定めるもののほか、監事は、必要に応じて会計事務について検査を行うことが

できる。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、協議会の会計事務に関しては、岡山市会計規則

（昭和３９年市規則第６号）の例による。ただし、これによりがたいときは、事務局長が

別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和４年  月  日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

№         

 

領 収 書 

 

令和  年  月  日 

 

                 様 

 

金 額         

（消費税及び地方消費税を含む） 

 但し 

 
 
 
 

上記の金額を領収いたしました。 

 
 
 
 

岡山市北区大供一丁目１－１ 

岡山市移住・定住支援協議会 

会長          ○印  
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様式第２号（第３条関係） 

現 金 出 納 簿 

収支年月

日 
収入金額 引継金額 差引残高 摘要 

決裁欄 

事務局長 担当 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

様式第３号（第４条関係） 

収 支 予 算 整 理 簿 

【収 入】 

日付 科目 内容 収入済額 備考 

     

     

     

     

     

     

     

 

【支 出】 

番号 日付 科目 内容 支出済額 
差引予算 

残額 
備考 
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岡⼭市移住・定住⽀援協議会 会計のお約束（案） 
R4.4.8 

Attention!! 
昨今、市が負担⾦を出している外部団体の会計処理について、外部からの目が厳しくな
っています。適正な予算執⾏、⾦銭出納の管理が求められていますので、次のお約束の
順守にご協⼒くださいますようお願いします。 

 
1. 年度の事業ごとに、負担⾦予算額の範囲内で事業を実施してください。 

 
2. ⽀出をする場合は、必ず事前に事務局まで、対象事業、用途、内容、⾦額を連

絡してください。 
 

3. ⽀払い方法は、可能な限り、当協議会の口座から直接相⼿方の口座に振込を
する方法とし、⾒積書及び請求書を発⾏してもらってください。 

 
4. 口座振込による⽀払いができず、⽴て替えて⽀払いをした場合は、必ず、レシート

や⽀払い明細の原本を事務局にご提出ください。ネットで購入した場合は、購入
内容、⽀払ったことがわかるものを印刷またはメールによりご提出ください。 

 
5. ⽴て替え分は、4 をご提出いただいた後で、口座振込の方法により精算します。 

 
6. 決算は、3 ⽉ 31 ⽇時点で⾏いますので、年度をまたぐ⽀払いや精算が発⽣しな

いよう、特に 3 ⽉の⽀払い等は速やかにご連絡ください。 
 

7. 上記のお約束で疑義が⽣じた場合は、事務局までお問い合わせください。また、必
要に応じてお約束の変更も検討していきたいと思います。 
 

令和 4 年度 事業別予算額 
事業名 負担⾦予算額 

オンライン座談会、移住者交流会 190,000 円 
移住下⾒ツアー 1,470,000 円 
体験ガイド 1,060,000 円 
キャッチコピー募集 560,000 円 
SNS 運用 400,000 円 
事務費 20,000 円 
合計 3,700,000 円 
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令和 4 年度岡山市移住・定住支援協議会事業計画（案） 

 

１．趣旨  民間団体と市が連携・協力し、岡山市への移住・定住希望者及び岡山市への 

移住・定住者へ岡山市への移住・定住を支援する。 

 

２．期間  令和 4年 4月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

 

３．事業概要 

 

①オンライン座談会   

   移住希望者の移住に関する悩みや不安の解消を目的に、オンラインによる座談会を

実施。協議会のノウハウや移住者のネットワーク等を活かし独自性の高い座談会を開

催することで、参加者の高い満足度を得られ、座談会後の参加者との関係性を持続でき

るきっかけとなる。 

 

②移住下見ツアー（連携中枢都市圏事業）  

   岡山市を下見する際に、どこを下見すれば分からない移住希望者を対象に、岡山市の

様子や暮らしの様子を案内することを目的に、移住下見ツアーを実施する。移住希望者

の中には広域で移住先を検討している方もいるため、連携中枢都市圏の市町もバスに

より同時に巡ることで、広域の情報を求める移住希望者のニーズに応え、圏域内への移

住意欲の喚起を図る。 

 

③移住体験ガイド  

   移住下見ツアーとは別に個別に下見したい場所がある、市内の暮らしを体験したい、

というニーズに応えるため、移住体験ガイドを実施する。協議会のノウハウを活かし、

行政では対応が難しい個別のニーズに応えることで、よりリアルな岡山市を移住希望

者に体験してもらう。 

 

④移住者交流会  

   移住後の生活の中で、移住者ならではの悩みや不安があっても相談する相手がおら

ず、岡山市を離れる移住者もいる。そういった悩みや不安の解消を目的に、移住者交流

会を実施。移住者同士で交流しつながりを深め、移住後も協議会との関係性を持続する

ことで、岡山市内への定住を促進する。 

 

⑤コンテスト形式を活用した移住 PR   

   今後の移住 PR のためのキャッチコピーなどを、市民参加型で募集する PR 事業を実
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施。SNS を活用した実施など、行政ではやりにくい手法等により、広く市民から募集す

ることで、岡山市民の移住に対する意識を向上させ、移住者の受け入れに前向きになっ

てもらうきっかけ作りとなる。 

 

⑥SNS を通じた関係づくり  

   移住希望者と協議会との関係づくりを目的に、SNS 運営を実施。コメント等への対応

が行政と比較し即時に対応しやすく、また双方向でコミュニケーションを図ることで、

移住希望者に安心感を持ってもらえ、関係性を持続・強化することができる。 

 

４．事業スケジュール表 

   別紙のとおり 
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令和4年度岡山市移住定住支援協議会　事業スケジュール表及び役割分担(案)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会会議の開催(案) 4/8(金)
2週目辺りで

調整
2週目辺りで

調整
2週目辺りで

調整

①オンライン座談会
　6回開催（5月以降）

開催日
検討

②移住下見ツアー
（連携中枢都市圏事業）

8月ツアー
行程検討

ツアー会社
選定

9月ツアー
行程検討

参加者募集
8/13-14
岡山市

9/17-18
岡山市

吉備中央町

③移住体験ガイド
　6回開催（5月以降）

開催日
検討

④移住者交流会
　2回開催

9月内容検討 参加者募集 9/3
12月

内容検討
参加者募集 12/24

⑤コンテスト形式を活用
した移住PR

企画立案
入札要件

作成

事業者
選定

募集要項
作成

結果発表
表彰

⑥SNSを通じた関係づくり
運営方法等

検討

募集期間 審査

随時実施

毎月2週目辺りで調整

企画：おいでんせぇ岡山、岡山盛り上げよう会、子ども未来愛ネットワーク

運営：参加団体、岡山市

行程検討・当日運営：岡山市移住・定住支援協議会

契約関係：岡山市

企画：おいでんせぇ岡山、岡山盛り上げよう会、子ども未来愛ネットワーク

運営：参加団体

企画：おいでんせぇ岡山

子ども未来愛ネットワーク

運営：参加団体

企画：岡山市移住・定住支援協議会

企画：岡山市移住・定住支援協議会
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収入の部

費目 予算 備考

負担⾦ 3,700,000 岡⼭市の負担⾦

雑収入 100,000 移住下⾒ツアー参加費、移住体験ガイド参加費、移住交
流会参加費等

合計 3,800,000

⽀出の部

費目 予算 備考

報償⾦ 1,200,000 協議会事業に係る会員への報償⾦

消耗品費 200,000 移住体験ガイド、移住PRの事務用品等

印刷製本費 100,000 移住体験ガイド、移住PR等のチラシ印刷費用

⼿数料 20,000 振込⼿数料

通信運搬費 20,000 オンライン座談会、移住体験ガイド等の資料送料

その他の委託料 1,500,000 移住下⾒ツアー、移住PR事業業務委託等

使用料及び賃借料 760,000 移住体験ガイド施設利用料、移住者交流会会場利用
料、移住PR表彰式会場使用料

合計 3,800,000

令和４年度岡⼭市移住・定住⽀援協議会予算（案）
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令和４年度岡⼭市移住・定住⽀援協議会予算内訳(案)

座談会・交流会 移住下⾒ツアー 体験ガイド キャッチコピー募集 SNS運用 事務費 合計

報償⾦ 130,000 170,000 200,000 300,000 400,000 1,200,000

消耗品費 100,000 100,000 200,000

印刷製本費 50,000 50,000 100,000

通信運搬費 10,000 10,000 20,000

その他の委託料 1,300,000 50,000 50,000 1,400,000

使用料及び賃借料 50,000 650,000 60,000 760,000

⼿数料 20,000 20,000

合計 190,000 1,470,000 1,060,000 560,000 400,000 20,000 3,700,000
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