
（様式２） 兵庫県朝来市

人口 30,805

世帯数 11,500

面積（㎢） 403.06

人口密度（人/㎢） 76.4

主体の種類

（ふりがな） かいちょう

団体名及び代表者名
（個人の場合は個人名） 会長

所在地

電話番号

主な構成員及び人数

事例の標題
（キャッチフレーズ）

事例の基本方針
（コンセプト）

団体

兵庫県朝来市山東町溝黒３６６番地１

0000-00-0000 メールアドレス ○○○○@△△△△.jp

よふどちいきじちきょうぎかい

与布土地域自治協議会

おか　かずひこ

　メンバーの属性や構成および人数を記載ください。
　推薦対象が市町村以外の団体の場合は、構成メンバー（職業・年齢等）、結成年月日、
　資本金、　従業員数、主要株主、決算状況等が判る資料を添付してください。
　推薦対象が個人の場合は履歴書等経歴がわかる資料を添付してください。

【記載例】
会長1名、副会長3名、監事2名、部会長6名、理事（区長）10名、会員（地域住民）約900名

　団体のイメージや取組内容等、わかりやすいキーフレーズを記載ください。
　なお、受賞すると当該キャッチフレーズはパンフレット等様々なものに使用いたします。

【記載例】
好きです　ふる里　よふど
創ります　未来（あした）のよふど

　抽象的な表現は避け、かつ、簡潔に記載ください。

【記載例】
　与布土地域は、世帯数約500世帯、人口約1200人の小さな農村地域であり、10集落で構成されてい
る。山々に囲まれ、緑あふれる与布土地域は、のどかな田園風景の広がる農業集落である。与布土
川・三保川・迫間川の３つの清流があり、夏にはホタルが乱舞する水のきれいな地域である。なかで
も、与布土川上流の奥山付近には、オオサンショウウオやヤマメなどの希少な淡水魚が棲んでいる。
　与布土地域自治協議会の基本方針は、「自然の魅力ある地域づくり」と、「人々がともに助け合い、
安全で安心な暮らしができる地域づくり」をみんなが参加してつくりあげ、古き良き伝統文化の継承を
図りながら、「温泉を中心とした地域交流や都市との交流」を深め、活力のある与布土の郷づくりを目
指す活動を行うこととしている。また、短期的な重点目標として、①若者の移住・定住促進、②高齢者
の福祉対策、③農業振興、観光対策を掲げ事業を進めることとしている。

過疎指定 一部過疎

令和３年度過疎地域持続的発展優良事例表彰推薦調書

都道府県名 兵庫県

市町村名 朝来市

記載例

令和2年国勢調査の人

口等を記載ください

ドロップダウンリストか

ら選択してください
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事例の概要

取組に至ったきっかけ
（経緯、提案者等）

　 団体の取組内容が具体的にわかるように、誰が、どこで、何を、どのように、がわかるように記入願
います。
　複数の事業を手がけている場合は、【●●●事業】、【△△△△事業】のように各事業について項目
を分けて記述願います。

【記載例】
　基本方針に基づき、部会活動及び対策プロジェクト活動を行った。
〇カエルの郷部会
 　　河川ごみの収集や河川の生物調査などの環境整備活動を行った。市内小学校ややまびこの郷な
どで 地域交流活動を行ったほか、ふる里探検隊の活動とタイアップし、オオサンショウウオ見学会な
どを開催した。
〇ごくらくの郷部会
　　 サルビア・ビオラなど花苗の植栽などの花いっぱい活動の取り組み、ヒガンバナの育成、つつじ移
植など温泉周辺の環境整備活動や、歌謡ショー・カラオケ大会を行った。
〇みのりの郷部会
　 　企業労組との連携交流にかかる田植え体験・稲刈り体験活動などへの支援。遊休農地を活用し
たもち米栽培・コウノトリ米栽培を行い、ふるさと納税返礼品として販売した。道の駅などでもPR活動を
実施したほか、年末にはもち米の予約販売も行った。
〇はぐくみの郷部会
　　わくわくキャンプを一泊二日で開催。新規移住者世帯の参加や、大学生などのわくわくキャンプOB
のスタッフ参加など、多くの参加者があった。そのほか、ノルディックウォーキング講習会、こども園の
餅つき大会への支援、地域クリスマス会なども開催した。
〇すみやすい郷部会
　　地域福祉団体ネットワーク会議で出された意見を踏まえ、ミニデイや健康体操などの継続的な取り
組みを進め、高齢者の福祉対策プロジェクトと連携し、健康講演会と調理実習会を開催。また、地域内
の自主防犯パトロールを実施した。
〇つながりの郷部会
　　生涯スポーツ講座を年間を通じて開催。与布土発掘プロジェクトとして「わくわくキャンプ」を他部会
と連携して実施した。また、ふるさと小包便の販売を行った。
〇広報委員会　与布土通信を年3回発行。

【記載例】
　与布土地域は１０集落で構成されており、平成１９年３月末現在、高齢化率３５％、「準限界集落」（55
歳以上の人口が50％を超える集落）が５集落あり、少子高齢化が非常に深刻になっていた。特に農業
集落においては農業経営の不振もあって農業後継者の減少により耕作放棄地が目立つようになり、
子供会の運営など集落単位の活動・維持が困難になる集落や、高齢世帯の増加による集落機能の低
下が懸念される集落も増加しつつあった。このような状況のなか、地域課題を解決するための取り組
みを与布土地域自治協議会が行うことになった。

〇若者の移住定住促進プロジェクト
　　新規移住者の引っ越し支援（住居内の片付けなど）を地元区とともに実施。移住定住の促進に向
け、最近移住してきた若い世帯を中心に移住者懇談会を開催した。この懇談会は、地域の慣習や近
所づきあい等の相談、情報提供、子育てなどについての話し合いの場としたもの。
〇高齢者の福祉対策プロジェクト
　  高齢者の足の確保が問題になっているため、デマンドバス運行やスマホを活用した「支えあい交
通」の先進的な取り組みをしている地域の視察を行った。「食生活と健康」をテーマとした健康講演会・
調理実習会の開催。「温泉ミニデイ」や「いこいの家」の廃止に伴い、高齢者の集まりどころがなくなっ
たことから、食事や会話ができる「地域食堂」の開設に向け検討会議を開催した。
〇農業振興・観光対策プロジェクト
 　 農地管理・活用拡大・農産物の販売促進を図る地域商社事業を展開するため、一般社団法人「よ
ふどの恵」を令和2年4月に設立。また、多面的機能交付金事業の広域化のため広域協定などを締結
し、令和2年度、広域組織による多面的機能支払交付金事業を「与布土広域郷守会」として開始した。
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実績及び効果

事業の経費
及び財源の状況

　直近の年度分について、【事業費（支出）】、【財源（収入）】のように項目を分けて記載してください。

【記載例】
　地域住民からの会費、朝来市・兵庫県からの補助金・委託料、自主事業収入、その他収入によって
運営している。令和元年度決算は次のとおり。
〇収入合計　15,957千円
【内訳】
会費（200千円）、市交付金（5,113千円）、県補助金（1,000千円）、業務委託料（4,478千円）、施設指定
管理（365千円）、自主事業（1,723千円）、事業受講参加費（879千円）、事務代行（155千円）、その他
（962千円）、前年度繰越（1,082千円）
〇支出合計　14,962千円
【内訳】
協議会運営事業（5,684千円）、地域活性化事業（5,663千円）、公共施設管理受託（529千円）、自主事
業（780千円）、都市農村地域等交流事業（403千円）、農業振興（721千円）、古民家活用（82千円）、そ
の他（1,100千円）

　当該事業による効果を検証し、地域の自立活性化への影響を具体的に記載ください。
　売上高、ＵＩターン者数、雇用増加数、入込客数など、可能な範囲で数字での効果を記載ください。

【記載例】
〇但馬楽農講座の開講（4期目）
　　都市部住民と農業体験及び農業の基礎知識を学ぶことを目的に開催。平成31年度は5月から１２
月にかけ計20回開催。受講者は18組26名の参加があった。
〇地域行事及び都市農村交流事業
　　三菱電機労組と与布土ふるさと村秋の体験スクールとして開催し、30家族86名の参加者があっ
た。ひょうごのまちむら元気交流会で神戸市元町商店街の方々と交流を行った。山東地域の3自治協
（梁瀬自治協、粟鹿自治協、与布土自治協）の幹事自治協として合同事業「坂根公園エネルギーイベ
ント」を開催。130名の参加があり、地域の自治協間の交流を図った。
〇先進地視察事業
　 12回12団体開催。のべ153名が参加し地域活性化の方策を探った。
〇その他自主事業の取り組み
　 太陽光発電所の運営、ゆうパック集荷差出事業の実施、ふるさと小包便の販売、もち米の生産販
売、これらの事業を実施することで地域住民の利便性や自主財源の充実に貢献することができた。
都市部の人々との交流を通じ、関係人口の増加に貢献できたものと考えられ、継続して交流活動を続
けることで地域の活性化につなげられるものと考えている。
〇若者の移住・定住促進
　　農業研修生として朝来市に来た方が、与布土地域の生活環境が農業を行うために必要な機具倉
庫などの確保が容易なことから定住を始めた。
〇高齢者の福祉対策
　 地域の高齢者が閉じこもり老人として増加しており、ひいては要介護者の増加つながることから、民
生委員や民生委員OBが中心となってNPO法人を立ち上げ、このような方の居場所づくりとして「かじか
食堂」を地域のミニデイとして運営することを計画している。
〇農業振興、観光対策
　一般社団法人「よふどの恵」や「与布土広域郷守会」を立ち上げ農業振興対策を行った。
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先進性及び模範性

地域の特性を活かした
創意工夫がなされている点

自主性・主体性
（住民参加・行政との

協働等の状況）

取組の開始時期、
継続状況及び発展性

今後の取組及び課題

過去５年間の受賞歴

その他

推薦理由

※観光マップ、パンフレット等、地理状況や地域資源が分かる地図を添付すること

　その他特に強調したい点等について記載ください。

【記載例】
　与布土地域自治協議会は、発足以来地域課題の解決に向け朝来市内においてはいち早く取り組み
を始め実践してきた経過がある。地域内の自然環境保全事業や地域資源を活用した事業を自治協の
部会で取り組んでいる。また、自治協活動を継続的に行うための自主財源確保にも取り組んでおり、
その一つの事業として農作物のゆうパック集荷・差出事業やふるさと小包販売事業がある。さらに、課
題解決の仕組みを持続させるためには人材確保が必要であるとの認識から、一般社団法人「よふど
の恵」や多面的支払交付金事業の広域事業「与布土広域郷守会」を立ち上げるなど先進的な取り組
みを行っており、他の模範となる団体といえる。

【記載例】
　少子高齢化、社会減による地域住民の急速な減少に伴う地域活力の低下が進み農地管理が困難
になっているなか与布土地域自治協議会は、農地管理の仕組みづくりと農地活用のために農産物販
売促進を図ることが重要であるとの認識から、地域商社事業を展開する新たな法人組織として一般社
団法人「よふどの恵」を立ち上げた。また、農地管理と密接な関係にある多面的機能支払い交付金事
業の活用を行うため、未実施集落の参加による広域運営組織を立ち上げ、集落の負担軽減を図るこ
とができた。これらの事業実施によって地域組織が活性化することにつながっていくものと期待されて
いる。

【記載例】
　都市農村交流事業ふるさと村体験スクールの開催や、都市部の人との農業交流体験・農業の基礎
知識を学ぶ但馬楽農講座をつうじて関係人口増加を図り、移住定住者の増加につなげる取り組みを
行っている。

【記載例】
　地域活動の継続及び地域住民相互の交流と地域理解を深めるため、地域活動や講座等の学習活
動を通じ地域リーダーの育成・発掘を行っている。また、行政との協働事業として、地域の公共施設の
指定管理等による管理業務を受託することで増大する行政事務事業の軽減に寄与している。

【記載例】

【開始時期】
　平成20年4月に地域の皆さんが、少子高齢化がもたらす地域課題を見据え、地域に暮らす方すべて
が将来に向け安心して暮らすことができ、「与布土に住んで良かった」と思えるまちづくりを進めるた
め、地域住民による検討会議を立ち上げ「与布土地域まちづくり計画」を策定。この将来目標に向かっ
て実践してきた。

【継続状況】
　平成25年にまちづくり計画の見直し時期を迎えたことから、兵庫県の「ふるさと自立計画推進モデル
事業」を活用して「与布土地域ふるさと自立計画」策定会議を立ち上げ、地域の多くの方々の意見を計
画に反映し第2期計画を策定し現在に至っている。これまでの様々な取り組みにより、地域の負担増
加が懸念されたことから、取り組みの再確認を行うとともに、地域課題を的確にとらえた内容になって
いるかについても再確認し、引き続き地域に必要な取り組みを無理なく進められるよう活動内容を整
理し、取り組み体制についても企画と遂行の役割分担を再検討し第2期計画を策定したものである。

【発展性】
　この計画に基づく具体的な取り組みのひとつとして、与布土地域自治協議会を軸に一般社団法人
「よふどの恵」を農地環境の維持管理の仕組みを将来にわたって継続するための組織として独立さ
せ、草刈隊や農業スタッフを養成する。また、多面的機能支払交付金事業や農業施設等の維持管理
を広域的に行う「与布土広域郷守会」によって、広域協定にかかる支援や地域全域の交付金事業推
進支援・県市からの情報伝達業務を行うこととしている。ここでは、各区での活動を支える集落委員会
や農家・非農家を含めた地域住民がかかわることになっている。

【記載例】

【今後の取組】
　与布土自治協議会は、長期的な見通しに立って街づくりに取り組んでいくこととしているが、目標実
現には時間が必要なものがある。街づくりの目標として「好きです ふる里　よふど　創ります　未来（あ
した）のよふど」を掲げ、各分野ごとに基本目標・計画目標・実施目標を設け、具体的な取り組みを進
めている。それぞれの取り組みが目標を達成できるものとなっているか、目標を達成するうえでの課題
把握を行うため、1年ごとに進捗評価シートを作り、取り組みの進捗管理を行っている。

【課題】
　具体的な取り組みの一つとして、一般社団法人「よふどの恵」や、多面的機能支払交付金事業広域
化組織「与布土広域郷守会」の立ち上げに伴い、法人組織の事務量増加などが顕著となり事務局の
さらなるパワーアップが求められている。このような地域組織の活性化が注目されることで、地域の定
住人口の増加につなげることができれば、人口減少や担い手不足の解消につながっていくことも期待
できるのではないかと考えている。

　表彰年度、名称、所管省庁等を記載ください。

平成29年11月20日　地方自治施行70周年記念地方自治功労者表彰



〇少子高齢化によって農業後継者が減少し、耕作放棄地が目立つようになった。さらに、集落単位

の活動・維持が困難になる集落や、集落機能が低下する集落が増加するなか、地域課題を解決す

るための取り組みを与布土地域自治協議会が行うこととなった。

○地域行事及び都市農村交流事業 三菱電機労組と与布土ふるさと村秋の体験スクールを開催し、

30家族86名の参加者があった。

○但馬楽農講座の開講（4期目） 都市部住民と農業体験及び農業の基礎知識を学ぶことを目的に

開催。平成31年度は5月から１２月にかけ計20回開催。18組26名の参加があった。

〇若者の移住定住促進プロジェクト 新規移住者の住居内の片付けなどの引っ越し支援を地元区と

ともに実施。移住定住の促進に向け、最近移住してきた若い世帯を中心に移住者懇談会を開催した。

ここでは、地域の慣習や近所づきあい等の相談、情報提供、子育てなどについての話し合いの場を

持った。住、情報提供、子育てなどについての話し合いの場を持った。

移住者懇談会

様式３

好きですふる里よふど 創ります未来のよふど【与布土地域自治協議会 兵庫県朝来市】

１ 活動の背景

ふるさと村体験スクー

ル

よふど市場

２ 事例のポイント

〇少子高齢化、社会減による地域住民の急速な減少に伴う地域活力の低下が進み農地管理が困

難になっている。与布土地域自治協議会は、農地管理の仕組みづくりと農地活用のために農産物

販売促進を図ることが重要であるとの認識から、地域商社事業を展開する新たな法人組織として一

般社団法人「よふどの恵」を立ち上げた。また、農地管理と密接な関係にある多面的機能支払い交

付金事業の活用を行うため、未実施集落の参加による広域運営組織「与布土広域郷守会」を立ち

上げ、集落の負担軽減を図った。これらの事業実施によって地域の活性化につながっていくものと

期待されている。

3 その他

記載例①



○土佐町石原地域では、小学校の閉校と、JA給油所・生活店舗の閉鎖があり、地域の生活基盤
の存続が危ぶまれていた。

○住民による検討会を４ヶ月で３０回以上も開催。住民からの出資による「合同会社いしはらの
里」を設立し、給油所と生活店舗等の経営を担うこととなった。
○旧小学校を宿泊施設として改修し、着地型観光とリンクさせる仕組みを展開。

○石原地区住民全員が会員となって組織している「いしはらの里協議会」が中心となって、地域
の支え合い活動を実施している。

○地域の生活基盤であるガソリンスタンドを運営していくため、住民等が出資して「合同会社いし
はらの里」を設立。ガソリンスタンドの他、生活店舗や直販市「やまさとの市」、宿泊事業、林業育
成研修の町委託などの経済活動を実施している。

○地域内外との交流を目的とした様々なイベントを開催。七夕まつりやいしはらのおきゃくなどに
より交流人口・関係人口の創出につながった。

○地元産木材にて建築した家や旧小学校を宿泊施設として改修し、集落活動センターいしはら
の里が運営。地域資源を生かした多彩な体験メニューを組み込んだ着地型観光ツアーの受入と
つなぎ合わせることで、収益の増加、交流人口の拡大に取り組んでいる。

○地域の若手が中心となり、だれでも気軽に意見を言い合える場として「いしはら未来会議」を設
置。地域課題の見直しや地域活性化に向けた新しいアイデアの発掘などの活動を担い、集落活
動センターいしはらの里の継続発展に寄与している。

交流イベント（七夕まつり）

地域住民が運営する「集落活動センターいしはらの里」【高知県土佐町】

１ 活動の背景

GSと生活店舗の運営

集落活動センターいしはらの里

２ 事例のポイント

○地元住民が率先して検討を重ね、地域を支える仕組みづくりを構築していく取り組みは、過疎地
域が持続的に発展していく好事例である。経済的活動と地域の支え合い活動の両立を展開してい
く仕組みにより、更なる発展が見込まれる。

３ その他

様式３ 記載例②



与布土地域の将来課
題と農村集落自立への

取り組み

与布土地域自治協議会

記載例①



朝来市 ～人と緑 心ふれあう 交流のまち～

平成１７年４月１日誕生
生野町・和田山町
山東町・朝来町 ４町が合併

面積 ４０３．０６㎢
人口 ２９，５２５人（令和３年３月末）



与布土地域位置図

高齢化率 ４１.１９％
限界集落 ３

準限界集落 ８率

与布土地域の集落数 １０区、 世帯数 ４９９世帯
人口 １，１８０人、 地域の面積 ２１．３９㎢

（令和３年３月末）



与布土地域のイラストマップ



・ 高齢社会の急進 → ２ ０ 4 2 年がピーク

２ ５ 年後を想定し た地域運営が必要
たぶん財政事情は、 も っ と 悪く なる。
何かに取り 組も う と し ても 、 １ ０ 年は試行
錯誤で過ぎてし まう 。
だんだん動ける人がいなく なる。
（ スタ ッ フ 力の低下）



世界に例のない高齢社会の急進は、
想定がつかない。

（ 早すぎて対応が追い付かない。 ）

・ 農業の担い手不足（ 耕作放棄地の拡大）
・ 地域行事の消滅（ 伝統文化の継承断念）
・ 高齢者世帯の増加 → 空き 家の増加
・ 高齢者等の在宅介護（ 支援） に伴う 家庭負担

の拡大（ 離職～経済負担～家庭崩壊）
・ 自治会運営役員の負担（ 長期化、 重複化）
・ 地域スタ ッ フ の減少（ 協力体制の希薄化）
・ 若者の負担感増加（ 村の行事、 消防団、 Ｐ Ｔ Ａ 行

事。 自由時間がない。 子育てもたいへん。 都市へ移住？）



（１）市の取組み

• 地方分権が叫ばれる中、朝来市では、平成１７～
１８年度 「分権型社会システム懇話会」を設置

• その検討結果を受けて、平成１９年度に一定の地
域範囲の住民自治を進めるための仕組みづくりと
して、新たな地域運営組織を支援するための包
括交付金制度を創設。併せて、平成１９年６月か
ら地域運営組織の人的支援を行うため、地域支
援職員（地域出身の市職員）を配置。



（２）地域の取組み

・将来を担う子供たちのために、地域を守るための
取組みが必要（何もしないわけにはいかない）

・地域拠点（新たな運営組織や事務局）が必要

・活動資金や事務局運営費が必要

・地域の相互協力と一体的な取り組みで、地域力を
発揮できる仕組みが必要（地域自治協議会）



（１）自治基本条例の制定

・ 区長会では包括交付金の支援が受けられない。

・ 自治基本条例に地域自治協議会の要件・自立

支援等が明記され、「自分たちのことは自分た

ちで」行えることを地域全体で考え、実行する

ための支援策として、包括交付金制度が設置

された。



（２）地域自治協議会の設立経過

• 与布土地区区長会で協議会設立を検討

平成１８年１２月 設立への合意を形成

• 地域住民による座談会開催

平成１９年１月～３月 地域課題や将来の目標等

について意見交換

• 設立準備委員会設置

平成１９年４月～６月 組織体制や規約を整備

• 設立総会開催

平成１９年６月１７日 与布土地域自治協議会発足



（ ３ ） 協議会の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 会 

事業部会 

 

地域住民 

（ 公募）  

民生委員 

福祉委員 

老人会 

Ｐ Ｔ Ａ  

子ども 会 

スポーツ ク ラ ブ 

消防団 

いずみ会 

 

監 事 

会長、 副会長 

理事（ 区長）  

部会長 

事務局長 

地域ﾏﾈー ｼﾞ ｬ  ー

事務局員 

かえるの郷部会 

（ 自然・ 環境）  

ごく ら く の郷部会 

（ 温泉周辺整備）  

みのり の郷部会 

（ 農業振興）  

はぐ く みの郷部会 

（ 子育て、 伝統文化） 

すみやすい郷部会 

（ 福祉・ 安全安心）  

つながり の郷部会 

（ 住民交流、 情報）  

部会員 運営委員会 

事務局 

広 報 

委員会 

よふど百笑村 

各種団体等 

協議会員（ 住民）  

有識者等 



キャ ッ チフ レーズ「 好き です ふる里よふど 創り ます 未来(あし た)のよふど」

６つの基本目標と６部会の活動

基本目標Ⅰ： 自然の魅力あふれる郷づく り 【 かえるの郷部会】

・ よふど温泉を中心と し た観光整備
・ 人が集い賑わう 交流拠点

基本目標Ⅱ： 誰も が訪れたく なる
郷づく り
【 ごく ら く の郷部会】

・ ふるさ と の自然の魅力や価値を再認識
・ 郷土愛を育む
・ 魅力ある自然環境を守る



・ 子育て環境支援
・ 愛郷心の育成
・ 伝統文化・ 行事の継承

基本目標Ⅳ： ふるさ と の誇り
を育む郷づく り

【 はぐ く みの郷部会】

基本目標Ⅲ： 美し い農業集落と 豊かな食文化をあわせも つ郷づく り
【 みのり の郷部会】

・ 農地を維持管理するための
仕組みづく り

・ 農産物、 加工品の流通促進
・ 農業後継者の育成



基本目標Ⅴ： 安全で安心し て暮ら せる郷づく り 【 すみやすい郷部会】

・ すみやすい地域づく り （ 安全・ 安心な住環境）
・ 高齢者の見守り 、 生き がいづく り 、 健康づく り

基本目標Ⅵ： 一人ひと り が参加する交流の郷づく り
【 つながり の郷部会】

・ 地域交流、 地域コ ミ ュ ニティ の活性化
・ 地域情報の発信
・ 人材活用、 人材育成
・ 移住定住促進



①若者の移住・ 定住促進 

地域内の人口減少や高齢化率を 上げないための方策は、 若者の定住と 都市

部などから の移住促進を促すこ と にあり ます。  

 住みやすい地域ナンバーワンの郷づく り と 空き 家や遊休農地の活用を 積極

的に推進し 、 活力ある地域づく り を行う こ と と し ています。  

 移住希望者や移住者から の相談を受けたり 、 支援する体制をつく る ための

移住相談員の設置や各区で移住者を見守る、 住まい・ 農業・ 子育てサポータ

ーなどの設置を検討し ていき ます。また、「 農業体験交流」 や「 子育て交流」、

「 マルシェ の開催」 など地域交流イ ベン ト を開催するなど、 田舎のラ イ フ ス

タ イ ルの魅力度向上を図り 、 次世代の定住促進や移住希望者の促進を図り ま

す。  





③農業振興、 観光対策

農業経営の課題や担い手の減少などにより 、 農地を管理する意識や意欲が

低迷し ていく 中で、 健全な農地管理をし ていく こ と が非常に難し い時代と な

り つつあり ます。 個人や家庭では限界を 迎えている農地管理を、 地域全体で

支え合う システムを構築するこ と で、 新たな道が開ける可能性があり ます。

特に喫緊の課題と し て、 農地管理の現状調査や農地の集約化を推進するため

農地管理状況の把握や農家の意向調査を行い、 併せて農地状況地図を 作成す

るなど農地の集約化に向けての検討を進めてき まし た。

農地管理・ 活用拡大・ 農産物販売促進を図る地域商社と し て、 令和2 年4 月に

「 よふどの恵」 を 設立。 また、 令和2 年度、 広域組織による多面的機能支払

交付金事業を「 与布土広域郷守会」 と し て開始し た。





③都市農村交流等
・ 神戸市 本山地区と の交流
・ 三菱電機労組家族と の交流
・ 地域イ ベント や地区運動会での地域
間交流





⑤古民家の活用
・農家レストランの運営
・よふど地域の情報発信拠点

・田舎暮らし体験を通じて、与
布土の「ふるさと感」をアピール



⑥移住定住促進
・都市部の家族と田舎の子育て体験会
・地域マルシェの開催

与布土わくわく
キャンプ



⑦但馬楽農講座の開設
・都市部の方を中心とした有機農法での野菜づくり体験
・二地域移住や定住の促進



高知県土佐町石原地区の概要

■人口※令和２年4⽉1⽇現在

１６１世帯、311⼈ ⾼齢化率︓50.25％

東石原

有間

峯石原

西石原

集落活動センター いしはらの里
（旧石原小学校）

さとのみせ
（旧JA）

直販所
やまさとの市

■石原地区
・⼟佐町の⻄端に位置し、東石原、
⻄石原、峯石原、有間の４集落で
構成される。

・平成24年７⽉「集落活動センター
いしはらの⾥」を設⽴。
地域の生活店舗の運営や直販市、
宿泊事業など地域の活性化に向け
て様々な活動を実施

記載例②



いしはらの⾥協議会
（集落活動センター運営主体）

連絡会

石原地区住⺠全員が会員

協議会への提言 部会間の調整

必要に応じて
部会・委員会とも設置

直販部

共同作業
支援部 集い部

新エネル
ギー部

合同会社

H27年5月~
会員として

定める



集落活動センターいしはらの⾥取り組み概要

石原で暮らしつづけるために

「働く・稼ぐ」
仕組みをつくる

石原で／石原を

「支える」

石原を暮らしやすい環境に／
石原に来てもらえる環境にする
石原を「実現する」

石原全体を元気にする
石原での「集い」

■「ありのままの田舎」「田舎でしか
体験できないもの」を活かす
■若い世代が暮らせる環境をつくる

■農作業や地域の共同作業の支援
■生活サービスの維持
⇒誰にとってもすみやすい環境に

■農畜林資源や、自然、史跡など、
地域の資源を研究し活用する
⇒大学等研究機関との連携も

■人の集まり＝“集い”の場の維持・
創出が、全ての取組の肝となる。
⇒地域の様々な場に集いを。



あいきｎ

ガソリンスタンド運営
○いしはらの⾥GSオープン
（平成25年2⽉）
平成24年４⽉から、これまで石原でガソリンスタンド、⽣活店舗を運営していた、
ＪＡ土佐れいほくの合理化⽅針により⽣活店舗の営業縮⼩、ガソリンスタンドが休⽌。
⼀人暮らしの高齢者層を中⼼に⽣活不安が高まっていた。

平成24年8⽉、経済産業省のモデル事業（燃料供給不安定地域対策事業）に提案
採択される。
いしはらの⾥協議会が中⼼となりスタンドの経営に取り組むことに。



あいきｎ

▼合同会社いしはらの⾥設⽴
合同会社設⽴と生活店舗「さとのみせ」運営

・平成25年11⽉1⽇
出資⾦約２１４万円。
出資者(社員)２１１名にて登記。
【H29年】出資者２４5名

出資⾦２７2万3千円
・合同会社いしはらの⾥ 設⽴総会
（平成25年12⽉13⽇）

○生活店舗
「さとのみせ」の運営開始
－内装リニューアル
（平成25年11⽉より）

－看板あげ
（平成25年12⽉13⽇）



直販所「やまさとの市」
地域の野菜や名物たけのこ寿司等の加工品を販売する直販市
（平成26年11⽉からスタート）
毎週⽇曜⽇10時〜15時開催



宿泊事業
・石原地区の⽊材を使⽤した⽊の家モデル住宅を２棟建築
⇒賃貸として貸し出しと、おためし移住や⻑期滞在等に活⽤
（平成28年度集落活動センター推進事業費補助⾦を活⽤）

・石原コミュニティセンター（旧石原⼩学校）を宿泊施設に改装
⇒約60名が宿泊可能に
（平成30年度集落活動センター推進事業費補助⾦を活⽤）

• ⽊の家モデル住宅 ・石原コミュニティセンター



交流人口の拡⼤
・アメゴのつかみ取り • 土佐あかうしBBQ・もちつき

• いしはらのおきゃく ・バームクーヘンづくり

平成29年以降着地型ツアーや修学旅⾏の受⼊れ、イベントを
実施するなど地域内外との交流を進めている



林業育成プログラム（令和２年〜）

土佐町と連携して⾃伐林家の養成を実施



いしはらの⾥未来会議（平成30年〜）
若⼿を中⼼に発⾜。10年後の石原について話し合い
10年後に向けて、課題の整理や⾃分ができることを出し合う
⇒新たなプロジェクトのスタートや、いしはらの⾥協議会の組織
再編も予定している。


