
平成26年度地域力再生プロジェクト支援事業交付金（ソーシャル・ビジネスプログラム）第1回　支援一覧

支援額事    業    概    要
主な活動種類
地域力再生の視点

事   　業　   名 団  体  名 代表者

1
誰もが自由に弾ける四ノ
宮琵琶市場の創出と開拓

弦楽ふるさとの会 小谷　昌代 地域文化活動
楽琵琶の小琵琶を「四ノ宮琵琶」として復活させ、教育現
場や音楽教室などで利用できるものにしていく。

400,000

2

地域協働によるアート作
品のデザイン活用展開事
業及び新道アトリエ地域
開放事業

特定非営利活動法人
障碍者芸術推進研究機
構

松谷　昌順 地域産業おこし
障碍のある人の自立と社会参加を進めるため、障碍者
が描いた絵画のデジタル化や画像を活用したグッズを開
発する。

999,000

3 自然薯プロジェクト 京都・自然薯の会 徳丸　國廣
農村・都市交流
活動

京北宇津地域において自然薯の調査研究、試作、勉強
会、販売を行う。

320,000

4
丹波産ずんだスイーツを
通じての京都・東北連携プ
ロジェクト

一般社団法人みんなの
手

西山　祐子
地域商業の活性
化

丹波地域の枝豆を使ったずんだスイーツの開発及びＰＲ
イベントの開催する。

549,000

5
竹灰を使った石鹸の開発
と普及

里山資源 篠崎　真 環境保全活動
放置竹林を防ぐために、竹を新たな産業資材として有効
利用するための製品を開発する。

156,000

6
京都発♡ママ達による福
島こども支援プロジェクト

ミンナソラノシタ 林　リエ
その他（東日本
大震災復興支
援）

地域の防災意識の向上を図るために、オリジナルグッズ
の販売収益で福島県を支援する。

341,000

7

小規模保育園施設完備及
び地域子育て支援（双子
ピアサポート＆プレママ交
流会）

NPO法人いんふぁんと
roomさくらんぼ

西村　日登美 子育て支援活動
小規模保育園として施設整備を行うとともに、地域の子
育て支援活動として、産前産後のサポート体制を構築す
る。

1,000,000

8 『山城の宝、発見』授業
特定非営利活動法人
山城こみねっと

加藤　政春 環境保全活動
茶産業の振興を義務教育の現場から支えるため、体験
型演劇授業としてプログラムを提供する。

300,000

9
かぐや姫クラフト＆かぐや
姫グッズ

京都南部クラフト実行委
員会

新谷　訓一 地域産業おこし
放置竹林の竹から作った糸や布をクラフト作家に提供
し、クラフト作家による創作品を展示販売する。

430,000

10 地域の拠点作り事業
特定非営利活動法人
加茂女

久保田奈美
江

地域産業おこし
高齢化して空き家の増えた古い住宅街の活性化を目指
し、空き家を活用して人の集える場所としての拠点づくり
に取り組む。

1,000,000

11 コミュニティーカフェ事業
特定非営利活動法人
きらっと

浦畑　眞一郎 共助型福祉活動
高齢者の地域とのつながりづくりを目指し、お茶を飲みな
がら、くつろぎ、交流できるコミュニティカフェを運営する。

1,000,000

12
福祉事業所のものづくりを
デザインでつなげるUNION
プロジェクト　発展版

社会福祉法人エクスクラ
メーション・スタイル・キョ
ウト

板倉　信太郎 地域産業おこし
障害者の働く力を社会へ発信するため、府内の福祉事
務所と連携して共通のプラットフォームで製品をプロモー
ションする。

1,000,000

13

子育て期の女性のコラボ
による、子育て支援グッズ
の開発販売で、自活した
運営を目指そう

特定非営利活動法人
子育てを楽しむ会

迫　きよみ 子育て支援活動
子育て期の女性たちによる、子育て支援グッズの開発・
販売や普及啓発を行う。

1,000,000

14
茶の縁で結ぶ和束の郷興
しプロジェクト２０１４

【地域力再生活動団体】
茶縁本舗運営委員会
【中小企業者】
しらす茶房

村岸　秀和

西山　勝行

地域商業の活性
化

都市･農村交流を図るため、地域住民と生産者が一体と
なって、和束町の新たな特産品の開発やコミュニティス
ペースの整備を行う。

1,500,000

15
ガラス温室とハーブガーデ
ンでまちおこし

和束町地域力推進協議
会

上嶋　伯協 地域産業おこし
都市･農村交流を図るため、ガラス温室でハーブの収穫
体験やワークショップを開催する。

1,000,000

16
地球環境に貢献するふる
さと産品開発・推進事業

特定非営利活動法人
ふるさと保津

石川　清之 地域産業おこし
未利用バイオマスを炭化し、農地の土壌化良材として活
用してできた野菜「クールベジタブル」等の販路拡大を行
う。

500,000

17 「梅」収穫・加工活動
下大久保梅林事業運営
委員会

西田　肇 地域産業おこし
梅の生産や梅製品づくり、イベントなどでのＰＲを通じて、
元気で夢のある地域づくりを目指す。

331,000
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支援額事    業    概    要
主な活動種類
地域力再生の視点

事   　業　   名 団  体  名 代表者

18
田舎暮らしトライアル＋コ
ミュニティーカフェ

みのりネットワークス 水谷　千里
農村・都市交流
活動

コミュニティカフェとして気軽に立ち寄れる場をつくり、地
域の人たちの居場所づくりを進める。

1,000,000

19
アラータ大薯イモの育成・
販売・加工

特産物を考える会 能勢　賢司 地域産業おこし
地域でアラータ芋（長芋の一種）の生産に取り組み、地域
の新たな特産物としての商品化を図る。

100,000

20
「馬路大納言物語」
～小豆のふるさとに輝きを
～

小豆の郷　馬路大納言
活性化委員会

畑　博
農村・都市交流
活動

馬路大納言小豆の加工品開発により、小豆の付加価値
を向上させ、栽培農家の生産意欲の向上を図る。

330,000

21 里山型モバイルハウス
NPO法人
美山里山舎・壬生京町家

小関　康嗣 地域産業おこし
地域の大工や再生可能エネルギーに関心の高い方が連
携し、木造軸組構法を用いた木造モバイルハウスを開発
する。

1,000,000

22
障害者、高齢者が安全に
生きいきと働け、地域住民
の就労の場の提供事業

NPO法人障害・高齢者就
労支援センター設立準備
委員会

熊本　眞知子 共助型福祉活動
ブルーベリー農園での就労を通じて、障害者や高齢者が
生き生きと楽しくはたらくことができる場を提供する。

900,000

23
くりパウダー食品関連販
売開発促進事業

京都丹波くりまつり実行
委員会

塩貝　孝司 地域産業おこし
丹波くりの新たな需要を開拓し、生産量を増大させるた
めに、関連商品の開発や交流事業に取り組む。

230,000

24
ちっちゃい子がつなぐ「京
都丹波」

特定非営利活動法人
グローアップ

秋田　裕子 子育て支援活動
情報誌の発行などを通じて、京都丹波のすばらしさに気
づくきっかけづくりや子育て環境の醸成を図る。

1,000,000

25
教育民泊受入れ体制整備
事業

綾部かんばやしの里体
験推進協議会

熊内　輝夫
農村・都市交流
活動

教育民泊の受け入れを推進するため、大阪市への誘致
活動や韓国ボランティアワークキャンプの受入を実施す
る。

613,000

26
特産品の開発とテスト・
マーケティング事業

丹波みわ活性化協議会 河内　一郎 地域産業おこし
地元野菜や加工品の販売を通じて、農家所得の安定を
図り、地域の元気創出と生きがいづくりを促進する。

400,000

27

地域ヒーローで子どもに夢
を！地域に活性化を！地
域に未来を！夢作りプロ
ジェクト

特定非営利活動法人
京都夢作りプロジェクト

藤岡　康治 地域行催事
地域ヒーローを活用して、地域の知名度アップやコラボ
レーション製品を開発する。

1,000,000

28
和ぃ輪ぃ楽習館事業（仮
称）

公益社団法人京丹後市
シルバー人材センター

髙山　充男
地域の安心・安
全

この５月にオープンした高齢者や地域住民の交流施設
「和い輪い楽習館」において、交流サロンや教室等を開
催する。

940,000

29 Made in　丹後プロジェクト 丹後のやさしい農業家 小谷　安博 地域産業おこし
丹後の良質な農産･海産物を使用した商品や丹後物産
の販売拡充を図るため、新たなツールを使ったアピール
を行い、地元や観光客に発信する。

587,000

30
障害者事業所製品販売運
営事業

京丹後市障害者事業所
製品販売連絡協議会

青木　一博
その他（障害者
支援）

障害者施設製品を販売している京丹後市内の事業所が
連携し、売れる商品づくりと企業等への販路の拡大を促
進する。

700,000

31
エコツーリズム推進による
世屋地域の地域振興

宮津市エコツーリズム推
進協議会
世屋・高山ガイド部会

安田　潤 地域産業おこし
公共交通を活用したツーリズムの実施等を通じて、宮津･
丹後観光の推進を図る。

100,000

20,726,000支　　援　　事　　業　　計


