平成２７年度 地域力再生プロジェクト支援事業交付金決定状況一覧（第１回分）
番号

1

事

業

名

団 体 名

海の京都天橋立府中地区ブ
ランディング＆おもてなし事 天橋立府中観光会
業

事業実施地域

事

業

概

要

事業費
（単位：円）

交付決定額
（単位：円）

宮津市

聖地としてのブランディング確立や歴史の掘りおこしのた
め、地元高校生と協力したパワスポポストの看板設置や天橋
立の歴史を議論するフォーラム、重要文化財の絵画を表現
する成相寺のライトアップを実施する。また、京都縦貫道の開
通にあわせて、歓迎のぼり等で来訪者へのおもてなしを行
う。

3,000,000

480,000

160,000

1,000,000

2

宮津まちなか「おもてなし力」
宮津観光ピント会
活性化事業

宮津市

京都縦貫自動車道の全線開通を機により一層地域の「おも
てなし」意識を醸成するため、地域の意見を聞きながら宮津
中心市街地の観光資源や飲食店を掲載したマップを作成す
る。また、住民がおもてなしの心を持って観光案内ができるよ
う、マップを活用して住民向け町歩きイベントを行うとともに、
地域イベント開催とあわせた観光客向けの町歩きイベントを
実施する。

3

海の京都 天橋立まち灯り
ぶらり散策事業

宮津市

地域住民も誇りに思える「住んでよし、訪れてよし」の観光
地域づくりを目指し、若手会員が中心となって、夜間でも天橋
立を散策できるようライトアップを行ったり、観光団体や地元
企業等と協力して参加型ツアーの実施や風鈴作り体験など、
「海の京都博」を盛り上げる仕掛け作りを行う。

2,400,000

800,000

4

宮津市漁業の地域活性化プ 公益財団法人
ロジェクト
宮津市水産振興財団

宮津市

漁業体験・交流会・パネル展示・ミニ水族館・物産展などを
通じて宮津の水産物をPRし、地元産品の知名度向上と消費
拡大を図り、地域を活性化する。
また、地元小学生と地元漁業者が交流を図る水産教室を
行い、水産業への理解を深め、環境保全の啓発を行う。

1,500,000

500,000

宮津市

栄養士の指導を受けながら「アニメシ講習会」を開催し、日
常の食生活に取り入れやすく子供も喜び作りたくなる食事を
学習するほか、地域の事業者等を対象に「コンテンツビジネ
ス講習会」を開催し、アニメを活用した商品開発のノウハウを
学び商業の活性化を図る。また、地域イベント「和火」とコラボ
したコスプレイベントも引き続き実施する。
【主な変更点】特記事項なし
【昨年度確定額】196千円

587,468

195,000

宮津市

オリーブを新たな特産品として発展させるため、地域住民で
オリーブの植樹を進める。
【主な変更点】「オリーブ茶」に加えて、「オリーブの新漬け」の
製品試作・試飲実施や販路開拓に向けた検討を行う。
【昨年度確定額】362千円

1,711,384

570,000

宮津市

竹の生産量減少や竹林の荒廃が問題となっている宮津地
域において、「竹の文化再生」「竹による地域産業おこし」を実
現するため、竹林の調査研究、竹の製品開発、教育普及事
業など「宮津・竹の学校」づくりを行う。
【主な変更点】特記事項なし
【昨年度確定額】987千円

3,000,000

1,000,000

宮津市

過疎・高齢化が進む世屋地区の自然を活かし、小学生対象
「セヤノコきっず」、未就学児対象「セヤノコさんぽ」といった体
験型プログラムを実施する。
【主な変更点】子育て世代向けの魚料理教室及び世屋の伝
承の紙芝居・絵本作りを行う。
【昨年度確定額】348千円

1,809,000

603,000

宮津市

地元産の水産物の加工・製造を行っている府立海洋高校
海洋資源科の生徒たちに対し、専門的な商品開発の指導を
行うとともに、地元産水産物を使ったメニューを提供する「１
dayレストラン」実施に係る運営・広報支援等を行う。
【主な変更点】改良を続けている「宮津ブイヤベースラーメン」
の商品化及び試験販売を行う。
【昨年度確定額】83千円

594,000

198,000

宮津市

京丹後市の文化的魅力づくりとＰＲを行うため、文化や自然
をテーマに丹後在住の作家などが講師となるワークショップ
やフィールドワーク、展示会を開催する。また、文化を活用し
たまちづくりの先進地視察及び報告会を行い、地域活性化に
ついて住民とともに考える。

1,964,560

654,000

2,481,415

827,000

2,567,996

855,000

天橋立文珠繁栄会

5

アニメを活用して考える「地
域産業」と「食文化」

一般社団法人 ＧＯ－ＴＡ
Ｎ

6

由良 オリーブを育てる取組 由良オリーブを育てる会

特定非営利活動法人 地
球デザインスクール

7

宮津・竹の学校事業2015

8

伝統行事と遊びを通じて世
屋に出会う、親と子と地域の セヤノコ
育み活動

9

海洋高校生による１DAYレス １ＤＡＹレストラン実行委員
トランの実施と商品開発
会

10

「文化と自然でまちづくり」

「文化と自然でまちづくり」
実行委員会

11

こころの森ギャラリー整備事 特定非営利活動法人
業
こころの森

京丹後市

地域住民や地域を訪れる人々の交流の輪を広げ地域の活
性化を図るため、空き家を広く市民に開放する展示スペース
及びワークショップ室として活用するために整備し、アート体
験プログラムやこころの森サロン等を区や公民館と協力して
継続的に実施する。

12

障害者の社会参加を支援す 特定非営利活動法人 つ
る事業
なぐ

京丹後市

障害者支援への理解を深めることや地域住民相互の交流
を促進することを目的として、住民が気軽に集えるお茶サロ
ンを開催するほか、障害者の自立・社会参加促進のための
パソコンや農業の勉強会を地域の協力を得ながら実施する。
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13

みんなでやろう「森のチカラ」
野間森林保全会
再生プロジェクト

京丹後市

高齢化によって里山の維持管理が困難になっているため、
地域で保全を行うための人材確保を目的として、地域の若い
世代やＩターン予定者を対象とした森林保全について学ぶ安
全講習会や勉強会を実施する。また、森や薪を活用した地域
活性化に取組む先進地を視察し、森の活かし方について検
討を行うとともに、実際に地域で森や木を活かすワークショッ
プを開催する。

14

特定非営利活動法人
植栽及び清掃等を通じた美
ハーブとスローフードのま
化・緑化による交流の場作り
ちづくり

京丹後市

地域の人々の憩いの場とするため、地元中学生や住民等
ボランティアと協力して商店街の空き地の清掃及び植栽を行
う。また、子育て中の親や高齢者が気軽に参加できるフラ
ワーアレンジメント展示・ワークショップを開催する。

791,500

263,000

京丹後市

当地区には、古墳や遺跡が多数存在することから、古代体
験を通じて地域の歴史や文化を学ぶほか、地域の魅力発信
を行うことを通して地域への愛着や誇りを高める。また、地域
特産品として「やまのいも」の栽培に着手し、地域の産業おこ
しを試行的に行う。
【主な変更点】休耕田を活用した蓮池に鑑賞用の歩道設置
や、須田地区の写真コンクールを行いＰＲ用風景カレンダー
作成を行う。
【昨年度確定額】102千円

274,000

91,000

京丹後市

25年度に整備（府土木事務所）した小西川の河川敷におい
て、健康増進のためのノルディックウォーク講習会を行う。
また、住民が参加して小西川の清掃や植栽を行うなど年間
を通じて小西川の整備・保全活動を行う。
【主な変更点】ノルディックウォークのポールを初心者向けに
貸出し、活動への参加を促す。
【昨年度確定額】55千円

313,000

104,000

京丹後市

我が国の稲作発祥の地として伝説が伝わる「月の輪田」に
おいて、25年度に復活させた古代米の稲作や古代米の勉強
会を継続して実施するほかＨＰ等で情報発信を行う。
【主な変更点】ＰＲ看板・パンフレットを作成し、地域内外での
ＰＲを強化
【昨年度確定額】165千円

311,000

103,000

京丹後市

地域のお祭りと町内文化財・名所をネットワーク化した観光
モデルコースの検討、特産品の販路拡大、テーマを統一した
新しい食の開発を行い、地域全体で発信していく仕組みづく
りを行う。
【主な変更点】久美浜湾周辺の賑わいづくりを進めるための
ワークショップを行い企画検討を進める。
【昨年度確定額】383千円

1,650,000

550,000

京丹後市

久美浜町のシンボルであり、海の京都構想の戦略拠点でも
あるかぶと山を、地域が一体となってＰＲを行って行くために
かぶと山公園祭りやかぶと山ウォークを開催する。
また、住民とともにかぶとやま周辺の環境整備を行い、郷
土愛の醸成と自然保護を図る。
【主な変更点】特記事項なし
【昨年度確定額】358千円

1,250,000

403,000

京丹後市

住民が元気で健康的な日常生活を送るため、また住民同
士のつながりを強めるため、各種スポーツ教室やイベントを
行い、コミュニティづくりの場を提供する。だれもが参加しやす
いように、ダイエット教室・ヨガ教室・整体バランス教室など幅
広い教室を用意する。
【主な変更点】府北部のスポーツクラブと協働して「夏チャレン
ジ体験」を実施し、ネットワーク強化を図る
【昨年度確定額】1,000千円

3,000,000

1,000,000

京丹後市

琴引浜周辺を守り後世に伝えていくため、環境保全活動を
引き続き行うとともに、それら貴重な財産を活かした小中学生
向けの体験学習や体験ツアーの受入れを行うことで、地域お
こしにつなげていく。
【主な変更点】地域住民の賛同者を増やすため、広報誌を定
期的に発行。
【昨年度確定額】167千円

661,000

220,000

京丹後市

課題を抱えている子どもや孤立しがちな高齢者を地域で支
え合うため整備した空き屋を拠点として、地産地消の料理教
室や学習支援、食品加工等、居場所づくりや世代間交流を行
う。
【主な変更点】地域の「栄養ケアステーション」として、食生活
指導等活動の充実を図る。
【昨年度確定額】1,000千円

2,105,000

701,000

京丹後市

地域資源を活用し地域振興を行うため、夕日をテーマにし
た写真コンテストやビーチノルディック大会を開催する。
また、地域と協力して、写真撮影スポットを案内するための
フォトマップを作成するほか、地域住民の健康増進を図るた
め、関係団体との連携を深めながら定期的にノルディック
ウォーク講習会を開催する。
【主な変更点】特記事項なし
【昨年度確定額】784千円

1,973,000

640,000

京丹後市

「海の京都」京丹後市マスタープランに基づき、住民が主体
となって魅力ある観光まちづくりを目指す。専門家も入れて、
地域が自走していく仕組みを作るとともに、拠点地域同士の
連携を図りながら一体的な取組を行う。
【主な変更点】海の学習館整備等各エリアコンテンツの新規
整備及びブラッシュアップを行う。
【昨年度確定額】1,500千円

4,995,000

1,665,000

15

湯舟坂古代の丘公園等整
備、特産品づくり事業

須田ふるさと委員会

16

みんなで小西川に人集う小 みんなで小西川に人集う
径をつくろう
小径をつくろう協議会

17

「月の輪田」「清水戸」を未来
二箇区「月の輪田」保存会
へ伝えよう

18

19

20

久美浜まるごとプロデュース 久美浜まるごとプロデュー
事業
ス協議会

かぶと山の環境保全・整備
及びＰＲ事業

総合型地域スポーツクラブ
による地域住民に対しての
健康・スポーツ推進事業

かぶと山ふるさと会

特定非営利活動法人
網野スポーツクラブ

21

次代へ残す琴引き浜地域の 琴引浜白砂青松保全委員
白砂青松保全事業
会

22

空き家を活用し、商品規格
外農・水産物の加工づくりを
食と健康
通しての地域の支え合い事
業

23

24

夕日のほっとフォトコン・ビー 一般社団法人京丹後市観
チノルディック
光協会

海の京都・京丹後ストーリー 「海の京都」京丹後市実践
展開事業
会議

1,300,000

433,000
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25

26

27

28

事

業

名

伊根浦ゆっくり観光

「海の京都」伊根町受入基
盤整備事業

団 体 名

伊根浦ゆっくり観光の会

「海の京都」伊根町実践推
進会議

菅野区の連携強化・情報発
菅野自治区
信事業

子供歌舞伎後継指導者育成 宮本町愛宕山子供歌舞伎
事業
保存会

29

シーサイドサロンあそ

岩滝長寿会連合会

30

地域とつながり、親子で楽し
める様々なふれあい活動を 子育てサークル
通して子育てを支援していく 「いーろい」
事業

31

明石の文化・環境保全の発 「明石・紅葉を育む会」実
信と地域の育成化事業
行委員会

32

自分のこころとからだを見つ
きききサンバ倶楽部
めるワークショップ事業

33

ちりめん街道を中心とした世
ちりめん街道女子会
代間交流・子育て支援事業

特定非営利活動法人 丹
後の自然を守る会

34

鮭のふるさとプロジェクト

35

画期的な振袖で華麗な踊り
を披露し地域を活気づけ着 丹後小町踊り子隊
物を振興

36

福祉分野から発信しよう！
ニーズとリソース発掘しよ
う！

Tangoリハビリ研究所

事業実施地域

事

業

概

要

事業費
（単位：円）

交付決定額
（単位：円）

京丹後市

観光客と住民の交流促進や地域資源を地域と連携して活
用するため、伊根の暮らしに焦点をあて、住民がガイドとなる
「わがまち歩き」や伊根の魅力が感じられる体験や食事がで
きる「伊根博覧会」を実施する。
また、伊根湾ビーチクリーンや耕作放棄地となった棚田の
再生に取り組むと共に、地元の魚介類を素材とした特産品づ
くりを行う。

3,040,000

1,000,000

伊根町

地域住民と協力しながら、地域の清掃活動や、観光客に対
する周遊の仕掛けづくり等地域の観光に対する課題に対応
するための活動を行う。
【主な変更点】休憩用のベンチやコミュニティサイクルの小屋
を高校生と協力して設置。延縄漁師の募集や渋滞緩和のた
め伊根地区を巡回するジャンボタクシーを運行する実証実験
を実施。
【昨年度確定額】627千円

3,000,000

1,000,000

伊根町

過疎化・高齢化が進行し地域の活力が弱まっているため、
地域の祭りや日々の暮らし・空き家情報など、地域資源や情
報掘り起こしの作業を通じて地区住民同士の連携強化を図
るとともに、総合的にホームページ等で発信し、菅野区のファ
ンやU・Iターン者の確保を目指す。
【主な変更点】地区の情報をまとめたパンフレットの作成及び
地区のお米を「神楽米」としてブランディングして発信。
【昨年度確定額】431千円

838,210

279,000

伊根町

宮本町では地域の祭りにおいて子供歌舞伎の披露を行っ
ているが、少子化や指導者の高齢化により自主運営・後継者
育成に課題を抱えている。そのため、末永く地域芸能として
継続していけるよう指導者育成と対外的なＰＲ活動を強化し、
子どもたちの郷土愛を醸成するとともに支援者の増加を目指
す。

1,520,000

506,000

与謝野町

高齢者や子育て世代の孤立を防ぎ、世代間交流による住
民同士の連帯感を高めるため、 町の管理する公園「阿蘇
シーサイドパーク」において、文化発表やサロン活動、特産物
の販売場所の提供などを行い、子どもから高齢者まで多世
代が集える「シーサイドサロンあそ」を月１回開催する。

297,000

198,000

与謝野町

家にこもりがちになる子育て中の母親や町外から嫁いだ母
親が気軽に参加・交流ができるよう、定期的に集いふれあえ
る活動やベビーヨガ・七夕会などの交流会を、親子の心身の
健康や食の安全などについて学びながら実施する。

300,000

160,000

与謝野町

子どもたちのために、将来にわたって地域の史跡や紅葉の
環境を維持するため、継続的に環境保全活動や落ち葉を
使った作品づくり、夜間ライトアップ等を実施して地域内外に
ＰRを行う。
【主な変更点】自主事業として子ども農園での芋掘りや、紅葉
の植樹体験を実施
【昨年度確定額】92千円

210,320

70,000

与謝野町

地縁関係が濃い地域が多いため、逆に家族関係や子育て
の悩みが話しにくい女性も多いことから、安心して自分の気
持ちを話せる産前産後期の女性対象の座談会を実施するほ
か、母親と小学生の女児を対象とした月経教室を開催する。
【主な変更点】特記事項なし
【昨年度確定額】78千円

240,000

80,000

与謝野町

与謝野町ちりめん街道では魅力ある観光まちづくりの取り
組みを進めているが、人口減少・高齢化等で空き家が増えて
きつつある。そこで、子育て世代の親を中心に、ちりめん街道
内の民家や施設を活用し、高齢者と子育て世代が交流する
コミュニティカフェやちりめん小物づくり等を行う手作り教室を
実施する。
【主な変更点】きものマーケットやまちづくりに関する映画の
上映会などのイベントを実施。
【昨年度確定額】167千円

381,000

127,000

与謝野町

鮭等の稚魚育成の場となっている阿蘇海や野田川の環境
保全について住民の関心を高めることを目指し、ペットボトル
での食用廃油の回収を進めるとともに、幼小中学生～大人を
対象とした環境学習やフォーラム、勉強会を実施する。
また、「故郷の鮭の保全」をテーマにポスターコンクールを
開催し、優秀作品で啓発用パネルを作成する。

300,000

200,000

丹後地域

京丹後市のちりめん産業の衰退が課題となっているため、
簡単に脱着できるオリジナル振袖を作成し若年層をターゲッ
トに着物振興を図るとともに、新たな曲と振付を製作し、他団
体とコラボして踊りを披露する等、地域内外でのＰＲ活動の幅
を一層広げる。

1,120,000

373,000

丹後地域

中高年世代、障害者や要介護者、主婦等は、社会との繋が
りをもつ機会や手段が不足しておりその力を十分に発揮でき
ていないため、気軽に外に出て活動するきっかけを作るため
のワークショップを開催する。また、バリアフリー観光の専門
家を招聘し、バリアを持った方の自由な活動を促進するため
の勉強会・交流会を実施する。

258,120

152,000
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38

事

業

名

団 体 名

事業実施地域

和太鼓演奏活動をとおして
創作太鼓 月下美人
地域コミュニティ活性化事業

着物でよさこい

京丹後よさこい連

ばらずしで丹後をつなぐ会

事

業

概

要

事業費
（単位：円）

交付決定額
（単位：円）

京丹後市
宮津市

少子高齢化によるコミュニティの衰退が課題となっている網
野町木津上野地区において、和太鼓演奏を通じて地域の世
代間交流を促進し、活気ある地域づくりを進めることを目的と
して、地域の子ども達への指導を年間を通じて行うとともに地
域のお祭りや福祉施設、保育所などで披露する。

164,436

54,000

丹後地域

ちりめんの衣装でよさこい踊りを各地域で披露することによ
り、地場産業のＰＲ、地域内の活力向上に寄与する。
【主な変更点】高齢者や体の不自由な方も参加できる「よさこ
い体操」を新たに作成し、健康づくりのため地域に広めるとと
もに、着物で参加者と共によさこいを踊る「よさこいの集い」を
実施。
【昨年度確定額】301千円

683,000

227,000

丹後地域

丹後地域の代表的な「郷土食」である「丹後ばらずし」を伝
承しながら、地域内外にＰＲしするため、府と連携し、丹後ば
らずしつくり体験やスキルアップセミナーを行う。
【主な変更点】ばらずしにあう汁物・副菜のメニュー開発研究
を行う。
【昨年度確定額】90千円

384,823

120,000

丹後地域

丹後地域にはカルチャー教室もなく、ヨーロッパ等の異文化
に触れる機会が少ないため、ルーマニア人やグルジア人等
を講師とした歴史や文化のレクチャー及び楽器の演奏教室
を、主に小学生を対象に年間を通じて開催し、音楽文化への
理解を深める。
【主な変更点】特記事項なし
【昨年度確定額】251千円

1,320,560

440,000

1,637,408

545,000

39

丹後ばらずし作り研修

40

こどものためのヨーロッパ文
化講習会～楽器体験ワーク ヴァイオリンを楽しむ会
ショップ～

41

地域資源の活用による音楽
特定非営利活動法人 音
普及活動を通じたコミュニ
楽のまちづくり
ティ再生事業

丹後地域

地域の文化振興の環境整備のため、朗読コンサートの開
催のほか、楽器体験ワークショップや音楽鑑賞会など大人か
ら子どもまでだれでも音楽文化に触れることのできる機会を
創出する。
【主な変更点】商店街の空き家や神社、旅館内でふれあいコ
ンサートを実施
【昨年度確定額】451千円

42

子育て当事者の自己啓発を あったかめ～る北部の会・
伴う交流・体験・学習会
スージー

宮津市
京丹後市
与謝野町
舞鶴市

子育て中の親に対し、携帯メールによる子育て支援情報発
信事業を行い、子育ての孤立化や虐待を防ぐ。また、子育て
中の親自身を講師とした体験イベントや学習会を開催し、子
育て当事者の「居場所づくり」、「仲間づくり」につなげる。
【主な変更点】特記事項なし
【昨年度確定額】88千円

600,000

200,000

43

子育て世代への食への深い
関心と豊かな感性や地域へ こどもきっちん☆たんご共
の誇りを養う交流と広がりの 和国
居場所づくり

与謝野町
宮津市
京丹後市

食への感心が薄れているなか、親子対象の地域の食材を
使った料理教室を行うことで、地域の食文化継承や子育て親
子の居場所づくりを目指す。料理教室では、味覚や感性を養
うため、季節の食材の栽培・収穫からゴミを畑に返す過程ま
で取組む。
【主な変更点】子連れで気兼ねなく利用できるカフェを開く。
【昨年度確定額】176千円

330,000

100,000

44

子育て不安を抱える親の援
助と『丹後地域の子育て力』 丹後 de アドラー
を高める活動

宮津市
京丹後市
与謝野町
舞鶴市

子育て環境づくりのため、グループ体験に基づく育児学習
プログラムを開催し、また、専門会によるカウンセリングの開
催や専門家を招いての講演会を開催することにより、アド
ラー心理学に基づいた子育て支援事業を進める。
【主な変更点】外部講師なしで自立して講座を続けていくため
の勉強会や他地域との交流会を実施。
【昨年度確定額】136千円

389,400

129,000

57,733,600

19,495,000

合計

