
平成29年度

まちづくり部　市民活動課

25   地　域　カ　ー　ド



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 崇広 地域名 柏原 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 西垣　伸彌 山中　邦雄

　電 話 番 号 0795-73-0198 669-3309

　F A X 番 号 0795-73-0198 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 9：00～17：00

人口 7,780 世帯数 3,207

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 15.5% 生産比率（15～64歳） 58.9%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 1,196.91㎡ 1,639,767円 １号 高齢化比率（65歳以上） 25.7% 高齢化比率（75歳以上） 12.8% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 17団体 340,000円 平成28年度 1,441,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 7,780人 700,200円 平成29年度 1,706,000円 平成34年度 円 3,147,000円

課題解決 1,706,000円 1式 1,706,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 4,853,000円

6,385,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率39.3%

基本理念 　①　だれもが元気で暮らせる地域づくり

　①　だれもが元気で暮らせる地域づくり

　②　だれもが美しい環境で暮らせる地域づくり

　②　だれもが美しい環境で暮らせる地域づくり

　③　だれもが支え合い楽しく暮らせる地域づくり

　③　だれもが支え合い楽しく暮らせる地域づくり

　④　だれもが文化と共に心豊かに暮らせる地域づくり

　④　だれもが文化と共に心豊かに暮らせる地域づくり

　⑤　だれもが安心して暮らせる地域づくり

　⑤　だれもが安心して暮らせる地域づくり

　⑦　だれもが気持ちよく使える活動拠点の整備

　⑥　だれもが情報を共有できる地域づくり

　⑦　だれもが気持ちよく使える活動拠点の整備 ・中学生卒業を祝う

       ・避難所用品整備　・地域安全見回り活動　・登下校の安全対策

       ・自治協議会だよりの発行

・ノルディックウォーキング

・花壇の整備

・やさしい福祉を学ぶ

・地域で人権を学ぶ

・ふれあい音楽のつどい

・登下校見回り活動

・電灯のLED化・落雪防止柵の設置

　     ・いきいき100歳体操　・やさしい福祉を学ぶ

       ・平成たんば塾　・茶華道体験教室　・歴史勉強会　

       ・ひなまつり　・音楽のつどい　・地域で人権を学ぶ

       ・新春マラソン大会　・ノルディックウォーキング

地元所有

丹波市柏原町柏原525-5

kaibarajitikyougikai@arrow.ocn.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

地域課題解決事業交付実績

・花壇の整備

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

文化の香り高い安心安全で健康な町をみんなで作ろう！

        ・花壇の整備　・里山道の整備　・ふれあい活動　・ボランティア美化活動　・柏原川流域生物調査

　⑧　地域活動活性化推進事業

　⑧　地域活動活性化推進事業

・中学校卒業を祝う

       ・落雪防止柵の設置　・電灯のLED化

２号

柏原自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

柏原自治会館

交付金合計



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 新井 地域名 柏原 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 徳田　八洲男 田中　義人

　電 話 番 号 0795-72-2818 長久　照己 669-3313

　F A X 番 号 0795-73-3230 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 火・水・木・金 9：00～17：00

人口 2,216 世帯数 935

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 15.5% 生産比率（15～64歳） 60.3%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 460.70㎡ 631,159円 １号 高齢化比率（65歳以上） 23.8% 高齢化比率（75歳以上） 12.6% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 10団体 200,000円 平成28年度 715,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,216人 199,440円 平成29年度 529,000円 平成34年度 円 1,244,000円

課題解決 529,000円 1式 529,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 141,000円 1式 141,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,756,000円

3,700,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率15.6%

基本理念 　①　子ども地域教育事業

　①　子ども地域教育事業 ・遊びの場・学びの場づくり（空き部屋解放・裏山整備）

　②　暮らしの安全安心事業

・住民の集いの場づくり（地域サロン普及）

　②　暮らしの安全安心事業 ・防災・緊急救命器具整備

　 　③　豊かな環境文化事業

　③　豊かな環境文化事業 ・花いっぱい運動

　④　地域活性化事業

　④　地域活性化事業 ・女性活動支援

・夏祭り

　⑤　健康ふれあい事業 　⑤地域づくり促進事業

・広報の充実（ホームページ等）

・役員等の研修

　 　⑦　拠点設備備品整備事業

・施設設備備品の整備

　

①　子ども地域教育事業　遊びの場・学びの場づくり

住んでよかった　心豊かな　“新井の郷”

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

・平成たんば塾（土曜チャレンジ）

・住民の集いの場づくり（福祉つどいの会・地域サロン開催）

・地域美化活動　・ふれあい文庫の充実　・地域の歴史学習　・文化創作作品展　

・夏祭り

新井自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

新井ふれあいセンター 地元所有

丹波市柏原町北山211-1

niijitikyougikai@vivid.ocn.ne.jp

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

②　暮らしの安全安心　　　住民集いの場づくり

・教育支援（新井塾 ・中学卒業記念・保育園野菜づくり）

・囲碁ボール大会　・グラウンドゴルフ大会

　

福祉視点から地域生活関係事業に取り組む。上記事業では

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・各種スポーツ大会　・地域ぐるみラジオ体操　・史跡めぐりウォーキング

　



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 中央 地域名 氷上 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 福村　忠 吉積　明美

　電 話 番 号 0795-82-9800 669-3601

　F A X 番 号 0795-82-9800 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時

人口 4,456 世帯数 1,637

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 15.1% 生産比率（15～64歳） 56.9%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 764.25㎡ 1,047,023円 １号 高齢化比率（65歳以上） 28.1% 高齢化比率（75歳以上） 14.7% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 20団体 400,000円 平成28年度 0円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 4,456人 401,040円 平成29年度 800,000円 平成34年度 円 800,000円

課題解決 800,000円 1式 800,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 7,200,000円

4,648,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率10.0%

基本理念 　①　人の「和」が広がる場所

　①　人の「和」が広がる場所 ・交流館整備改修

・コミュニティcafé 「いこかfé」 　③「和」が続く仕組み

・交流館整備改修 ・みんなの地域応援事業（資金助成）

・中央防災訓練（煙体験・放水体験） ・Bee夢プロジェクト

　②　和らぐ・和む「和」の交流

・まちかどカレッジ

　　かがやきタイム・中央ラジオ体操会・昔あそび

　　中央ウォーキング大会・秋のハイキング（廃線ウォーキング）

　　土曜チャレンジ教室（朝勉の会、ふれあい田ねん）

・かわら版発行（地域情報紙）

　③　「和」が続く仕組み

・甲賀の里　軽トラ市

・Bee夢プロジェクト

・みんなの地域応援事業（資金助成）

・ふるさと丹波ひかみの夏まつり「愛宕祭」 平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・Bee夢プロジェクト  (中央のお宝発見！）

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

「和」　安心安全で笑顔があふれ将来も住み続けたいまち中央

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

中央地区自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

ひかみ成松交流館 地元所有

丹波市氷上町成松347

narimatsu@hikami.net 月・火・土　9:00～16：00　木・金　9：00～14：00



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 東 地域名 氷上 組織形態 任意組織 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 酒井　浩二 足立　信彦

　電 話 番 号 0795-82‐2666 669-3464

　F A X 番 号 0795-82‐2666 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 9：00～17：00

人口 4,520 世帯数 1,744

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 16.5% 生産比率（15～64歳） 58.5%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 362.86㎡ 497,118円 １号 高齢化比率（65歳以上） 24.9% 高齢化比率（75歳以上） 13.1% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 11団体 220,000円 平成28年度 0円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 4,520人 406,800円 平成29年度 800,000円 平成34年度 円 800,000円

課題解決 800,000円 1式 800,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 7,200,000円

3,923,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率10.0%

基本理念

・備品の購入（更新）実施（PC、複合機）

　③　地域を元気にするには、断続的な活動ができること

・【人】市民運動会

・【人】通学合宿

・【情報】広報誌の発行

　③　地域を元気にするには、断続的な活動ができること

みんなで創ろう！よりよい生郷（ふるさと）をめざして

　①　地域が活力あるものにする人材育成、やる気ある人に ・備品の購入（更新）実施（PC、複合機）

・【人】生郷水分れまつり

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・【人】生郷音楽祭

・桜の管理（害虫駆除）

・軽犯罪の防止（防犯パトロール）

・備品の購入（更新）実施（PC、複合機）

・【環境】整備済み施設の維持管理（水分れ駐車場整備）

・【環境】健康教室（いきいき百歳体操）

　②　新しい取組みで、地域の楽しみを作ること

・【環境】クリーン作戦

・【人】生郷塾（土曜チャレンジ）

・【環境】地元企業と自治会のふれあい清掃活動

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

生郷自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

生郷交流会館 指定管理

丹波市氷上町石生700-１

ikusato.js@zeus.eonet.ne.jp



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 西 地域名 氷上 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 安達　晴太郎 山口　善男

　電 話 番 号 0795-82-4224 669-3613

　F A X 番 号 0795-82-4124 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 8：30～18：00

人口 2,393 世帯数 847

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 13.9% 生産比率（15～64歳） 52.6%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 491.50㎡ 673,355円 １号 高齢化比率（65歳以上） 33.6% 高齢化比率（75歳以上） 16.7% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 11団体 220,000円 平成28年度 1,906,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,393人 215,370円 平成29年度 3,658,000円 平成34年度 円 5,564,000円

課題解決 3,658,000円 1式 3,658,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 142,000円 1式 142,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 2,436,000円

6,908,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率69.6%

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・拠点施設の備品類の老朽化対策及び施設（かどの元気広場）活用の推進

・拠点施設かどのの郷備品設備（冷蔵庫）の老朽化に伴う取換え

　①②③共通　施設整備による活性化

・拠点施設かどのの郷備品設備（ポスレジ機/システム一式）
の老朽化と消費税増税を見据えた取換え

若いもんが、住み続けたいと思う「か・ど・の！」
ゆめ＋あそび＋やりがい＝元気な「か・ど・の」

　①②③共通　施設整備による活性化

・六次産業推進用備品購入

基本理念

・六次産業推進用備品購入

・かどの元気広場施設改修

・拠点施設かどのの郷備品設備（冷蔵庫）の老朽化に伴う取
換え

・クラブ活動　・人権総合学習　・認定子ども園「ふたば」と西小の交流事業

・拠点施設かどのの郷備品設備（ポスレジ機/システム一式）
の老朽化と消費税増税を見据えた取換え

交流会館かどのの郷

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

地元所有

丹波市氷上町上新庄445-4

葛野報徳自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

地域課題解決事業交付実績

　①　若いもんは子どものために

２号

kadononosato@heart.ocn.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

・かどの元気広場施設改修

・ふれあい夏まつり　・子育て学習会　・文化芸術的活動　・広報「西っ子だより」

・平成たんば塾　・カブト虫育成体験　・見回りパトロール　・田植え及び収穫体験

・集落座談会　・かどのの郷11周年記念のどかなかどの冬祭り

・葛野地区ラジオ体操　・かどのの郷かわら版

・防災訓練・災害訓練　・環境バスツアー　・太極拳教室　・野菜づくり講習会

　③　将来の高齢者は今の若いもん

　②　若いもん・今の自分達のために



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 南 地域名 氷上 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 梅垣　嘉位 村山　正

　電 話 番 号 0795-82-4033 669-3582

　F A X 番 号 0795-82-4033 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・金・土 9：00～17：00

人口 2,616 世帯数 984

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 12.8% 生産比率（15～64歳） 54.9%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 762.46㎡ 1,044,570円 １号 高齢化比率（65歳以上） 32.3% 高齢化比率（75歳以上） 17.0% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 9団体 180,000円 平成28年度 0円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,616人 235,440円 平成29年度 3,090,000円 平成34年度 円 3,090,000円

課題解決 3,090,000円 1式 3,090,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 4,910,000円

6,550,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率38.6%

基本理念

・交流館施設の充実

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・沼貫交流館施設の充実

沼貫地区自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

沼貫交流館 地元所有

丹波市氷上町佐野555-1

nunugishinkoukai@leto.eonet.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

　③　きらめく自然を「守り、浸り、感じる」

・沼貫地域環境整備事業（クリーン作戦　１２月実施）

ここに住みたい「きらめく沼貫」

・グラウンドゴルフ大会　　・区民ゴルフ大会（新規）　　

・健康教室（ポール体操）　　・安全推進運動

・COCOGIN学習　　・平成たんば塾ぬぬぎ

・ヒメボタル観察会　　・野鳥観察会

・地域防災研修会　　・治水対策協議会

・沼貫ふるさとまつり（第44回）　　・区民運動会

・区民ハイキング（明石方面）　　・その他交流事業

　②　きらめく文化を「受け継ぎ、作り、広める」

　①　きらめく人が「育ち、働き、活きる」

　②　きらめく文化を「受け継ぎ、作り、広める」

・地域密着教育

・各種教室の実施　　・作品掲示コーナー

・介護教室　　・広報活動（年４回発行）

・交流館施設の充実

　① 大会議室のエアコン更新

　②　交流館周囲の舗装整備及び駐車場の舗装整備



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 北 地域名 氷上 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 上村　行男 足立　剛

　電 話 番 号 0795-82‐5038 669-3631

　F A X 番 号 0795-82‐5038 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・水・木・金 8：30～15：00

人口 3,835 世帯数 1,420

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 13.5% 生産比率（15～64歳） 50.4%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 353.16㎡ 483,829円 １号 高齢化比率（65歳以上） 36.2% 高齢化比率（75歳以上） 19.1% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 18団体 360,000円 平成28年度 0円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 3,835人 345,150円 平成29年度 0円 平成34年度 円 円

課題解決 0円 1式 円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 8,000,000円

3,188,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率0.0%

基本理念 『ふれあい』あふれる“幸世”

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

未実施

　①　人がかがやく仕組みづくり

　②　防災と自然・歴史を守るふるさとづくり

・緊急救命講習会

・平成たんば塾

・元気まつり

幸世自治振興会

推進員氏名

２号

・体育振興事業

・北っ子の生き方を育む会校区事業（川であそぼう）

拠点事務所

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

・地域クリーン作戦

指定管理（H22.4.1～）

丹波市氷上町賀茂100-1

sachiyo@mocha.ocn.ne.jp

平成29年3月31日

地域課題解決事業交付実績

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

・文化活動展

・お昼のつどい

・北地区とんど大会

・イルミネーション

・ゴミなし一斉クリーン作戦

幸世交流施設



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 佐治 地域名 青垣 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 足立　篤夫 古川　正孝

　電 話 番 号 0795-87-2608 669-3811

　F A X 番 号 0795-87-2610 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 9：00～16：00

人口 2,150 世帯数 822

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 13.6% 生産比率（15～64歳） 54.3%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 162.98㎡ 223,283円 １号 高齢化比率（65歳以上） 32.0% 高齢化比率（75歳以上） 16.0% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 22団体 440,000円 平成28年度 0円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,150人 193,500円 平成29年度 0円 平成34年度 円 円

課題解決 0円 1式 円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 152,000円 1式 152,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 8,000,000円

3,008,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率0.0%

基本理念

　①　健康寿命日本一を
目指す地域づくり

・趣味の講座

交付金合計

佐治来楽館

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

未実施

・高齢者お昼の集い

・グラウンドゴルフ大会

・いきいき百歳体操

・丹波布の里まつり

　②　地域資源を活かした地域づくり

　③　生涯学習の地域づくり

　④　人々がふれあう地域づくり

・平成たんば塾「きらく教室」の開設

佐治地域自治協議会

推進員氏名

～元気で心豊かな“さじ”～

２号

平成29年度　地域づくり事業実績

・第12回青垣佐治川まつり

地域課題解決事業交付実績

平成29年度　地域課題解決事業実績

地元所有

丹波市青垣町佐治619-2

saji-jichikyo@rainbow.plala.or.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

拠点事務所



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 旧芦田小 地域名 青垣 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 大谷　吉春 仲野　敏雄

　電 話 番 号 0795-87-1885 谷垣　陽一 669-3804

　F A X 番 号 0795-87-1885 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 9：00～16：00

人口 1,694 世帯数 643

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 11.3% 生産比率（15～64歳） 52.5%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 164.08㎡ 224,790円 １号 高齢化比率（65歳以上） 36.2% 高齢化比率（75歳以上） 18.8% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 5団体 100,000円 平成28年度 785,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 1,694人 152,460円 平成29年度 730,000円 平成34年度 円 1,515,000円

課題解決 730,000円 1式 730,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 135,000円 1式 135,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,485,000円

3,342,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率18.9%

基本理念

　③　みんなで助け合い、健康で安全・安心な事業

　

平成29年3月31日

地域課題解決事業交付実績

芦田自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

芦田ふれあいセンター 地元所有

丹波市青垣町田井縄367-3

ashida@clock.ocn.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年度　地域課題解決事業実績

・健康ウォーキング交流会

・健康ウォーキング交流会

・交流グラウンドゴルフ大会

　③　みんなで助け合い、健康で安全・安心な事業

・とんど焼き

・ふれあい祭り

・芦田の寺子屋

　②　拠点施設の活用と全住民参画型事業

・ニュースポーツ大会

・芦田いこいの広場の開設

ふれあいと未来へつなぐ（ベイ・フォワード）元気な芦田

　①　人を育て、活気ある文化と歴史を育む事業

２号

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績

・高齢者お昼のつどい

・拠点施設の活用と全住民参画型事業、みんなで助け合い、健康で安全・安心な事業

・ランチルーム利活用整備事業

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・機関誌「元気あしだ村」の発行

　②　拠点施設の活用と全住民参画型事業

・子どもの見守り事業

　④　みんあで支えあい、明るく暮らしていける事業

・ふれあいカフェの開設

・ふれあい祭り



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 神楽 地域名 青垣 組織形態 一般財団法人 平成30年8月6日作成

　代表者氏名 足立　徳行 足立　啓一

　電 話 番 号 0795-87-5808 669-3821

　F A X 番 号 0795-87-5808 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・水・木・金 9：00～17：00

人口 1,358 世帯数 537

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 11.6% 生産比率（15～64歳） 47.7%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 177.55㎡ 243,244円 １号 高齢化比率（65歳以上） 40.7% 高齢化比率（75歳以上） 20.9% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 7団体 140,000円 平成28年度 800,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 1,358人 122,220円 平成29年度 1,360,000円 平成34年度 円 2,160,000円

課題解決 1,360,000円 1式 1,360,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 136,000円 1式 136,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 5,840,000円

4,001,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率27.0%

基本理念 　①　神楽の自然とともにくらす

　②　集落の暮らしを支える

　③　生活文化を磨き世界とふれあう

　③　生活文化を磨き世界とふれあう

・ふれあい喫茶

・集落の駅神楽活用事業

・健康づくり行事

・神楽の夏

・自治会高齢サロン

・神楽高齢者の集い

・神楽地区エコミュージアム活動

・神楽みどころ環境保全活動

・神楽の郷交流センターの維持管理

・桧倉バイカモ鑑賞会

・稲土九輪草鑑賞会

・ヒメボタル鑑賞会

　②　集落の暮らしを支える

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

・里帰り花火大会

山や里などの近隣資源を活用し、地域内循環を図り、地域の自立と活性化を図る

・田舎暮らし体験

・移住者交流会「あつまろう！！」

・稲作オーナー（営農組織化の検討）

　①　神楽の自然とともにくらす

・児童養護施設支援活動

・元気な神楽っ子育成支援

shigura@lily.ocn.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

・グラウンドゴルフ大会

・神楽の夏

・健康づくり行事

・田舎暮らし推進事業

一般財団法人神楽自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

神楽の郷交流センター 指定管理（H22.4.1～）

丹波市青垣町桧倉414-5

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・田舎暮らし推進事業

・稲作オーナー（営農組織化の検討）

・神楽みどころ環境保全活動

・桧倉バイカモ鑑賞会・稲土九輪草鑑賞会・ヒメボタル鑑賞会

・神楽地区エコミュージアム活動

・春の祭典

・神楽の郷交流センターの維持管理

・里帰り花火大会

・コミュニティづくり委託料



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 遠阪 地域名 青垣 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 足立　三男 山本　正司

　電 話 番 号 0795-88-0420 669-3833

　F A X 番 号 0795-88-0420 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 9：00～16：00

人口 992 世帯数 379

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 10.6% 生産比率（15～64歳） 52.0%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 313.77㎡ 429,865円 １号 高齢化比率（65歳以上） 37.4% 高齢化比率（75歳以上） 20.4% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 13団体 260,000円 平成28年度 1,932,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 992人 89,280円 平成29年度 900,000円 平成34年度 円 2,832,000円

課題解決 900,000円 1式 900,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 139,000円 1式 139,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 5,168,000円

3,818,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率35.4%

・旧遠阪小学校の利活用（夏のオープンスクール、ふれあいフェスタIN遠阪）

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・お昼の集い ・セツブン草祭り

・拠点施設の整備（エアコン）

・拠点施設の整備（駐車場の残土処分）

・ふれあいフェスタIN遠阪

・夏のオープンスクール

・ホタル観察会

・夏のオープンスクール

・観月の夕べ

・ふれあいフェスタIN遠阪

・親子自然教室

・観月の夕べ

　③　住民すべてが「健康寿命日本一」を目指す地域づくり

・拠点施設の整備（エアコン、残土処分）

・遠阪スポーツデー

・防犯パトロール

・防災研修会

・ふれあいサロン

・はだか祭

・広報誌発行

・ホタル観察会

・セツブン草祭り

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

　④　住民すべてが「夢・希望・愛着」をもてる地域づくり

遠阪自治振興会

推進員氏名

２号

拠点事務所

やまびこセンター萬歳山

　④　住民すべてが「夢・希望・愛着」をもてる地域づくり

交付金合計

　②　住民すべてが「安全・安心」にい暮らせる地域づくり

地元所有

丹波市青垣町山垣1590

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

tosaka@key.ocn.ne.jp

地域課題解決事業交付実績



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 黒井 地域名 春日 組織形態 任意団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 藤本　修作 髙槻　真紀

　電 話 番 号 0795-70-3139 669-4141

　F A X 番 号 0795-70-3139 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・水・木・金 9：00～15：00

人口 3,426 世帯数 1,357

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 14.3% 生産比率（15～64歳） 55.4%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 90.23㎡ 123,615円 １号 高齢化比率（65歳以上） 30.3% 高齢化比率（75歳以上） 16.7% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 19団体 380,000円 平成28年度 713,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 3,426人 308,340円 平成29年度 4,067,000円 平成34年度 円 4,780,000円

課題解決 4,067,000円 1式 4,067,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 152,000円 1式 152,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 3,220,000円

7,030,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率59.8%

基本理念 住んでよし、訪ねてよし、歴史と文化を育む黒井の里 　①　コミュニティを活かした参画と協働のまちづくり

・情報の提供（広報誌）

・しろやま交流館整備事業

　②　一人ひとりを大切にするまちづくり

・6年生 「舳松人権歴史館」（大阪府堺市）見学

・6年生 「舳松人権歴史館」（大阪府堺市）見学（校区外人権学習） ・いきいき黒井タイム

・歴史探訪健康ハイキング

　④　自然と生活が調和し安心安全なまちづくり

・青色防犯パトロール講習会

　⑤　人が輝き歴史と文化の薫るまちづくり

・ラジオ体操

・グラウンドゴルフ大会

・甲冑クラフト電子図制作

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・しろやま交流館整備事業

地元所有

平成29年度　地域課題解決事業実績

丹波市春日町黒井4-8

shiroyama-kouryukan@orange.plala.or.jp

２号

地域課題解決事業交付実績

　③　いつまでも健康で安心してくらせる、ふれあいと潤いのあるまちづくり

　④　自然と生活が調和し安心安全なまちづくり

黒井地区自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

しろやま交流館

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

・情報の提供（広報誌）

・しろやま交流館整備事業

　③　いつまでも健康で安心してくらせる、ふれあいと潤いのあるまちづくり

　①　コミュニティを活かした参画と協働のまちづくり

　②　一人ひとりを大切にするまちづくり

・甲冑づくり教室

・甲冑展

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績

　⑤　人が輝き歴史と文化の薫るまちづくり

・いきいき黒井タイム

・歴史探訪健康ハイキング

・青色防犯パトロール講習会

・健民運動会

・黒井城まつり

・ラジオ体操

・グラウンドゴルフ大会

・甲冑クラフト電子図制作



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 春日部 地域名 春日 組織形態 任意団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 尾松　一郎 和田八壽夫

　電 話 番 号 0795-74-1150 669-4123

　F A X 番 号 0795-74-1150 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・水・金 9：00～17：00

人口 2,083 世帯数 806

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 13.1% 生産比率（15～64歳） 50.3%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 349.80㎡ 479,226円 １号 高齢化比率（65歳以上） 36.6% 高齢化比率（75歳以上） 19.4% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 6団体 120,000円 平成28年度 1,991,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,083人 187,470円 平成29年度 726,000円 平成34年度 円 2,717,000円

課題解決 726,000円 1式 726,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 136,000円 1式 136,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 5,283,000円

3,648,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率34.0%

基本理念 集いの輪を拡げ！！今始まる！！「はるべの郷づくり」

　①　みんなが集い「ふれあう交流の場がある」郷づくり

　②　みんなでつくる「あと一歩」入って訪ねてみたくなる郷づくり

　③　みんなで目指す！！「アイデア満載」魅力の郷づくり

　④　みんなが健康で生き生きと暮らせる郷づくり

　⑤　みんなでつくる「誇りを持って」次世代にパトンタッチできる郷づくり

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・ふれあい祭り（兼交流会、収穫祭）

・福祉・介護・健康教室

・その他健康関係

・ふれあいハイキング

・見守り・クリーン作戦

　①　みんなが集い「ふれあう交流の場がある」郷づくり

　③　みんなで目指す！！「アイデア満載」魅力の郷づくり

　④　みんなが健康で生き生きと暮らせる郷づくり

・健民運動会

・ふれあい教室

・ふれあい祭り

・交流会

・農業振興

春日部地区自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

はるべの郷春日部荘 地元所有

丹波市春日町多利2467

kasukabezitikyo@sand.ocn.ne.jp

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

・文化祭

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

・井戸端会議＝出前カフェ

・健民運動会

・ラジオ体操

・ふれあいハイキング

・クリーン作戦

・ふれあい祭り、収穫祭と同時開催

・広報誌の発行

・ふれあい祭り

・百歳体操・福祉・介護・健康教室

・貸農園

・グラウンドゴルフ大会

・元旦城山・小富士山登山

・子どもの見守り

・ふれあい人権学習



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 大路 地域名 春日 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 田村　庄一 済木　誠一

　電 話 番 号 0795-75-1777 669-4264

　F A X 番 号 0795-75-1777 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・水・金 9：00～17：00

人口 2,124 世帯数 823

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 11.7% 生産比率（15～64歳） 48.6%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 510.90㎡ 699,933円 １号 高齢化比率（65歳以上） 39.7% 高齢化比率（75歳以上） 22.9% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 8団体 160,000円 平成28年度 909,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,124人 191,160円 平成29年度 800,000円 平成34年度 円 1,709,000円

課題解決 800,000円 1式 800,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 144,000円 1式 144,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,291,000円

3,995,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率21.4%

基本理念 　③地域資源、環境

・アグリフェスタ

・広報誌「おおじの里」　・AED講習会　

　⑤教育、
文化

・地域名人交流　・夢授業　・農業体験

・地域交流会　・平成たんば塾（土曜チャレンジ）　・人権学習

　・農業の将来像の研究活動

　④防犯、
防災

・防犯カメラ運用　・お帰りボランティア御礼の会

・一斉クリーン作戦　・マルシェ出荷協議会　・女子プロ野球

・アグリフェスタ　・栗とブルーベリー講習会

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

２号

地域は家族だ！～みんなが主役　つながる大路～

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

・合同ラジオ体操　・健民運動会　・ハイキング

・ソフトバレーボール大会　・百歳体操　・大路村を歩こう

・三浦豪太さんの講演とフリーマーケット

平成29年3月31日

　①人づくり、
地域づくり

　③地域資源、環境

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

・栗とブルーベリー講習会

・アグリフェスタ

・広報誌「おおじの里」

大路地区自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

三尾荘 地元所有

丹波市春日町松森908

mitsuosou@tamba.tv



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 進修 地域名 春日 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 西本　進治 津田　英司

　電 話 番 号 0795-75-1977 669-4273

　F A X 番 号 0795-75-1977 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金・土 13：00～17：00

人口 2,191 世帯数 610

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 12.4% 生産比率（15～64歳） 52.9%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 1,014.50㎡ 1,389,865円 １号 高齢化比率（65歳以上） 34.8% 高齢化比率（75歳以上） 18.8% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 4団体 80,000円 平成28年度 763,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,191人 197,190円 平成29年度 340,000円 平成34年度 円 1,103,000円

課題解決 340,000円 1式 340,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 132,000円 1式 132,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,897,000円

4,139,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率13.8%

△ 267,000円

基本理念

　①　「チョットKOKURYOが好きになる」仕組みづくり

・三尾山トレッキングコース保全整備事業

・若者がチョット好きになる「KOKURYO」事業水無月祭りの活性化

　②　「チョット人と人が協力し合える」仕組みづくり

・健民運動会

・ソフトボール大会

・地域防犯活動（見回り）

・健康促進（高齢者向け情報誌配布）

・自治会活性化（夏まつり・ひまわり祭り協賛）

・生き方を育む進修校区事業

・グランドゴルフ

・元旦登山

・交通安全啓発活動（安全指導・アンケート）

・環境美化

・平成たんば塾

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・三尾山トレッキングコース保全整備事業

・三尾山トレッキングコース保全整備事業

・若者がチョット好きになる「KOKURYO」事業
水無月祭りの活性化

チョット好きKOKURYO

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

　①　「チョットKOKURYOが好きになる」仕組みづくり平成29年度　地域づくり事業実績

国領地区自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

平成29年度　地域課題解決事業実績

国領ふるさと館 地元所有

丹波市春日町国領907-1

kokuryotiku@fork.ocn.ne.jp

交付金戻入

平成29年度　地域づくり交付金交付実績



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 船城 地域名 春日 組織形態 任意団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 足立　利行 金川　方子

　電 話 番 号 0795-74-0601 669-3402

　F A X 番 号 0795-74-0601 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・水・金 9：00～18：00

人口 1,330 世帯数 548

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 13.6% 生産比率（15～64歳） 48.5%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 381.52㎡ 522,682円 １号 高齢化比率（65歳以上） 37.9% 高齢化比率（75歳以上） 20.9% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 11団体 220,000円 平成28年度 0円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 1,330人 119,700円 平成29年度 404,000円 平成34年度 円 404,000円

課題解決 404,000円 1式 404,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 140,000円 1式 140,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 7,596,000円

3,406,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率5.1%

基本理念

　①　コミュニティを生かした共生・協働のまちづくり

　

　②　いつまでも健康で安心して暮らせる、ふれあいと潤いのあるまちづくり

　③　一人ひとりを大切にするまちづくり

　⑤　自然と生活が調和し安全・安心なまちづくり

・歴史探索街道冊子作成

　　地域内にある神社仏閣等や行事等地域の財産を次世代に継承していく

　⑥　自然環境と共生し、身近な歴史・文化を生かした観光・交流のまちづくり 　　ために行う。地域を知っている人たちが元気でおられる間に、地域の歴史

　　や風習等を教えてもらうためにも、早急に行うべきものとして取り組んだ

　⑥　自然環境と共生し、身近な歴史・文化を生かした観光・交流のまちづくり

・ふなきふるさと祭り

平成29年度　地域課題解決事業実績

長閑で自然と調和した豊かなライフスタイルを目指した船城の里

・サロン

・防災関連事業

・広報誌の発行

・ホームページの充実

・ソフトボール大会

・ラジオ体操

船城地区自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

・歴史探索街道冊子作成

地域課題解決事業交付実績

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

funakisou@kjf.biglobe.ne.jp

平成29年3月31日

ふなき荘

２号

地元所有

丹波市春日町新才82

　②　いつまでも健康で安心して暮らせる、ふれあいと潤いのあるまちづくり

・地域内防犯パトロール

・元旦マラソン大会

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績

・居場所づくり（子育てママカフェ）・健民運動会

・居場所づくり（高齢者のお昼の集い）

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・人権学習

・ふなきふるさと祭り

・クリーン作戦

・ウォークラリー

・歴史探索街道冊子作成



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 上久下 地域名 山南 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 村上　茂 常岡　芳朗

　電 話 番 号 0795-78-0001 669-3102

　F A X 番 号 0795-78-0819 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・水・金 9：00～17：00

人口 1,429 世帯数 558

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 11.3% 生産比率（15～64歳） 50.1%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 615.35㎡ 843,030円 １号 高齢化比率（65歳以上） 38.6% 高齢化比率（75歳以上） 20.9% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 8団体 160,000円 平成28年度 594,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 1,429人 128,610円 平成29年度 1,562,000円 平成34年度 円 2,156,000円

課題解決 1,562,000円 1式 1,562,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 139,000円 1式 139,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 5,844,000円

4,832,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率27.0%

基本理念 　①　地域のコミュニティーが醸成できるまちづくり

・情報発信部をつくる

・檜皮葺きの作業工程を映像で残す

・丹波竜の里完成式典

・上久下研究会の立上げ

・椎茸作りとカブトムシの繁殖

・健康づくり教室

・丹波竜化石発見地での納涼演奏会

・地元主催の化石発掘調査

　②　恐竜化石等を生かしたまちづくり

　③　若者が集まり定住できるまちづくり

・丹波竜看板の設置

・防犯カメラの維持管理非常口灯のLED化

　③　若者が集まり定住できるまちづくり

・化石発見現場展望広場と遊歩道の完成式典 ・地元主催の化石発掘調査

　②　恐竜化石等を生かしたまちづくり

・地区体育大会

・納涼ビアガーデン

・川代さくらまつり

・恐竜時計台のカフェとふれあい映画会の開催

・新春賀詞交歓会

・檜皮葺きの作業工程を映像で残す

・文化祭 ・防犯カメラの維持管理非常口灯のLED化

・情報発信部をつくる ・丹波竜看板の設置

太古のロマンと未来に夢ひろがるかみくげの郷

　①　地域のコミュニティーが醸成できるまちづくり

・広報「かみくげ恐竜の里新聞」 ・AED設置と緊急講習会

・生き方を育む校区事業と青空学級

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

上久下地域自治協議会

推進員氏名
拠点事務所

上久下地域づくりセンター 地元所有

丹波市山南町下滝205

s-murakami-kamikuge@friend.ocn.ne.jp

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・丹波竜化石発掘現場展望広場での野外納涼演奏会

・椎茸作りとカブトムシの繁殖

・上久下研究会の立上げ

・専門員委託料

・パナソニックエコリレージャパンと地域住民との協働クリーン作業

・丹波竜化石発見地での納涼演奏会

・丹波竜フェスタの共催恐竜検定の実施

・元気村かみくげ食堂等改修

・地区球技大会



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 久下 地域名 山南 組織形態 自治会の連合組織 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 荒木　長司 久下　秀和

　電 話 番 号 0795-77-3333 669-3131

　F A X 番 号 0795-77-3333 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 9：00～17：00

人口 3,279 世帯数 1,219

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 10.1% 生産比率（15～64歳） 53.9%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 432.22㎡ 592,141円 １号 高齢化比率（65歳以上） 35.9% 高齢化比率（75歳以上） 21.0% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 24団体 480,000円 平成28年度 0円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 3,279人 295,110円 平成29年度 940,000円 平成34年度 円 940,000円

課題解決 940,000円 1式 940,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 159,000円 1式 159,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 7,060,000円

4,466,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率11.8%

基本方針

・交通安全マップの作成

・あいさつ運動の実施

・学校記念事業（カルタづくり）

・100歳体操

・ホームページの改良

・駅前夏まつり

・空き家情報の構築

　②　住みたいと思うまちづくり（久下の宝物）

　①　子供が元気に育つ地域づくり（地域の教育力）

　②　住みたいと思うまちづくり（久下の宝物）

・ウォークフェスタ

・見回りパトロール

・グランドゴルフ大会

・広報誌・事務所だより・ホームページ

・歴史探訪ハイキング

・尼崎市との交流

・大学との連携活動

・学校記念事業（カルタづくり）

・100歳体操

・鬼こそまつり ・元旦マラソン

・空き家情報の構築

・ホームページの改良

・駅前夏まつり

・小学校自転車点検 ・交通安全マップの作成

・あいさつ運動の実施

みんなでつくる久下の里（高齢者・若者世代・女性の参画）

　①　子供が元気に育つ地域づくり（地域の教育力）

・春風学級 ・科学教室

・平成たんば塾「くげ」

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・空き家情報の構築　　・学校記念事業（地域の宝物カルタづくり）

久下自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

久下自治会館 地元所有

丹波市山南町谷川1710

ww9fr8@bma.biglobe.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 小川 地域名 山南 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 藤井　敏弘 廣瀬　美保

　電 話 番 号 0795-77-0044 〒669-3144

　F A X 番 号 0795-77-0444 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ※推進員勤務状況 月・火・水・木・金 9：00～17：00

人口 2,300 世帯数 973

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 12.5% 生産比率（15～64歳） 52.4%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 445.55㎡ 610,404円 １号 高齢化比率（65歳以上） 35.0% 高齢化比率（75歳以上） 17.8% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 6団体 120,000円 平成28年度 1,265,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,300人 207,000円 平成29年度 3,160,000円 平成34年度 円 4,425,000円

課題解決 3,160,000円 1式 3,160,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 150,000円 1式 150,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 3,575,000円

6,247,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率55.3%

基本理念

・防災訓練

・防犯活動（登下校見守り隊）

・人権学習

・赤米田植・収穫祭

・平成たんば塾

・もみじ祭り 平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・地域づくりセンター西側隣接用地取得

・体育振興会活動交付金

・元旦ジョギング大会

・一斉ラジオ体操

・グラウンドゴルフ大会

市民体育大会

・ノルディックウォーキング大会

・介護教室　・健康フェスタ

・音楽イベント（音楽療法）

丹波市山南町奥125-6

ogawa.tamba@honey.ocn.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

地域課題解決事業交付実績

もみじ彩る歴史と文化のまち　小川

　①　「健康」と「福祉」のまちづくりを通じた地域の交流を活性化する

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績

小川地区自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

小川地域づくりセンター 地元所有

・景観美化事業（コスモス事業）

・もみじ祭り衣装制作

平成29年度　地域課題解決事業実績

２号

平成29年3月31日

安全安心を
高める小川

・もみじ祭歴史絵巻

・もみじ祭甲冑製作

・ふれあいサロン

　③　世代間交流を通じて地域の「教育」力を高める

・友愛弁当支援

　②　安全安心でつながりのある住みよい「環境」を創る

　③　世代間交流を通じて地域の「教育」力を高める

・地域魅力発見ハイキング

育む小川

つながる小川

・地域づくりセンター西側隣接用地取得

・朝市イベント事業



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 和田 地域名 山南 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 武田　久平 石 塚　　正

　電 話 番 号 0795-76-2400 梅田　秀光 669-3157

　F A X 番 号 0795-76-2400 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・木・金 8：30～17：00

人口 4,620 世帯数 1,686

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 11.9% 生産比率（15～64歳） 54.5%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 516.50㎡ 707,605円 １号 高齢化比率（65歳以上） 33.6% 高齢化比率（75歳以上） 17.8% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 17団体 340,000円 平成28年度 980,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 4,620人 415,800円 平成29年度 1,020,000円 平成34年度 円 2,000,000円

課題解決 1,020,000円 1式 1,020,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 168,000円 1式 168,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,000,000円

4,651,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率25.0%

基本理念

　・岩尾城址山頂周辺の整備　・石金山（小新屋観音）のハイキング実施

＊センターの施設備品の充実、山南地域ポスターの作成によるPR

　・和田っ子「見守り隊」との懇談会、隊員のひょうご地域安全まちづくり賞受賞で活動の気運が高揚

⑤特産品の研究、開発

　・家庭菜園的な当帰栽培の普及　・薬草生産者や各団体との連携

②和田地区の明日を考える会の設立

　・地元製麺業者と大学等の連携による当帰葉うどんの商品化　・橘の植栽

⑥和田ツアーの実施

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・いつでも、だれでも集える「地域づくりセンター」の場づくりと施設整備

・幅広く女性が参加、活躍できる場づくり等を目指す「明日を考える会」を設立

・振興会だよりの記事の企画、立案に女性が参加　・少子化における子育てサークルの充実

③学校等との連携

　・小学生が兵庫医療大で薬草を学ぶ  ・小学生が薬研を使って入浴剤づくり

　・こども教室（ボランティアによる読み聞かせ）　・人権意識を高める青空学級の開催

④防災・防犯の取り組み

　・自治会防災資機材の点検　・住民運動会で防災に関する競技を取り入れ防災意識の高揚

ふるさと和田振興会

推進員氏名
拠点事務所

和田地域づくりセンター 地元所有

丹波市山南町和田377-1

hurusato.wada@ia1.itkeeper.ne.jp

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

④防災・防犯の取り組み

⑤特産品の研究、開発

　・家庭菜園的な当帰栽培の普及　・地元製麺業者と大学等の連携による当帰うどんの商品化

　・自治会防災資機材の点検　・住民運動会で防災競技　・和田っ子「見守り隊」のと懇談会

⑦情報発信

　・「振興会だより」年４回発行  ・事業案内やイベント情報等チラシで啓発

⑥和田ツアーの実施

　・岩尾城址山頂周辺の整備　・石金山（小新屋観音）のハイキング実施

たちばな香る　漢方の里　和田

①　地域づくりセンターの活用（憩いとふれあいの場づくり）

　・こども教室（ボランティアによる読み聞かせ）　・人権意識を高める青空学級の開催

・幅広く女性が参加、活躍できる場づくり等を目指す「明日を考える会」を設立

③学校等との連携

・囲碁サークル 　・ふれあいサロン「たちばな」 ・子育てサークル「和み」の充実

・住民運動会（健康まつり）　・健康教室　・元旦ジョギング大会　ソフトボール大会他

②和田地区の明日を考える会の設立

　・小学生が兵庫医療大で薬草を学ぶ  ・小学生が薬研を使って入浴剤づくり



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 竹田 地域名 市島 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 大野　優 髙見　芳廣

　電 話 番 号 0795-86-0004 669-4302

　F A X 番 号 0795-86-0444 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 火・水・木・金・土 10：00～18：00

人口 2,421 世帯数 955

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 11.7% 生産比率（15～64歳） 53.2%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 554.95㎡ 760,282円 １号 高齢化比率（65歳以上） 35.1% 高齢化比率（75歳以上） 18.1% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 17団体 340,000円 平成28年度 703,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,421人 217,890円 平成29年度 732,000円 平成34年度 円 1,435,000円

課題解決 732,000円 1式 732,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,565,000円

4,050,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率17.9%

　①　少子高齢化対策事業

　②　人材育成事業

　③　歴史・文化の発掘と継承事業

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績

・粗大ゴミ収集

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・拠点設備の充実

・人権学習

・「がんばる竹田推進委員会」の支援

・しめ縄・むかし遊び教室

・魚つり、魚つかみ会

・「がんばる竹田推進委員会」の支援

・しめ縄・むかし遊び教室

・少子高齢化対策事業

竹田地区自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

竹田コミュニティセンター 地元所有

　③　歴史・文化の発掘と継承事業

丹波市市島町中竹田1637-1

takeda-jichi@eagle.ocn.ne.jp

平成29年3月31日

平成29年度　地域課題解決事業実績

・桜堤草刈り ・拠点設備の充実

　①　少子高齢化対策事業

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

２号

地域課題解決事業交付実績

・竹田の史跡を歩こう会

・「歴史・文化資料室整備の会」の支援

・竹田踊り講習会

・平成たんば塾

・ふれあいまつり

・松茸山再生事業

・魚つり、魚つかみ会

・市民運動会

・独居老人を励ます会



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 前山 地域名 市島 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 会長代行　荻野　聰 津田　正夫

　電 話 番 号 0795-85-1092 669-4341

　F A X 番 号 0795-85-1092 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・水・金 8：30～17：00

人口 1,386 世帯数 518

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 14.5% 生産比率（15～64歳） 50.8%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 340.03㎡ 465,841円 １号 高齢化比率（65歳以上） 34.7% 高齢化比率（75歳以上） 19.8% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 13団体 260,000円 平成28年度 2,950,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 1,386人 124,740円 平成29年度 1,032,000円 平成34年度 円 3,982,000円

課題解決 1,032,000円 1式 1,032,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 142,000円 1式 142,000円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 4,018,000円

4,024,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率49.8%

　①　他団体との連携と支援

・前山コミュニティセンター活用事業

・オアシスいつせ活用事業

　

　

sakiyama1092@key.ocn.ne.jp

丹波市市島町上竹田180

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

２号

　②　地域づくり活動拠点を活用した事業の推進と施設整備

　②　地域づくり活動拠点を活用した事業の推進と施設整備

・オアシスいつせ活用事業

・前山コミュニティセンター活用事業

前山地区自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

前山コミュニティセンター 地元所有

・オアシスいつせ活用事業
「前山地域づくり活動センター『オアシスいつせ』（旧前山保育園舎）を地域住
民が利用しやすくするため備品を整備した。

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

・他団体との連携と支援（ボランティア団体への助成金）



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 吉見 地域名 市島 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 坂谷　高義 吉見　温美

　電 話 番 号 0795-85-6007 669-4322

　F A X 番 号 0795-85-6007 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・水・金 9：00～17：00

人口 2,067 世帯数 806

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 12.0% 生産比率（15～64歳） 53.7%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 210.00㎡ 287,700円 １号 高齢化比率（65歳以上） 34.3% 高齢化比率（75歳以上） 19.2% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 6団体 120,000円 平成28年度 563,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 2,067人 186,030円 平成29年度 604,000円 平成34年度 円 1,167,000円

課題解決 604,000円 1式 604,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,833,000円

3,197,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率14.6%

基本理念

　①　安全・安心な地域づくり

　②　美しい地域づくり

　③　心豊かな地域づくり　

　④元気な地域づくり

　⑤　特別課題　元気な地域づくり（ひとづくり） 平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・市島町三ッ塚花しょうぶまつり

・「子ども110番」マップ作成　・防災訓練、防災マップ、危険個所点検
・防犯ブザー配布　・道路、河川、ロードミラー等調査点検　・防犯啓発活動
・子ども見守り隊　・各家庭や消防施設査察　　・防災講演会

　・害虫駆除（草焼き）　・花づくり運動　・一斉クリーン作戦　・ごみの分別活動
　・ごみの不法投棄防止　・水路の管理　・河川環境整備

　・独居老人宅訪問、見守り活動　・百歳体操、３B体操、小旅行　・敬老会
　・「仲良し会」独居老人昼食サービス　・平成たんば塾　・地区別懇談会
　・人権学習（ビデオ視聴、ワークショップ）　・子ども会支援
　・伝統文化の継承、文化祭、文化教室

・囲碁ボール大会　・バレーボール大会　・市民運動会　・健康講座
・健康体操　・ラジオ体操　・納涼大会（祭）　・ふるさと祭り　・夏祭り　・秋祭り

　・市島町三ツ塚花しょうぶまつり　・堤防まつり

・堤防まつり

平成29年度　地域課題解決事業実績

　⑤　特別課題　元気な地域づくり（ひとづくり）

・市島町三ツ塚花しょうぶまつり

吉見地区自治振興会

推進員氏名

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績

yoshimi-jichi@aqua.ocn.ne.jp

みんなで支えあい　みんなでつくる　住みよいみんなの“よしみ”

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

拠点事務所

吉見友愛センター 地元所有

丹波市市島町上田971-2

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 鴨庄 地域名 市島 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 永井　正伸 永井　登

　電 話 番 号 0795-85-2457 669-4315

　F A X 番 号 0795-85-2457 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・金 8：00～17：00

人口 1,431 世帯数 541

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 12.2% 生産比率（15～64歳） 52.6%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 385.96㎡ 528,765円 １号 高齢化比率（65歳以上） 35.2% 高齢化比率（75歳以上） 18.7% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 8団体 160,000円 平成28年度 484,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 1,431人 128,790円 平成29年度 920,000円 平成34年度 円 1,404,000円

課題解決 920,000円 1式 920,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,596,000円

3,737,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率17.6%

基本理念 　①　基盤・拠点づくり

　①　基盤・拠点づくり ・神池地域の公園化

・広報誌の発行 　③　活性化

・神池地域の公園化 ・案山子祭り

　②　安全・安心 ・鴨庄ふるさと夏祭り

・鴨庄地区一斉防災訓練 　④　組織づくり

　③　活性化 ・年末交流餅つき大会

・神池メモリアルウォーキング

・案山子祭り

・鴨庄ふるさと夏祭り

　④　組織づくり

・若鴨言員会の設置

・年末交流餅つき大会

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・２０周年記念案山子祭り

鴨庄地区自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

鴨庄コミュニティセンター 地元所有

丹波市市島町喜多1140-1

kamonosyou-jichi@kvd.biglobe.ne.jp

この鴨庄地区で心豊かに住みつづけたい

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績



■　平成29年度　自治協議会カード

自治協議会名 小学校区名 美和 地域名 市島 組織形態 認可地縁団体 平成30年8月7日作成

　代表者氏名 渕上　敏彦 南野　英嗣

　電 話 番 号 0795-85-0030 669-4337

　F A X 番 号 0795-85-0030 　E-mailｱﾄﾞﾚｽ ＊推進員勤務日時 月・火・水・金 7：00～16：30

人口 1,713 世帯数 672

区　　分 単価 数量 算定額 備考 年少比率
（０～14歳） 13.0% 生産比率（15～64歳） 52.3%
活動拠点施設
維持管理及び運営 1,370円 408.30㎡ 559,371円 １号 高齢化比率（65歳以上） 34.7% 高齢化比率（75歳以上） 17.6% 現在

基礎分 2,000,000円 1式 2,000,000円

自治会数 20,000円 9団体 180,000円 平成28年度 800,000円 平成33年度 円 交付済額

人口 90円 1,713人 154,170円 平成29年度 322,000円 平成34年度 円 1,122,000円

課題解決 322,000円 1式 322,000円 ３号 平成30年度 円 平成35年度 円 残額

地域選択 0円 1式 円 ４号 平成31年度 円 平成36年度 円 6,878,000円

3,215,000円 (千円未満切捨て) 平成32年度 円 平成37年度 円 執行率14.0%

基本理念

・防犯協会の支援

・保険衛生協議会の支援（資源ごみ回収）

・子育て支援体制及び環境の充実　・安全な遊び場づくり

　④　子育てしやすい里づくり

　③　美しい里づくり

　②　安心・安全な里づくり

平成29年3月31日

２号

地域課題解決事業交付実績

交付金合計

平成29年度　地域づくり事業実績 平成29年度　地域課題解決事業実績

平成29年度　地域づくり交付金交付実績

美和地区自治振興会

推進員氏名
拠点事務所

美和コミュニティセンター 地元所有

丹波市市島町酒梨156-2

miwakomisen@tune.ocn.ne.jp

　④　子育てしやすい里づくり

・子育て支援体制及び環境の充実

　⑤　高齢者が住みやすい里づくり

・高齢者が住みやすい里づくり（アンケート調査）

・夏祭り　・農業祭（アグりフェスタ）　・新年祝賀会の開催

・コミセンの活用推進　　・美和歴史の探訪（スタンプラリー）

　①　みのり豊かな里づくり

健康・安心・安全な暮らし、人づくり交流、環境整備の充実

平成29年度中に最も主たる地域課題解決として取組んだ事業

・高齢者が住みやすい里づくり（子育ても並行して行っている）

・市民運動会　・親子の交流行事　・夏休みラジオ体操　・太極拳

・生涯学習の推進　・地域福祉の推進　・グラウンドゴルフ

・高齢者が住みやすい里づくり（アンケート調査）　・介護者の集い

・いきいき美和の会

・家庭菜園（野菜）作り講習会

　⑦　みんなで学ぶ里づくり

　⑤　高齢者が住みやすい里づくり


