
実績報告作成日 令和 3年 3月 18日

地域おこし協力隊活動実績報告書

隊員氏名： 大石 千穂

・活動期間：令和2年 ９月 １日～令和 3年 3月 31日

（委嘱日：令和2年 ９月 １日）

１．隊員の活動テーマ

２．活動の検証

（１）定住促進への直接的効果

活動テーマ 定住促進

より具体的なミッシ

ョン

1.地域資源・地域情報の掘り起こしと情報発信

2.地域の伝統文化を後世につなぐ

移住等の相談を受け

た件数
0件（ 0人）

移住希望者に現地案

内などの活動を行っ

た件数

0件（ 0人）

うち移住につながっ

た（つながる可能性

のある）人数

０件（ ０人）

具体的な相談の内容

今後の展開や展望ま

たは反省点など

youtube チャンネル『KYOTO KOMINKA 田舎暮らし』で地域の紹介を

しています。

空き家バンクで私たちが購入できなかった洞の物件についても、地域の

桜の植樹会も含め動画にする予定です。

将来的に、YouTube を見て頂いたかたからコメントを頂くかもしれませ

んのでその時は南丹市さんにつなげられたらと思います。

空き家バンクで購入した、住居とする物件は民泊としても改修します。

YouTube チャンネルや SNS でフォローして頂いている方は、田舎に興

味がある方だと思うので、直接お客さんとしても来ていただきながら、

移住の少し先輩として南丹市の魅力を直接お話できたら、観光やイベン

トとしてだけでなく移住にもつながるのではと思っています。
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（２）具体的な活動について

活動を展開した

地域数と名称

地 域 数： 6地域

地域の名称：（ 新庄、摩気、中世木、大野、鶴ヶ岡、向山 ）

移住者受け入れ

や地域振興への

意識が高まった

と思われる地域

数と名称

地 域 数： 4地域

地域の名称：（

新庄→コウノトリの再来により、地域の方の夢が広がっていると感じました

中世木→イベントによって地域の方と移住者とのコミュニケーションが深

まっていっているのではと思います

鶴ヶ岡→しめ縄の技術の引き継ぎによって次の世代の方の意識改革になっ

と思います

向山→ゆずの栽培を通じて地域の皆さんの団結力が強まっていると感じま

した ）

今後継続的なア

プローチにより

意識が高まる見

込みの地域数と

名称

地 域 数： １地域

地域の名称：（ 大野 → 石田家住宅の改修

美しく生まれ変わった石田家住宅だけでなく、茅葺職人さんの技自体が世界

に誇れる伝統ということで地域の方の意識も高まっていくのではと思いま

す。 ）

活動内容 現在の課題 期待する成果・展望

【新庄】

・文覚ふれあい公園や帝釈天さ

んの動画撮影をし SNSで紹介

・文覚ふれあい公園のキャンプ

場、コウノトリ、帝釈天さんを

紹介

文覚ふれあい公園には、オート

キャンプ場もありますが、スプ

リングスひよし、スチールの森

といったキャンプ場に比べる

とあまり知られていないので

はと思いました。

コウノトリの再来をきっかけ

に、キャンプ場の利用するお客

さんが増えたらいいなと思い

ました。

文覚ふれあい公園は穴場的な

場所だと思いました。

帝釈天さんは参道にある１０

８つの鐘の中に映画寅さんの

プロデューサーさんからの寄

贈された鐘があったり、住職

さんの企画で縁結びの石があ

ったり、なにより天空にある

ようなロケーションはとても

幻想的で魅力的だと思いまし

た。

コウノトリはその名の通り幸

せと夢を運んできてくれてい

ると思うので、キャンプ場や

帝釈天さん、コウノトリ、、、

と少しでも、他府県の方に知

って頂けたら八木地域の活性

化につながるのでは、、、と思
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いました。

いつも亀岡園部線を通ってい

るのですが、亀岡から八木町

のあたりは雲海を見ることが

できました。

地域の方にしてみたらあまり

なにも感じないかもしれませ

んが、雲海がみれるというの

はとてもいいなと思いまし

た。

道の両サイドに広がる景色

が、穏やかでこれからも残っ

ていてほしい風景だと思いま

した。

【園部町】

摩気神社の動画撮影し SNS で

紹介

園部町は南丹市の他の地域に

比べたら新興住宅があったり

と人口も多いようですが、逆に

田舎度合いが他の地域より薄

いということからか限界集落

もあると伺いました。

今回は具体的に地域の方とつ

ながったことはできませんで

したが、一度案内して頂いて、

素敵だなと感じた摩気神社の

撮影をさせて頂きました。

短い期間ですが、園部町で感

じたことは、移住をしたいと

思っている方で、都会からの

移住であったらいきなり山奥

に移住となると環境の変化が

ありすぎてかなりの覚悟が必

要だと思います。

ですが園部町は南丹市の中で

も子供も多い地域だと思いま

すし、程よい田舎具合だと思

うのでそこをアピールできれ

ばと移住者にとって魅力的な

地域になるのでは、、、と思い

ました。

摩気小学校では、積極的に子

供たちの学びの場づくりを頑

張っておられたり、西本梅地

域ではサテライトオフィスが

はいっていたり、女性の方が

とても活躍されていてアイデ
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アや活気があるなと感じまし

た。

また商店街では、元地域おこ

し協力隊の方が地域の職人さ

んの魅力発信をされていた

り、まちづくりデザインセン

ターがあったり、京都建築大

学があったりと、モノづくり

の地域というイメージがある

のでそいういったところをア

ピール・情報発信できたら移

住者にとってはとても魅力的

な地域になるのではと思いま

した。

【中世木】

クリスマスイベント動画撮影

し SNSと、南丹テレビで紹介

地域のイベントに実際に参加

させて頂けたので、今後もそう

いったことで地域の方と交流

できたらと思います。

また自身でイベントを企画す

るところまではいかないので

将来的に、地域以外の方と地域

をつなげるイベントなどの活

動ができたらと思います。

移住者にとっての不安の一つ

に地域の方とのつながり方と

いうのがあると思います。

そういう意味で、季節ごとに

さまざまなイベントを、移住

者の方と地域の方が一緒にな

ってやっておられてとても理

想的な地域像だなと思いまし

た。

そういったコミュニケーショ

ンを通じて、移住したいとい

う方やファミリーもより増え

るのではと思いますので、い

ち日吉町民となりますので今

後もイベントに参加しながら

地域とのつながりを大切にし

たいと思います。



4

【大野】

大野地域の石田家住宅の改修

を動画撮影しSNS で発信

ちょうどタイミングよく、数十

年に一回の石田家の改修シー

ンを拝見することができ嬉し

く思います。

地域に重要文化財があるとい

うのはすごいことだと単純に

思いましたが、残していくとい

うのは地域の方の協力なしで

はありえないことで大変なこ

とだと伺いました。

大野地域は由良川沿いで桜や

紅葉などとても美しい環境も

魅力だと思いました。そういっ

た見どころの景観を守る、、、と

いうところで地域の方の団結

力が継続でき、また他府県から

の認知度がさらにあがったら

いいなと思いました。

美山の茅葺職人さんがユネス

コの無形文化財に登録された

こともあるので南丹市の職人

さんの伝統を日本国内外にも

知ってもらういい機会になっ

たのでは、、、と思いました。

私 自 身 ま だ 協 力 隊 の

Instagram などの SNS でし

か動画を発信できていないの

で、発信力のある YouTube

でも投稿したいと思います。

地域の方も、地域の伝統の魅

力再確認になるのではと思い

ました。

貴重な伝統を後世にも受け継

いでいってほしいと思いまし

た。

また今回動画で発信すること

で少しでもそのお役にたてた

らと思います。

【鶴ヶ岡】

大しめ縄の撮影、記録

今年初めてしめ縄の引継ぎが

行われたということで貴重な

経験になりました。

昔から続いている伝統でも、継

ぐ人がいないと、途絶えてしま

うので、次の世代につなげてい

くというのがとても大切なこ

とだと改めて感じました。

今の段階では地域の方に動画

としてお渡ししたのみで動画

での情報発信ができませんで

したが、YouTube などでも発

信したいと思います。

茅葺職人と伝統と合わせて、

知ってもらうきかっけになっ

てしめ縄づくりにも参加した

いと思う次の世代の方が増え

たらいいなと思いました。

鶴ヶ岡地域のしめ縄が地域の

産業として発展できたらと、

かやぶきの里継承会の代表者

さんがおっしゃっておられた

ので、茅葺職人の無形文化財

とともに地域の財産になるよ

うになったらいいなと思いま

した。
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【向山：集落支援活動の動画製

作】

美山町向山地区の『ゆずの栽

培』での集落支援活動を動画を

使って紹介。

SNS 以外でも南丹テレビ他

色々な媒体で紹介予定。

向山地域では、若い方が少なく

活動自体続けるのが大変そう

でしたが、動画をきっかけに、

将来的に他地域からでも若い

移住者がきて活動をつなげる

きっかけになればと思います

地域支援というのも、さまざ

まなモノがあるのだと知れて

よかったです。向山地区の皆

さんは本当に仲がいいなとい

うのが一番の印象でしたので

そういった支援事業をきっか

けに地域の方が団結して、そ

れが地域資源になればとても

素晴らしいことだと思いま

す。動画を見て頂いて、他の

集落のかたも何かやってみよ

うと思うきっかけに少しでも

なれればと思います。
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３．活動表

活動年 実績・効果、目標

1年目

まだ南丹市のことを知らない中、タイミングがあった地域の動画を撮影し、

少ない範囲ですが紹介させて頂きました。

撮影を通じて地域の方のお話を聞くことができたことは、とても良かったで

す。まずは地域のことを知り、地域の方とお話させて頂くということが重要

だと思いました。そのうえで情報発信なのでより多くの方に知って頂く努力

をしたいと思います。

2年目

3年目

任期後に得たい

成果・変化（自

分自身・地域・

関係者）


