
様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 南広瀬老人クラブ 喜楽会 

設定課題 自由提案型 

事業名 南広瀬の歴史調査と看板製作 

事業の概要 

これまで積み重ねられてきた南広瀬の歴史を調べ、区民に知らしめ

ることにより、次の世代へと継承すると共に、立て看板や小冊子を作

成し、地域内外の人へのアピールを行った。 

事業費総額 201,571 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

作成した小冊子で勉強会を実施し、地域の方に関

心を持ってもらうことができた。 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（会員の関心が低く、参加者が会員

の 1/3 にとどまった。） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 ドリームえんじんネットワーク 

設定課題 自由提案型 

事業名 子ども向け事業実施団体の支援 

事業の概要 

南丹市の豊かな自然を活用した子供向けの事業が、様々な団体に実

施されており、団体間の分野を越えた連携を行い、子どもに特化した

救命法の習得や意見交換や情報共有を行い、広報紙を発行した。 

事業費総額 340,872 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

救命法の研修を実施し、スキルの習得ができた。

広報紙の発行により、新規参加者の獲得につなげ

ることができた。 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（団体間の積極性にばらつきがあ

り、求心力を高める必要がある） 

協働担当課への情報提供は積極的か ☑積極的 □普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 南丹市女性会 

設定課題 自由提案型 

事業名 繋がろう女性の輪 

事業の概要 

 女性団体の緩やかなつながりを通して、地域の女性に、出会いや活

動・学習の場を増やし、地域におけるネットワークづくりとしてフェ

スタを開催。活動を多くの人に周知した。 

事業費総額 217,051 円 うち交付金額 180,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか □できた ☑概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

女性団体間の交流ができ、お互いの活動内容につ

いて知り、今後のつながりができた 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（イベントの開催時期の調整、若い

世代の取り込み） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 マンガン鉱山の歴史とじん肺の記録を残す会 

設定課題 自由提案型 

事業名 マンガン鉱山の新たな歴史を開くプロジェクト 

事業の概要 

 南丹市には、マンガン鉱山跡が数多く残っていることから、マンガ

ン鉱山の歴史を調査し、学習会の開催やマンガンを使った商品開発、

語り部の教科書や当時を知る人の証言をビデオにより記録した。 

事業費総額 251,049 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか □できた ☑概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

マンガンの歴史を多くの人にしってもらうきっ

かけとなった。語り部の教科書や証言のビデオ撮

影ができたことは貴重である。 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（鉱業権や薬事法等、マンガンを商

品として扱うことが非常に困難である。また、当

時を知る人が少なくなっている。） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 ＮＰＯ法人芦生自然学校 

設定課題 自由提案型 

事業名 美山ガワタロウ（河童）復活プロジェクト 

事業の概要 

 地域の子どもたちが、安心安全に川遊びができるよう、川での遊び

方や危険を正しく指導する RACリーダー（川の指導者）の養成講座を

実施。新たに１２名の指導者を育成した。 

事業費総額 387,061 円 うち交付金額 144,461 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

今後の指導者育成の展望が広がった。環境学習の

場、交流の場として地域の魅力を再発見できた。 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（継続したリーダー養成講習の実

施） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 ムラガーレ食堂 

設定課題 自由提案型 

事業名 まるごと鶴ヶ岡体験ツアープロジェクト 

事業の概要 

 鶴ヶ岡の地域資源に触れることで、里山への関心を高め、交流人口

の増加を目指すため、百姓体験（稲刈り・稲木干し）や木こり体験（間

伐作業）等のツアーを開催した。 

事業費総額 207,290 円 うち交付金額 143,290 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか □できた ☑概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

移住希望者に地域の姿勢をアピールでき、団体の

認知度が高まった。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（企画段階での十分な協議・調整） 

協働担当課への情報提供は積極的か ☑積極的 □普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 南丹市読書ボランティア連絡会 

設定課題 自由提案型 

事業名 読書推進ボランティア育成プロジェクト 

事業の概要 

 良い本を見極める眼を持ち、絵本の読み語り、読み聞かせ、お話の

技術を学ぶための読書ボランティア養成講座を開催し、新たなボラン

ティアを育成した。 

事業費総額 151,589 円 うち交付金額 140,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

幅広い年齢層の方が講座を受講し、絵本や昔話に

込められた魅力を改めて感じることができた。 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（研修の継続と、新規受講生への広

報活動。） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 美し山の草木舎 

設定課題 自由提案型 

事業名 日本茜復活プロジェクト 

事業の概要 

 現在、国内で全く流通していない日本茜が自生する美山で、日本茜

の栽培に関する学習会や、染色のワークショップを開催し、栽培方法

の確立や、顔料の研究、商品の開発等を行った。 

事業費総額 227,362 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

生産部会を立ち上げ、多くの会員の確保ができ

た。有識者とのパイプも確保できた。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（栽培圃場の確保） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 Cui Cui 

設定課題 自由提案型 

事業名 あおいよぞら 

事業の概要 

 犯罪や自殺の抑制効果があるとされる青色 LED ソーラーイルミネ

ーション 100台を地域住民に貸与し、防犯意識や防犯効果の向上を喚

起したり、育児サークルでの情報交換等を行った。 

事業費総額 273,260 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

防犯や見守りに対する意識の向上につながった。

不審者情報や住居侵入等が減少した。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（メンバーを増やす工夫が必要） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 南丹ほんものアートマーケット実行委員会 

設定課題 自由提案型 

事業名 「子供織物教室（一般も可）」の開催 

事業の概要 

 夏休み期間中に、市内の織物工場において、子どもや一般を対象と

したお織物教室を開催し、実際に制作して「ものづくり」の楽しさや

価値を伝えることができた。 

事業費総額 150,844 円 うち交付金額 115,344 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか □できた ☑概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

織物に興味を持つ方の希望に応えたり、「ものづ

くり」に興味を持つ子供を増やすことができた。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（参加者を募るための広報活動） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 明治国際医療大学スポーツ振興プロジェクト 

設定課題 自由提案型 

事業名 

スポーツ振興プロジェクト 

～地元開催のスポーツ大会でのケガの予防をサポート～ 

事業の概要 

 京都丹波トライアスロン大会にスポーツケアブースを開設し、教

員・学生ボランティアによる大会出場者のコンディショニングを行

い、東洋医学の啓発に取り組んだり、一般市民対象のストレッチやア

ロマボディケアの無料体験を実施した。 

事業費総額 208,677 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

利用者の満足度は高く、ケガの予防や症状の改善

に効果があったと考えられ、ケガの予防や健康増

進活動に貢献できた。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（ブース設置場所の調整） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 里山 Global Exchange 

設定課題 自由提案型 

事業名 関西地域の大学生・留学生の国際交流里山合宿 in日吉 

事業の概要 

 関西地域の大学生や留学生を対象とした３日間の国際交流合宿を

実施し、座禅体験や郷土料理教室、運動会等を行い、地域住民との交

流を深めることができた。 

事業費総額 289,187 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

学生や留学生には里山の暮らしや人の豊かさを

知ってもらい、地域の方には異文化交流や地域資

源の見直しの機会を与えることができた。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（交付金に頼らない資金集め） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 「のあがりフェス in鶴ヶ岡」実行委員会 

設定課題 自由提案型 

事業名 のあがりフェス in鶴ヶ岡 

事業の概要 

 閉校した小学校を会場に音楽フェスティバルを開催し、地域の魅力

を発信するとともに、世代を超えた交流を行うことで、地域コミュニ

ティの活性化を図った。 

事業費総額 210,000 円 うち交付金額 170,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

地元の太鼓サークルや合唱サークルの発表等、地

域住民の交流ができ、地域の活性化につながる活

動ができた。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（宣伝・広報活動の見直し） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 子育てを楽しくする会＠美山 

設定課題 自由提案型 

事業名 休耕地でみんなで畑づくり 

事業の概要 

 休耕地を利用し、専門家による野菜作り教室や鳥獣対策、種取りや

選別の方法を学んだり、保存食づくりを学び、農業従事者の増加につ

なげる。 

事業費総額 223,023 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

獣害対策を地域で話すきっかけとなり、地域の関

心が問題解決に向けた方策実施につながった。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（鳥獣対策の更なる対応） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 ハートフルクッキング 

設定課題 自由提案型 

事業名 料理教室を主とした居場所 

事業の概要 

 障がいや引きこもり等で、人との交流が少ない方を対象にした料理

教室を実施し、外出の機会をつくり、大勢で食事をしながらコミュニ

ケーションを取ることで、心と身体の健康増進につなげる。 

事業費総額 114,104 円 うち交付金額 89,891 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

助け合って作業ができるようになったり、調理ス

キルの向上により、自信が持てるようになった。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（支援スタッフの充実と継続） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 西田の活性化を考える会 

設定課題 自由提案型 

事業名 

豊かな地域づくり 

～つながりと支え合いのある地域を目指して～ 

事業の概要 

 健康教室の開催やサロン活動等の取り組みや、桜まつりや夏まつり

等のイベントを通して、「支え合いのできる豊かな地域づくり」を目

指す。 

事業費総額 203,025 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

多くの参加者を得ることができ、地域の活性化に

向けた意識の向上を図る取り組みができた。 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（組織の認知度を高めるための広報

や取組み） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 向山区 

設定課題 自由提案型 

事業名 虹の湖パターゴルフ場を活かした活力ある向山づくり事業 

事業の概要 

 自転車レースの常設コースを整備し、パターゴルフ場と合わせて、

新たな地域の魅力づくりと、特産品の開発や販売を行い、区民の生き

がいづくりにつなげる。 

事業費総額 200,000 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか □できた ☑概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

常設のコースを設置することで、これまで利用者

の少ない時期でも利用者の増加につながった。 

事業を進めるうえでの課題 

□無  ☑有（特産品の原材料の安定的な収穫量

の確保） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

  



 

様式第13号（第19条関係） 

令和２年１月２４日 

 

南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金事業評価書 

 

 

事業実施団体名 手作りのおかげさまさま市実行委員会 

設定課題 自由提案型 

事業名 手作りのおかげさまさま市 

事業の概要 

 作り手の思いを空いてに伝え、お互いの作品を理解した上で物々交

換を行う手作り市「さまさま市」を開催し、人と人の交流の場を作り、

地域の活性化を図る。 

事業費総額 256,000 円 うち交付金額 200,000 円 

事業の申請回数 １回目 ・ ２回目 ・ ３回目 

 

 

協働担当課（地域振興課） 

項 目 評 価 

提案された内容が実施できたか ☑できた □概ねできた □できていない 

課題に対してどのような効果があったか 

さまさま市と併せ、体験ワークショップを開催す

ることで、満足度の高いイベントとなった。 

事業を進めるうえでの課題 □無  ☑有（広報の充実と、会場の有効利用。） 

協働担当課への情報提供は積極的か □積極的 ☑普通 □消極的 

 

 

特記事項 

 

 

 


