
津房地区まちづくり協議会（⼤分県 宇佐市）

地域住⺠で組織する津房まちづくり協議会では、「⼼かよい ⼈
が輝く ふるさと つぶさ」をスロ－ガンに⼦どもや⾼齢者対策に
重点を置き、⼩学校⾏事の地区⺠との共催化、交通安全施設の点
検・維持活動、交通安全啓蒙活動、有志による⽊⼯の「あんき⼯
房」等の活動により地域住⺠本位のまちづくりを進めている。

19

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

体制図

地域住民の暮らしを守る

「安⼼⽣活お守りキット」（世帯構成、
⽣年⽉⽇やかかりつけ医療機関、緊急時
連絡先などを記載するシート）を配布。

高齢者と小学生の交流支援

温泉施設の指定管理

共有林の維持管理等

法人化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
自立

女性・若
者の活躍

概 要

津房⼩が実施している“おたより”による独
居⽼⼈との交流事業や“七⼣まつり”など⽼
⼈クラブとの交流事業を⽀援する。

津房⽼⼈憩の家（津房温泉）の指定管理を
市から受託。地域住⺠の⼼⾝の健康づくり
や住⺠同⼠の交流サロンとして活⽤。

林道及び共有林の維持管理の受託、⼭林内
の間伐事業を⾏っている。

平成23年10⽉末の申込期限
までの加⼊者は1,235⼈、
⼈数⽐77%、世帯数⽐89％
となっている。急病の際の
迅速な救急活動に貢献。

⼩学校と連携し、ふれあい
⽂化祭や学校⾏事の場を活
⽤、技や知恵を伝授する機
会となっている。

毎年47,000⼈前後の利⽤者
があり、⾃主財源の確保に
も繋がり他の活動の資⾦と
なっている。

運営する⽊⼯⼯房により、
地域資源（地元⽊材と匠の
技）を活⽤した特産品を作
成。

⾃治委員対象の説明会

自治委員代表
役員 ４名

監事２名

事務局
２名

津房地区まちづくり協議会会員（地域全住民）

自主防災
部会

女性
部会

ふれあい
教育部会

ふるさと
振興部会

あんしん
生活部会

津房地区まちづくり協議会

会長（地域住民より互選）

・地区自治委員会副会長 ・地区公民館長
・老人クラブ連合会長 ・小学校長

⼤分県
宇佐市
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つ ぶ さ ち く き ょ うぎ かい

資源管理

⼩学校と地区⺠の交流の様⼦

津房地区のある旧安⼼院町地域は周辺部の⼭間
に位置し、⽇常⽣活の不便さ等による過疎化の進
展で多岐にわたる課題〈住⺠ニーズ〉が⽣ずる
中、平成17年の１市２町の合併に伴って旧役場
のスタッフが⼿薄となり、すべての課題解決を⾏
政だけに期待することが難しくなった。

このため、住⺠⾃らが地域を考え、⼩集落や各
種団体を束ね、「コミュニティが潜在的に持つ⾃
助・共助の⼒」を集約する住⺠組織として協議会
を設⽴し、公助と合せた「協働の地域づくり」で
課題の解決を⽬指すことが必要となった。

う さ し

＜活動の規模＞旧⼩学校区

＜組織形態＞⼀体型



取組のきっかけ

平成17年の1市2町の合
併により旧役場のスタッ
フが減少することとなっ
たことから、地域の課題
解決に向けたニーズが切
実なものとなった。地域
運営組織の形成を推進す
る市の⽅針と合致したた
め、平成22年に「津房地
区まちづくり協議会」を
設⽴した。

取組の成果・
今後の展望

これからの10年の柱と
して、福祉活動、若者⽀
援活動、移住者⽀援活動
の３つの活動指針を設
定。

住⺠アンケート調査の実施
により、津房地区が抱える
様々な課題や住⺠各位の熱
い思いを洗い出し、平成
23年に、10年間の活動計画
書を作成。

利⽤者は毎年
47,000⼈前後

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）

平成23年 津房地区
まちづくり計画書の策定

基 本 情 報
組織名 津房地区まちづくり協議会 所 在 地 宇佐市安⼼院町六郎丸666番地の2（津房地区公⺠館内） URL:http://www.tsubusa.com/
連絡先 0978-48-2001（※公⺠館と共⽤） 視察の受⼊ 可能 資料等実費（300円／⼈）

○安⼼⽣活お守りキットを⾃
宅の所定の場所に保管

○買い物代⾏や⾒守り⽀援
等、サポート制度の導⼊

平成23年 ⾼齢者世帯
へのサポートの開始

平成24年 津房温泉の
指定管理を市から受託

平成26年
⽑無尾共有林管理業務

○津房温泉の指定管理を市
から受託

○⾃主財源の確保につなげ
る

○⽑無尾共有林の管理業務を
津房殖林組合から津房地区
まちづくり協議会に移管

○共有林の間伐事業を実施

令和元年 津房地区まち
づくり計画書の更新

協議会の活動開始から10
年⽬の節⽬を迎えたのを機
に次の10年間の活動指針
となる計画書を策定。

⾼齢者世帯に配布したお弁当

地元⽊材を
活⽤した特産品

【⾼齢者ふれあいサロン】
地域おこし協⼒隊員の
指導による健康体操

宇佐市の地域コ
ミュニティ推進
事業を活⽤。

⼤分⼤学の学⽣
も参加した
ワークショップ

【⾼齢者ふれ
あいサロン】
バイキング
による昼⾷
の様⼦。
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【設⽴総会の様⼦】



酒⾕地区むらおこし推進協議会（宮崎県 ⽇南市）

酒⾕地区むらおこし推進協議会は、⾼齢化・若者の減少等による地区
の将来への危機感から、住⺠による１年間の協議を経て平成５年に発
⾜。⾃治会、⼩学校、道の駅酒⾕、坂元棚⽥保存会など多様な団体で構
成し、「⾃分たちの地域は⾃分たちで作る」の理念のもと、全世帯と道
の駅酒⾕が協⼒⾦を拠出しながら活動を続け、地域の活性化に繋がって
いる。

20

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

酒⾕地区は⽇南市の北⻄部に位置し、昭和
３１年までは酒⾕村だった地域である。周辺
を⼭々に囲まれ、古くから農業と飫肥杉（お
びすぎ）に代表される林業を主産業としてき
た中⼭間地域で、⽇本の棚⽥百選に認定され
た「坂元棚⽥」など、⽇本の原⾵景を⾊濃く
残し、四季折々の豊かな顔を持っている。

地区は⾼齢化の進⾏、若者の減少及び⼩中
学⽣の減少等により⽣産年齢⼈⼝が減少傾向
にあり、労働⼒の減少や地域活⼒の低下など
による地域経済の縮⼩が懸念されていた。

体制図

やっちみろかい酒谷

坂元棚田保存会

酒谷青少年育成協議会

学校・ＰＴＡ

神楽保存会

棚田オーナー制度の取組

平成14年に⽇本の棚⽥百選「坂元棚⽥」
のオーナー制度を開始し、交流の場とし
ての活⽤をとおして保全している。

道の駅に関する取組

福祉サービスに関する取組

伝統の継承に関する取組

高齢者クラブ

概 要

道の駅酒谷

民生委員・児童委員協議
会

酒谷地区公民館長会

酒
谷
地
区
む
ら
お
こ
し
推
進
協
議

会

道の駅酒⾕では、地元農林産物の販売、
地区住⺠の雇⽤にこだわることで、利⽤
客数を維持し、⼥性・⾼齢者の活躍、雇
⽤の場の創出に繋がっている。

防犯巡回指導や⾒守り活動を兼ねた弁当宅
配サービスなど、住⺠が安⼼して住み続け
られるための福祉サービスを提供。

酒⾕を⾃信と誇りの持てる地域にするた
め、⼩中学⽣等を交えた伝統芸能・郷⼟料
理の継承活動をしている。

棚⽥⽶などの販売活動等によ
り、酒⾕ファンを拡⼤してい
る。棚⽥オーナーは令和2年
度23組、棚⽥まつり参加者
は平成30年度約２千⼈。

地元産農林物・⾷材等にこだ
わる事により、地区外から多
くの利⽤客を集めている。道
の 駅 来 客 数 は 令 和 元 年 度
189,457⼈。年間売上は162
百万円。

⼩学⽣の登下校時の⾒守り、
⻘⾊パトロールでの巡回、⾼
齢者等への弁当宅配サービス
を実施。宅配弁当注⽂数は平
成30年度31個。

神楽等を若者や⼩中学⽣を交
えて奉納している。⼥性グ
ループが郷⼟料理教室等を
⾏っている。神楽参加者 は
令和2年度 8⼈。消防団

その他団体

地区内協力者

さ か た に ち く すいしんきょ うぎかい にちなんし

法⼈化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
⾃⽴

⼥性・若
者の活躍

資源管理

宮崎県
⽇南市
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＜活動の規模＞⼩学校区

＜組織形態＞⼀部分離型



取組のきっかけ

取組を開始。

少⼦⾼齢化の進⾏により地
域活⼒が低下している状況
に危機感を持った有志によ
り、平成５年に地区住⺠、
⼩中学校⻑、郵便局⻑など
からなる協議会が発⾜し取
組を開始。
⽇南ダム、国道222号線バ
イパスの開通、道の駅の誘
致活動等を踏まえ、新たな
イベント・活動を企画・実
⾏することとなった。

取組の成果・
今後の展望

住⺠が主体となって交流活
動や農産物販売等を⾏い、
地区外から消費を呼び込む
ことで、⾃⽴できる経済循
環の構築や担い⼿の育成及
び交流⼈⼝の拡⼤等が図ら
れ、地域の活性化に⼤きく
寄与。
「⾃信と誇りの醸成」を命
題に今後も地域資源を活⽤
して農村地域の更なる活性
化に取り組む。

ワークショップの様⼦

○ ビジョンに沿って取り組む
ことで、新たな取組へと進
化

○ 地域住⺠が主体的に取り組
むきっかけとなった

名物「草だんご」づくり

国際交流の様⼦
宅配弁当配達の様⼦

平成11年「道の駅酒⾕」とし
て登録。販売する農産物や使⽤
する⾷材として地元産を優先。
スタッフとして地元の⼥性を採
⽤することで、雇⽤と⼥性が活
躍する場を創出し、地域の活性
化に寄与。

平成11年「⽇本の棚⽥百選」
に認定。
棚⽥の保存活動や体験交流イベ
ント等を通じて都市農村交流を
振興することで、農村地域の活
性化に取り組んでいる。

平成25年に坂元棚⽥が重要⽂
化的景観に選定され、留学⽣と
の交流が始まり、その後、ク
ルーズ船と連携し交流⼈⼝が増
加した。

道の駅酒⾕と連携し、防犯・
⾒守り活動を兼ねて、地区内
の⾼齢者や交通弱者世帯等へ
のサービスを⾏っている。

農林⽔産省⼭村振
興等農林漁業特別
対策事業を活⽤。

先進地の視察
有 識者 のア ド
バイス。

道の駅酒⾕と地域
安⼼安全活動との
連携。

クルーズ船との連携
により年間利⽤者が
20万⼈に増加。

法⼈化により経営
の安定、後継者の
育成が進む。

平成9年売上58百万円
→平成12年売上110百万円

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）

平成５年 酒⾕地区むら
おこし推進協議会結成

平成９年 酒⾕ふるさと物
産品センター開設

平成14年 坂元棚⽥
オーナー制度開始

平成26年
弁当宅配サービス開始

平成29年
取り組みの連携・拡⼤

基 本 情 報
組織名 酒⾕地区むらおこし推進協議会 所 在 地 宮﨑県⽇南市⼤字酒⾕⼄４５５７番地
連絡先 (0987)25-1810 視察の受⼊ 可能（電話で申し込み） 44

道の駅を管理、運営
していた酒⾕ふるさ
と物産品センター管
理運営協議会を酒⾕
むらおこし株式会社
に法⼈化。

平成23年
道の駅管理部⾨

の法⼈化



売上の⼀部を⾃主財源と
し、平成28年からは、ふ
るさと納税の返戻品となる
など、地域の特産物と
なった。

中津川区公⺠館（⿅児島県 さつま町）

昭和60年以降、⼈⼝減少が顕著となり、地区の将来に不安を抱
く住⺠が多くなっていたことから、区公⺠館が中⼼となった住⺠総
参加の話し合いにより、伝統芸能である「⼤念仏踊り」の復活など
を盛り込んだ「地域づくり活性化計画」を策定。伝統芸能の復活等
により、⻘年・⼥性等の実践活動や地域住⺠の交流が活性化。

21

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

昭和60年当時の中津川地区は⼈⼝1,618
⼈だったが、その５年後の平成２年には
1,446⼈(89%)にまで減少し、中津川地区
の将来について不安を抱く住⺠が多くなっ
てきた。

本地区の将来を語る中で住⺠からあがっ
たのは、⼤⽯神社の「『⾦吾様踊り』に賑
わいを取り戻したい、⻑年の懸案である
「⾦吾様踊り」の⼀つ『⼤念仏踊り』を復
活させたい」という声であった。

体制図

農業生産の体制づくり

⾼齢農家等からの依頼を受け、⽥植えや
稲刈りなどの農作業を請け負う農作業受
託組合を平成23年に設⽴。

直売・交流活動

「大念仏踊り」の復活

継承活動の財源づくり

法人化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
自立

女性・若
者の活躍

概 要

野菜や加⼯品を直売する「なかっこ朝
市」を平成23年より⽉１回実施。地域の
間伐材などで⼿作りの常設施設を建設。

各集落から集まった⻘壮年の有志11⼈で平
成15年に実⾏委員会を結成し、⼤念仏踊り
の復活に向けて始動した。

平成19年から、遊休農地を利⽤してさつま
いもを栽培し、独⾃の焼酎「⾦吾さぁ」を
製造・販売。

平成29年度には集落の⽔⽥
の約半分の11haを受託し
ている。

平⽇は無⼈販売所として開
設され、⾼齢農家の収⼊確
保や、地域の⾼齢者が集う
サロン的役割も果たしてい
る。

平成15年には100⼈だった
観客数は「⼤念仏踊り」が
復 活 し た 平 成 22 年 に は
1,400⼈にまで増加・回復
した。

・吾友会

・金吾様踊り活
性化実行委員会

・夢はな会

・別野農作業受
託組合

連携組織

連携

中津川区公民館

部
員

部
員

部
員

部
員

総
務
部

体
育
部

文
化
部

産
業
経
済
部

⿅児島県
さつま町

資源管理

部
員

福
祉
部

な か つ が わ く こ う み ん か ん
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取組のきっかけ

昭和60年以降、⼈⼝減少
が顕著となり、地区の将
来に不安を抱く住⺠が多
くなってきたことから、
区公⺠館が中⼼となった
住⺠総参加の話し合いに
より、平成６年に伝統芸
能である「⼤念仏踊り」
の復活などを盛り込んだ
「 地 域 づ く り 活 性 化 計
画」を策定した。

取組の成果・
今後の展望

○ 無形⽂化財を後世に引き継
ぐ強い想い

○ 何度も⾜を運び、当時の踊
り⼿の協⼒を得る

焼酎⽤のいもの植付

⻘年組織
「吾友会」

昭和45年に設⽴された「中津川
採種⽣産組合」は、半世紀にわ
たり県内の普通期⽔稲の種籾全
てを⽣産供給している。

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）

平成15年 ⾦吾様踊り
活性化実⾏委員会の結成

基 本 情 報
組織名 中津川区公⺠館 所 在 地 ⿅児島県薩摩郡さつま町中津川2009（中津川交流館）
連絡先 0996-57-0884 視察の受⼊ 可能

平成19年 独⾃の焼酎
「⾦吾さぁ」の商品化

○ 地区内の遊休農地を利⽤し
てさつまいもを栽培

○ 独⾃の焼酎「⾦吾さぁ」の
製造・販売

平成23年 農作業
受託組合の設⽴等

⾼齢農家等からの依頼によ
り、⽥植えや稲刈りなどの農
作業を請け負う。

平成23年
野菜や加⼯品の直売

○ 野菜や加⼯品を直売する
「なかっこ朝市」を平成23
年より⽉１回実施

○ 地域の⼦どもから⾼齢者ま
で⼀同に集まる機会を作
り、地域内外と交流

平成25年 地域を担う
「吾友会」の結成

「実⾏委員会」のメンバーで農
家、⾃営業等からなる20⼈で結
成。

伝統芸能の復活等により、
⻘年・⼥性等の実践活動や
地域住⺠の交流が活性化し
たことで、住⺠に地域への
誇りと愛着⼼を蘇らせ、若
者の地域への定着やＵター
ン者の増加、農業振興につ
ながり、世代間の絆を強め
る。

イルミネーション
INなかっこ

地区内の⼥性有志１４⼈で「夢は
な会」を結成。地区の運営委員と
して地域の⽅針決定の場に参画
し、地域の活性化に貢献。

「⾦吾さぁ」は平成21年に
商標登録され、平成28年か
らは町のふるさと納税の返
戻品としても活⽤される。

焼酎の委託業者とのイベント⽀援、校区案内看板製
作、世代間交流事業の企画運営、清掃活動等を取組。

平成29年度には集落の
⽔⽥の約半分の11haを
受託。

「地域づくり活性化計画」を策定した平成6年
から平成30年までの世帯主が20歳~30歳代の
実績
・Ｕターン移住者 12世帯、44⼈
・Ｉターン移住者 ６世帯、23⼈
平成２６年以降(吾友会結成後)の同年代の実績
・Ｕターン移住者 6世帯、18⼈

「⾦吾様踊り」の⼀つであ
る「⼤念仏踊り」の復活が
実現した。

平成22年
「⼤念仏踊り」の復活
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農⼭漁村の地域づくりに関するご相談は「農⼭漁村地域づくりホットライン」へどうぞ。

このページでは、参考資料として本事例集のほか「地域づくり⽀援施策集」、「農⼭漁
村地域づくりに関する事例集リスト」も掲載しています。

農⼭漁村地域づくりホットライン

https://www.maff.go.jp/j/nousin/hotline/index.html

農⼭漁村ナビ

農村振興局Facebook

農⼭漁村ナビは、農林⽔産省農村振興局のホームページに掲載している地域資源、
事例のほか、地域づくりに取り組む⽅々がそれぞれの取組内容を情報発信している
ポータルサイトです。

⽇本の⾷と農を⽀える⽔・⼟・⾥の創出・維持や、美しく活⼒ある農⼭漁村の実現
に向けた施策に加え、各地域の創意⼯夫を発揮した様々な取組事例の情報を写真や動
画とともにお届けします 

https://www.nou-navi.maff.go.jp/

https://www.facebook.com/nouson.maff/


