
       「命の里」みんなが輝き元気でにぎやかな地域づくりの実践 
活動期間：平成２４年～２６年度 

○里の仕事人が 笑顔をつなぎ 心をつなぐ！！ 
○普及指導員が兼務辞令を受け「里の仕事人※１」となり、「命の里※２」の大宮南地域で、
長年の普及活動で培った手法や知識、技術をフル活用して活動。 

○人々を結びつける仕組みづくりから出発し、その実践活動を通じて都市や全国との絆
づくりにまで発展させ、高齢化で悩む地域が活性化した。  

   ※１ 「里の仕事人」…高齢化などで存続の危機にある地域に対して専属的に支援を行う府職員 

   ※２ 「命の里」…府内の食料・水・空気・伝統文化など府民生活を支える農山漁村地域を総称 

京都府 

具体的な成果 

１ ハード・ソフト面の整備 
■５集落が一つに 
なり広域で取り組 
むことで、実現。 

            ２ 地域の絆強化 
        ■地域資源の活用、 
         秋祭り等伝統芸能の 
         継承、祭り等に関わ 
         る人が増加。 

３ 移住者の増加 
■都市からの移住定住 
者が３年で８世帯増。 
■体験ツアーの実施や 
都市部での地元ＰＲ、 
農林漁業マッチングフェアーを実施。 

４ 移住者が地域で活躍 
■都会から来た人により、農村レストラ
ンの開業、閉店した売店を引き継ぎ開業、
観光協会で人の誘致担当者になる等、地
域のために活躍する人が増加。 

         ５ みんなが元気！ 
         ■ 地域の食材を活用 
         した加工グループ設 
         立に向け始動。 
         ■高齢者も子どもも
一        一緒に楽しみ、みん
なが元気で活気づく地域が実現。 

普及指導員の活動 

■人と地域をつなぐしくみづくり 
 ・高校生以上の全員にアンケート実施 
 ・５集落をまとめた協議会の立ち上げ 
 ・地域再生計画を作成 

■人と地域をつなぐ活動 
 ・毎年、実践プログラムを作成 
 ・Ｔ型集落点検で、みんなの思いをま 
  とめる 
 ・高齢者も子どもも一緒に楽しみ活躍 
  する場を提案、実現 

■他地域とのつながりで更に躍進! 
近隣の丹後地域 
や、全国の過疎 
地域をつなぐ活 
動を推進。 
   

■「つなぐ」企画を提案して実施！ 
 ・都会と田舎体験でつなぐ 
 ・婚活イベントでつなぐ 

普及指導員だからできたこと 

★農村、農業、農家の実情を上手に把握
し、人の気持ちや集落全体の雰囲気、意
向を大切にした展開だからこそ成功！ 

★地域づくりでは、人や地域の微妙で複
雑な動きを察知しながら、動かしていく
ことが、普及員ならではの活動である。 

■再生計画に基づき 
 水門設置で安心確保 

■他地域から活性化
の手法等を学ぶ「逆
手塾」を開催 



京都府

「命の里」みんなが輝き 元気でにぎやかな地域づくりの実践
～里の仕事人が 笑顔をつなぎ 心をつなぐ～

活動期間：平成２４～２６年度

１．取組の背景
(1) 地域の概要

大宮南地域は、京都府の北部、京丹後市の中山間地に位置し、上常吉、下
常吉、奥大野、谷内、三坂の5集落で構成される。世帯数は655戸、1,848人で
ある。現在、高齢化率（65歳以上の割合）は30％であるが、集落によっては、
10年後に50％を超えることが危惧されている。

(2) 地域の課題
集落の活性化をめざして、平成7年に各集落ごとに村づくり委員会が設置

されたが、委員の高齢化やリーダーのリタイヤで、一部の集落では活動が停
滞し、集落機能も低下するなど、集落機能維持の仕組みづくりが課題となっ
ていた。また、青年層人口の減少や少子化等によって担い手不足も課題とな
っていた。
(3) 「共に育む『命の里』事業」と「里の仕事人」

豊かな地域資源を守り活用し、地域内外の交流人口や若者定住人口の増加
などによる賑わいと経済環境を創出し、元気な地域づくりをめざすため、平
成24年度に京都府独自事業である「共に育む『命の里』事業」（以下『「命の
里」事業』とする。）を導入して、地域活性化へ向けた集落間の連携活動がス
タートした。
また、兼務辞令を受けた普及指導員が「里の仕事人」として、地域に密着

し、地域の人と一緒に集落再生を実践する活動の支援を行ってきた。

（参考） 京都府では平成21年度から、過疎化や高齢化の進んだ農村集落が、旧村など地域のつな

がりをベースに連携して地域を再生することを目的に「命の里」事業に取り組んでいる。

府内全域では、平成21～25年度の5年間に46地区で「命の里」事業が取り組まれた。

本事業では、「里の人づくり事業」でソフトの支援を、「里の基盤整備事業」で生活環境

や農業生産基盤の整備・改良、農業機械の導入などのハード支援を行っている。

また、地域に派遣された府職員の「里の仕事人」が、地域自ら考えて作る里力再生計画

の策定や集落再生を実践する活動の支援を行う。

普及指導員の一部も「里の仕事人」として兼務辞令を受け、普及指導活動と「里の仕事

人」としての活動を行っている。

２．活動内容（詳細）
(1) 人と地域をつなぐ仕組みづくり
ア 大宮南地域再生協議会の設立
平成24年度からは集落間の人のつながりを活発化させるため、各区の区長、
農事組合長、公民館長、村づくり委員会、女性の会、祭り保存会など地域を
支える各代表と関係機関が構成員（31人）になり、「大宮南地域里力再生協議
会」を立ち上げ、協議会の代表10人が役員となり、事業の円滑な実施に向け
話し合いの場を持ち活動を進めた。
地域全体の意識の共有を図るために、協議会の活動や各集落の動きなどは、



「大宮南里力再生協議だより」を６回発行し全戸配付した。
イ アンケート調査の実施
かつてのような元気な集落を取り戻すために、何をどうしたらいいかにつ

いてアンケート調査を行った。若者や女性、高齢者まで幅広く地域の声や思
いを集めるために、高校生以上の住民1,627人全てにアンケートを配付した。
アンケート内容は、地域の将来の姿や住みやすさ、農業、地域との関わり

など幅広く、絞っても43項目になった。
女性からは、「高齢者の集まる場所がもっとほしい」、「女性が主体の加工活

動がしたい」など男性よりも多くの声が集まり、若い世代からは、「婚活イベ
ントがしたい」「秋祭りを継続したい」など貴重な声が上がった。

表アンケート回答者の構成割合
属性（重複あり） 回答者数（割合）
若 者（16～29歳） 90人（ 10%）
高齢者（70歳以上） 260人（ 28%）
女 性 484人（ 51%）
回答者総数 942人（100%）

大宮南地域里力再生協議会

ウ 大宮南地域里力再生計画を策定
さまざまな声が集まったアンケート結果を基に、大宮南地域が10年後こう

なって欲しいという姿について「大宮南地域里力再生計画」（以下「里力再生
計画」とする。）にまとめるため、役員会で何度も協議を重ねた。里力再生計
画では、10年後の姿とアンケートに書かれた全ての意見を載せて１冊の本に
して、全戸（655戸）に配付し、意識の共有化を図った。

(2) 人と地域をつなぐ具体的活動
10年後の姿である里力再生計画を実現するため、1年ごとに具体的な行動目

標を掲げ、「実践プログラム」を毎年作成した。さらに実践プログラムの中か
ら、みんながやれること、楽しみながら活動できるものを重点実施プログラ
ムとして選定し、集落全体で実施したのが以下の取り組みである。
ア 集落をつなぐ花の道
ある集落では、平成7年からサクラソウの栽培を始め、春には２kmのピンク

の花の道が名物になっていた。この取り組みを地域全体に広げようと提案し、
翌年には３集落が取組み、花の道が増えて、管理する女性１２人が集まった。
３年目は５集落全体で取り組みを行った。

イ 子供・高齢者をつなぐ安心･安全
子供の数が減り、学校の統廃合が行われ、通学バスはあるが、バス停から

家までの遠い距離を子供が一人で歩くことが多く、家族の不安がアンケート
に寄せられていた。
そこで、里力再生計画に基づき、通学路の歩道を拡幅するハード事業を実

施し、合わせて大宮南小学校子供見守り隊を結成し、登下校の見守りを行った。



また、子供だけでなく、高齢者含めて地域全体の見守りを強化するため、
有志２１名による青色パトロール隊も結成された。
高齢者の集まりであるふれあいサロンでは、世間話だけではなく個人の持

つ知恵や技術を活かして、それぞれが講師になった講習会を開催するように
なり、能力向上を図っている。
今後は、若い女性との世代間の理解を進めるため「おばあちゃんに学ぶ郷

土料理教室」の開催も計画している。
ウ 地域をつなぐ交流の場
２集落で毎年９月に「パンプ

キンフェエスティバル」が開催
され、地元を盛り上げていたが、
主催者のリーダーが急逝され、
大宮南地域里力再生協議会で協
議し、他の集落の若者や女性も
スタッフとして協力することで、
いつもどおり開催することがで
き、今後も継続して開催する体
制を整えることができた。平成
27年度は、子供のためのアトラ
クションも計画している。 パンプキンフェスティバルスタッフ

(3) 他の地域とのつながりで、もう一段の飛躍
ア 近隣の「命の里」事業地域とつながる
丹後管内の「命の里」事業の実施地域の活動を紹介する情報誌「命の里通

信『きばっとなるかえー』（がんばっていますか）」や「命の里推進交流会」
で勉強し、先進地域や加工所などの視察を行い、大宮南地域でも特産品づく
りの加工グループの立ち上げに向けて活動を行っている。「命の里」どうしの
交流を活発化させることで、モチベーションの維持だけでなく、アイデアの
共有などマンパワーの少なさをカバーすることができた。
イ 全国の過疎地域とつなぐ
第32回逆手塾を平成26年6月に京都府農業公園「丹後あじわいの郷」で開催

し、14府県から207人が参加した。大宮南地域里力再生協議会も実行委員会に
協力し、人のつながる「まあるい経済」で丹後を元気にしようと盛大に開催
することができた。懇親会では、地元
産の食材を使った郷土料理「丹後正直
めし」が好評を得た。
ウ 都会と田舎体験でつなぐ
地域ＰＲのため、都会の人に郷土料

理「丹後ばらずし」づくりや農作業な
ど体験してもらう田舎暮らしツアーを
受け入れて、大宮南地域の住民が地域
を改めて考え直すきっかけとなった。
農家民宿を平成25年4月に3軒が開業し、
平成25年には横浜の修学旅行生28人、
平成26年には東京荒川区から子供25人、 荒川区の小学生による植樹体験



大人20人が来訪した。
また、田舎体験だけでなく、ソーシャルビジネスとの連携を行うため、企

業の人材研修や関西の３つの大学のゼミ生を受け入れ、大宮南地域の魅力再
発見を行い、今後の地域再生を模索している。
エ 婚活でつなぐ
若い世代から「婚活イベントがしたい」とのアンケート結果から「大宮南

田舎コン2013」を平成25年11月に開催した。地域の独身男性8人と都会の独身
女性6人が野菜の収穫体験や郷土料理づくりなどで交流し農村地域の暮らしの
認識を深めた。カップル誕生には到らなかったが、平成27年度には2回目の「大
宮南田舎コン」を11月8日～9日の開催に向けて企画会議を重ね女性の募集を始め
た。

３．具体的な成果（詳細）
(1) ５つの集落が一つになり、「大宮南地域里力再生協議会」を立ち上げ、広域
で取り組むことで、単独ではできなかったハード面、ソフト面の整備が実現
し、地域資源の活用や秋まつり等の伝統芸能を継承する絆が強まり、祭りに
関わる人が増えた。
(2) 都市部からの移住定住を呼び込む活動が増え、田舎暮らし体感ツアーの受
け入れ、都会に出向いた大宮南地域のＰＲや農林漁業マッチングフェアーな
どを通じ、都会からの定住志向者が、3年間で8世帯現れた。都会から来た方
の中には、培ってきた能力を活かして、京丹後市の観光協会で都会の人を招
く側になった人や、手づくり野菜を使った食堂を開業した人、また閉店した
地域唯一の売店を引き継いで新たに運営する人等がでてきた。
(3) 花の道づくりやオープンガーデンに取り組んでいる女性のグループが作る
花苗について販売要望があり、新しい地域内流通が実現した。

(4) 地域の食材を活用した特産品を作ろうと、料理上手な女性が集まり、加工
グループ設立に向けて話し合いができた。

４．農家等からの評価・コメント（京丹後市大宮町 西垣和生氏）
少子高齢化が進む中、「何とかならんかねー」「何とかしないと」という思いか

ら京都府、京丹後市の協力を得ながら協議会を立ち上げました。

話し合いの場が出来たことで色々な意見が出てきましたが、５つの集落にまた
がる大きな協議会なので、当初はその場限りということも多かったですね。そこ
で、意識の共有が大切と気づき、会報を定期的に発行し全戸配付することにしま
した。
協議会がうまく回り出して初めて行ったのが、「活力を取り戻すために何をした

らよいか」を問うアンケートです。全戸ではなく、高校生以上の全住民に実施し
．．．

ました。その結果、未成年から高齢者、男女両方の様々な意見が集まり、具体的
に行動に移すアイデアの幅が格段に広がったと思います。
アンケートは「里力再生計画」として１冊の本にまとめられ、その後の活動の

バイブルとなりました。
印象深かった活動は、都会との交流が実現できたことです。横浜からの修学旅

行生や東京荒川区の小学生がやって来て、田舎暮らしを体験してくれました。こ
んなことは１地域だけでは出来ないわけで、５集落が力を合わせた結果だと思い
ます。
この活動は、今では企業の研修場としても活用されるようになりましたので、



今後は全国に発信出来る農村体験ツアーとして育てようと思っています。

５．普及指導員のコメント
この取組のすばらしい点を一つだけあげるとすれば、具体的な行動計画のアイ

デアを集めるため、高校生以上の全住民にアンケートを実施したことでしょう。
．．．

これが協議会役員の中だけで行われていれば「どこかの先進事例」がお行儀良く
並んでいたかもしれません。また、全戸で実施していたとしても「家長であるお
父さんの意見」に偏っていたように思います。
たとえば、高齢者に聞けたことで、お父さん達から良く出るセリフ「○○が忙

しいから」を考慮しない積極的なアイデアが出ました。
農家のコメントにもある「田舎暮らし体験」イベントは、「都市との交流で村に

も都会の活力を取り入れたい」という思いを持つ高齢者のみなさんが力を合わせ
たから実現したものでしょう。
今後の動きとして注目したいのは、京都縦貫道のインターチェンジがこの地域

内にできるため、観光客などで集客力が飛躍的に向上する事でしょう。さっそく
みなさんは、インターチェンジ近くのコンビニと連携した直売所を開設したり、
６次産業化に取り組むため加工グループ設立に向けた話し合いを始めています。
里力を高めたことで、過疎に苦しむ地域から管内でも有数の活気ある地域に変

わりつつあり、普及センターでは、モデル事例として大変心強い地域だと考えて
います。 （丹後農業改良普及センター・副所長・上西健二）

６．現状・今後の展開等
(1) 女性の力で地域食材を活かした魅力的な特産品開発を行っていきたい。
(2) ソーシャルビジネスの提案でもある地域農産物や特産品のネット販売に取
り組みたい。

(3) 空き家アンケートを実施するなど、5集落が連携（つながり）して情報共有
を行い、より一層、移住･定住を増やしていきたい。
(4) 大宮南地域再生協議会や、絆づくりの芽を将来に引き継ぐため、若い世代
の新たな人材確保に取り組みたい。
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