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農林水産大臣賞受賞
「柚子香る癒しの里」長谷

豊かな自然・穏やかな時の流れの中、交流で進めるむらづくり

受賞者 長谷地区
な が た に ち く

（京都府舞鶴市）
きようとふまいづるし

■ 地域の沿革と概要

①舞鶴市の概要

舞鶴市は京都府北部、京都市より北西約

100kmに位置し、市域の南側は京都府綾部

市、西側は京都府福知山市・宮津市、東側

は福井県高浜町に接し、北側はリアス式海

岸の天然の良港である日本海舞鶴湾に面

し、市東北部舞鶴湾を形成する大浦半島は

若狭湾国定公園に指定されており、森と海

に囲まれた北近畿を代表する行政・経済両

面で中心的な立場を担う中核都市となって

いる。

②長谷地区の概要

長谷地区は、舞鶴市の北西部加佐地域に

あり、由良川左岸に位置する由良ヶ岳（標

高585ｍ）南麗中腹部の、その名が示す通

り幅50ｍ、長さ1.2km程の細長い谷筋のひ

っそりとした山里で、地域北側は天橋立で

有名な宮津市に接する小さな集落である。

近年、過疎化・高齢化の進展により、平

成18年には９世帯14名、高齢化率71.4％の

いわゆる「限界集落」であったが、「この

ままでは村が無くなる！村を何とか甦らせ

よう」と地元住民及び集落支援者による様

々な農村活性化に向けての取組を経て、現

在は11世帯19名、高齢化率52.6％の集落と

なり、取組が確実に実を結んできている。

集落は、一級河川由良川支流長谷川の清

第１図 位置図

※ 白地図 KenMap の地図画像を編集

第１表 地区の概要

長谷地区

 

事　　項
地区の規模
地区の性格
農　家　率 90.90%
（内訳）

　総世帯数 11
　農 家 数 10

販売農家数 1
（内訳） 　

　専業農家 1
　１種兼農家 －
　２種兼農家 －

主要作物 水稲
（農業産出額） ゆず

満願寺甘とう
農用地の状況 　耕地計 3.7ha
（内訳） 　　 田 2.5ha

　　 畑 0.4ha
　　 樹園地 0.8ha
　耕地率 1.20%
　農家一戸当たり農用地面積

0.4ha

内　　　容
集落

地縁的な集団
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流が集落中央を流れ、豊かな山々に囲まれ、四季の移り変りの景色が大変美しく地域の

大きな魅力となっている。そして、「長谷」という集落を広く知らしめているのが、「長

谷日限地蔵」の存在である。

集落北東約２kmの宮津市に通ずる旧街道の谷筋に祀られており、南北朝期の作と推定

され、日を限ってお参りすると必ず願いが叶うということで、いつしか日限地蔵と呼ば

れるようになった。戦時中は出征兵士の「武運長久」を祈る人が列をなし、現在は安産、

良縁、病気祈願、受験合格などの願いをかける参拝者が絶えることがなく、土日には多

くの参拝者が訪れ、毎年７月24日の地蔵祭りには遠方からも参拝者が訪れ、長谷集落の

貴重な地域資源となっている。

■ むらづくりの概要

１. むらづくりの基本的特徴

(1) むらづくりの動機、背景

ア むらづくりを推進するに至った動機、背景

長谷地区は、昭和40年頃まで豊かな山林資源を背景に、林業を基幹産業とする20世帯

90名程度の集落として、子どもの声が谷間に響く活気を見せていたが、木材需要・価格

低迷が進展する中、昭和40年代以降の高度成長期には、若年層の都市流出や離村者が続

出し、平成18年には高齢化率71.4％、14名の住民の内、70歳以上が10人を占めるという

いわゆる「限界集落」となり、耕作放棄地が増加し、集落の維持そのものが危機的な状

態に陥った。そういった中、住民の中に「このままでは数年後に村が消滅する。」という

強い危機感が生まれ、次の世代に何とか長谷集落を残そうという思いが共有され、集落

活性化に向け今できることとして、田畑を荒らさないように、「ゆず」を植えて、農地を

次世代に引き継ごうという取組が住民の手により始まった。

イ むらづくりについての合意形成の過程とその内容

長谷地区の活性化に向けては、まず何とか

田畑を荒らすことなく次世代に引き継いでい

くため、平成18年に住民の手による「ゆず」

の植栽から取組がスタートした。当時から長

谷地区との関係があったＩターン農業者を中

心とする農作業受託組織「若い衆でやろかい」

が趣旨に賛同し、それまで集落と培ってきた

信頼関係の中で、自然発生的な形で取組への

支援が始まった。

地区住民には、次の世代に集落を残すため、

「農地を集落と合わせて守ってくれる人なら、

必ずしも親子・親族に拘らず誰でも良い。」と

いう、切羽詰まった思いもあったが、現実的にＩターン者を集落に受け入れることに対

する抵抗感や、閉鎖的な村意識を払拭するため、意識改革からスタートすることが必要

であると考え、外部に向けて開けた集落として自ら変わっていくために、「ゆず」の植栽

写真１ ゆず苗木の植栽
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を都市農村交流活動として取り組み、ひいては耕作放棄地を解消することを、不在地主

を含めて集落全体で合意形成が図られた。

ウ 現在に至るまでの経過等について記述

平成18年に長谷地区住民と「若い衆でやろ

かい」が連携して、「ゆず」を地域活性化の基

軸とした取組がスタートし、平成18年度後半か

らは、長谷地区が有する自然環境や「長谷日限

地蔵」に代表される地域の歴史・文化、伝統な

どが高い公益性を有していることから、行政も

集落保全に向けて取組を支援することとなっ

た。

京都府では、「中丹ふるさと再生推進事業」

（京都府中山間ふるさと保全基金活動）を活用

し、長谷地区住民と関係者による『長谷ゆずの

里構想（集落将来構想）』策定に向けてのワー

クショップをスタートさせ、「ゆず」による集落活性化に向け、耕作放棄地の再整備、「ゆ

ず」苗木新植(平成21年時点:約400本新植)、除礫・土作り作業等を都市農村交流活動に

より「ふるさとボランティア活動（通称：さとボラ）」（延べ10回開催、一般ボランティ

ア353名参加）として同年度から開始し、平成20年からは「長谷日限地蔵」への参道整備

等里山整備を「さとボラ」と連携して「森林ボランティア」が取組を開始した。

また、「さとボラ」と併せて長谷の魅力を発

信し、さらに支援の輪を広げるため、新しい地

域資源発掘に向けて山菜マップ作成ツアー等を

「ふるさと発見隊」（延べ３回開催、一般参加

55名）として開催し、「地蔵祭り」の日には有

志による１日カフェの開催、平成21年３月には

公募によりマスコットキャラクター「ながたに

クン」を決定、同年11月にはテーマソング「長

谷小唄」「Ｗe Ｌove 長谷」のＣＤ作成、平成

22年３月には「うぃーらぶ長谷」ホームページ

を立ち上げ、支援者拡大に向けてＷｅｂ上で

魅力の発信に努めている。

なお、現在、これらの取組は、平成22年９

月に設立されたボランティアによる自主応援団

組織「Ｗe Ｌove 長谷」が住民と連携して主体

的に進めているもので、この自主応援団組織は、

「ふるさとボランティア活動」のリピーターの

中から、恒常的に集落を支援したいという強い

思いを持ったコアメンバーにより、立ち上げ

写真２ 長谷日限地蔵

写真３ ふるさと発見隊

写真４ 長谷地蔵祭１日カフェ
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られたものである。

(2) むらづくりの推進体制

ア 当該集団等の組織体制、構成員の状況

長谷地区は、極めて小規模な農山村集落であり、集落住民11世帯19名全員で構成され、

区長、農事組合長を中心に集落住民全員が取組に参画している。

取組開始時（平成18年）は、高齢化率71.4％のいわゆる「限界集落」であったが、集

落活性化への取組が進展する中、「若い衆でやろかい」から新規就農を目指すＩターンの

若者の紹介があり、平成19年10月から長谷集落で定住することとなった。

現在は、農業の担い手としてだけでなく集落活動の担い手として、また、自主応援団

組織「Ｗe Ｌove 長谷」の主要メンバーの一人として、集落活性化の中心的な役割を果

たし活躍している。

また、平成20年11月には「ザ・ファミリー」という家族で音楽活動を行っている半農

半音楽家族４名が新規定住することとなった。彼らの定住により、自主応援団組織「Ｗe

Ｌove 長谷」の活動に音楽という新たなツールが加わり、長谷集落ＰＲのためのテーマ

ソング「長谷小唄」「Ｗe Ｌove 長谷」のＣＤ作成や「ふるさとボランティア活動」交流

会での生演奏披露といった新たな活気が集落に生まれている。

イ むらづくりに関して、各集落の住民の当該集団等や連携する他の組織、団体との関

係及び参加状況等について記述

第２図 むらづくり推進体制図
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現在、長谷集落のむらづくりに関しては、「自分たちの地域は自らの手で守る。」とい

う機運が高まり、自主的な取組へと移行している。長谷地区住民と自主応援団組織「Ｗe

Ｌove 長谷」が密接な連携のもと取組を進め、「若い衆でやろかい」及び行政（京都府、

舞鶴市）が、それぞれの立場からバックアップして取組が進められている。

また、定住促進に向けては、舞鶴市が「農村集落空き家情報バンク」制度に取り組み、

これまでに加佐地域内で７軒の空家の賃貸契約を行い、「若い衆でやろかい」では独自の

新規就農者支援制度による取組を進めており、平成19年10月の長谷地区新規就農者の定

住を達成するなど、定住者の確保に向けて積極的な集落支援を進めている。

■ むらづくりの特色と優秀性

１. むらづくりの性格

長谷地区は、「このままでは数年後に村が消滅する。」という強い危機感から、次の世

代に何とか長谷集落を残していこうという思いを住民が共有し、平成18年から住民の手

による「むらづくり」の取組がスタートし、その後、地元住民と自主応援団組織「Ｗe

Ｌove 長谷」や、森林ボランティア組織「山悠遊」、若手農作業受託組織「若い衆でやろ

かい」、行政が連携協力して、ワークショップや都市農村交流活動に取り組み、集落活性

化に向けて『長谷ゆずの里構想』を基軸とした取組を進め、都市住民と地域住民とのふ

れあいを通じ、生きがいや潤いのある農村生活環境が構築されている。

取組開始時には、９世帯14名、高齢化率71.4％のいわゆる「限界集落」で、廃村の危

機に瀕していた農山村集落が、現在、11世帯19名、高齢化率52.6％まで到達したのは、

関係者全員の長谷地区を守りたいという強い意思のもと、密接に連携協力して地道に活

動を継続してきた結果と考えられ、地域活性化に向けての関係者の意欲は高い。

今後の集落目標としては、さらなる新規定住者の確保に向けて、近い将来新たに発生

が予見される空家の有効活用促進のため、集落外に居住し盆・暮れ利用が見込まれる家

屋所有者の賃貸に向けての合意形成や、約400本新植した「ゆず」の順調な生育や管理を

推進するため、適切な管理体制を構築するといった課題があり、そういった目標に向か

って、今後、さらに長期的に積極的な地域活動の継続が見込まれるところである。

２． 農業生産面における特徴

ア 当該集団等の農林漁業生産、流通面の取組状況

長谷集落では、過疎化・高齢化が進展する中、耕作放棄地が増加

するなどの問題が発生していたが、集落活性化に向けての「ゆず」

の新植活動により、遊休化していた農地0.8haを「ゆず」畑として

再生した。今後、「ゆず」の収穫が本格化を迎えた段階では、加佐

地域の女性地域活性化グループ「あけぼのフェニックス」と連携し

て商品開発・販売を検討しており、「ゆず」加工品（ジャム、ジュ

ース、アイス、ポン酢、あんこ等）にマスコットキャラクター「な

がたにクン」を活用して「地蔵の里長谷ブランド品」として、農村

活性化拠点施設での直売、道の駅、ネット販売等を検討している。

写真５ ながたに

クン
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また、現在、新規就農したＩターン者が1.7haで生産する水稲については、マスコット

キャラクターの「ながたにクン」シールを張り「清流の里長谷米」として、全量を都市

農村交流活動参加者等への直売により有利販売を展開している。

イ 当該集団等による生産力の向上、生産の組織化、生産・流通基盤の整備等への寄与

状況

長谷地区では、過疎化・高齢化の進展に伴い、耕作放棄地が年々増大していたが、平

成19年10月から長谷地区に定住したＩターン新規就農者が平成19年から耕作を開始した

ことにより耕作放棄地が解消され、平成21年時点で、およそ20年前の経営耕地面積の状

態まで回復を見た。現在、長谷地区の農地面積3.7haでは、水稲（2.5ha）、ゆず（0.8 ha、

約400本）、京の伝統野菜である万願寺甘とう（ﾊｳｽ栽培）（0.1ha）、野菜類（0.3ha）が栽

培され、その他、作業受託（0.6ha）にも取り組んでいる。

３. 生活・環境整備面における特徴

ア 当該集団等の生活・環境整備面の取組状況

長谷地区の氏神で伝統・信仰の中心となる

「日吉神社」への参道は、過疎化・高齢化によ

り住民だけでは手入れが行き届かず、通行が困

難な状態となり参拝や神事等に支障が出てい

た。そこで、「ふるさとボランティア活動」や

「森林ボランティア活動」により、地区住民と

ボランティアの協働作業で枯木伐採・倒木処理

や桜・紅葉植樹等参道整備を行い、参拝経路の

整備を実施した。

このことは、単に地区住民の日常生活面で

の環境整備にとどまらず、貴重な地域資源とし

て「日吉神社」及びその周辺空間の活用を図る

ことにつながるものである。

イ 当該集団等による生活条件の改善・整備、コミュニティ活動の強化、都市住民との

交流等への寄与状況

独居老人の多い長谷地区であるが、平成21年３月に公募で決定したマスコットキャラ

クター「ながたにクン」のイラスト入りの「長谷日限地蔵お守りキーホルダー」を住民

の発意で作成し販売を開始。また、同年11月には長谷地区のテーマソング「長谷小唄」「

Ｗe Ｌove 長谷」のＣＤを作成し、その売り上げの一部は自主応援団組織「Ｗe Ｌove

長谷」の運営資金として活用するなど、集落内でのコミュニティ活動には、高齢者の方

々も年々元気に取組に参加され、集落全体が活性化してきている。

また、都市農村交流活動で長谷地区を訪れるボランティアの人たちにとっては、長谷

地区の山々に囲まれた豊かな自然環境と併せて、高齢者の方々との語らいやふれあいの

ひと時が、都市生活で疲れた心を癒す地域の大きな魅力となっており、ボランティア参

写真６ 森林ボランティア
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加者の中には、都会の暮らしの中で精神疾患を患った若者も参加されることがあるが、

大変明るい顔をして帰路につかれている。このように、都市農村交流活動によるボラン

ティア参加者と地域住民とのふれあいを通じ、生きがいや潤いのある農村生活環境が構

築されている。

ウ 当該集団等の活動による地域への定住促進、女性の社会参画の促進状況等について

記述

京都府では、過疎化・高齢化が進み、担い手不足や農地の荒廃等の問題が深刻化して

いる農山村の維持と持続的発展を図るため、府独自施策として医療・福祉等生活環境改

善を含め、ソフト・ハードの両面から農山村活性化を図る≪共に育む「命の里」事業≫

に取り組んでおり、長谷地区を含む８集落（旧村岡田中村）では、平成21年度に地域連

携組織を設立し里力※再生に取り組んでいる。

長谷地区は、地域連携組織を構成する集落の一つとして、「長谷日限地蔵」や「ゆずの

里づくり構想」を岡田中地域全体の資源として活用するため、他集落と連携して地域全

体の活性化にも積極的に参画している。

※里力とは、集落住民が絆によって結ばれ、智恵を出し合い協働して問題解決に取り組

む力


