
年度 種別 団体名 事業名 地域

課題 1 ＪＲ園部駅西口環境維持協議会 ＪＲ園部駅西口周辺等の美化・環境維持及び景観形成事業 園部

課題 2 美山女性の集い連絡会 ふるさとの道クリーン活動 美山

課題 3 北村かやぶきの里保存会 食の安心・安全活動 美山

課題 4 森林・環境ネットワーク なんたん自然体験活動マップ 広域

課題 5 鶴ヶ岡振興会 住み続けられる町づくり推進事業 美山

課題 6 美山町長尾区 美しい郷作りは、元気な高齢者と 美山

課題 7 美山まちづくり委員会 地域交通対策 美山

課題 8 大野振興会 大野地域産品販売促進事業 美山

課題 9 にぎわいコンソーシアム園部 まちかどカフェ＆バー 園部

自由 10 宮町華倶楽部 宮町区民のコミュニケーションをはかり、認知症を予防する 園部

自由 11 芦生自然学校 美山サイクリングステーションプロジェクト 美山

自由 12 さくらＰＣクラブ ＩＴリテラシ指導者育成事業 園部

課題 1 アンダンテの会 心かいふくProject 園部

課題 2 ヨガサークル　EBONOS 心と体イキイキProject 園部

課題 3 絵を描く会 絵を描く会 園部

課題 4 平屋ふれあいサポーター
地域子育てモデル事業
平屋地域での子育て支援活動

美山

課題 5 ＮＰＯ法人発達障害を考える会　ぶどうの木 ホースセラピー 広域

課題 6 美山町長尾区
先進集落作りモデル事業
～美しい郷作りは、元気な高齢者と～

美山

課題 7 城山会 地域で考える食の安心安全活動 八木

課題 8 北村かやぶきの里保存会 食の安心・安全活動 美山

課題 9 森林・環境ネットワーク なんたん自然体験活動ニュースレター 広域

課題 10 横田環境保全（公園）委員会 公園の緑地保全の維持管理活動 園部

課題 11 上本町区 子供が安心して遊べる明るい公園を住民自ら造る事業 園部

課題 12 美山女性の集い連絡会 ふるさとの道クリーン運動 美山

課題 13 宮町華倶楽部
宮町区民の集いの場
-青空市場-

園部

課題 14 陽だまりコンサート実行委員会 園部本陣活性化連携事業 園部

課題 15 横町まつり実行委員会 横町まつり 八木

課題 16 上司区むらおこし保存会 上司区桜いっぱいプロジェクト 美山

課題 17 下平屋区 景観を活かしたまちづくり 美山

課題 18 長谷区 南丹・美山さくら街道プロジェクト 美山

課題 19 明日の長谷を考える会 「南丹・美山魅力　地域の“今”を活用する景観づくり」 美山

課題 20 宮島振興会 景観を活かしたまちづくり 美山

課題 21 百日紅の里・福居
公園・緑地保全の維持管理活動
高齢者集落活性化対策

美山

課題 22 生畑開発委員会 桜で地域をつなごう 日吉

課題 23 ＮＰＯ法人　美山里山舎・壬生京町家 陶工の郷・美山陶芸体験プロジェクト 園部

自由 24 八木町本町五丁目区
安心まちづくり
防災マップ

八木

自由 25 マイサウンドプロデュース
南丹☆学生の祭典2011
～つなごう南丹、がんばろうニッポン～

広域

自由 26 殿田区 殿田の大火から学ぶ・災害に強いまちづくり 美山

自由 27 歌聴風月実行委員会 2011八木ロックフェスティバルVol.2 八木

課題 1 本郷南区　ほっとカフェ ココカラカフェ 八木

課題 2 笑顔でつなげよう土曜カフェプロジェクト 健康体操　笑顔でつなげよう土曜カフェ 八木

課題 3 姿勢教室 姿勢教室サンデープロジェクト 園部
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年度 種別 団体名 事業名 地域

課題 4 大河内農家組合 地域エネルギー開発事業 園部

課題 5 茅（ＫＡＹＡ） 美山茅葺音楽会 美山

課題 6 八木町手話サークル「虹」 聴覚障害者理解推進事業 八木

課題 7 えんじぇるキッド 遊びのパーティー 八木

課題 8 ＮＰＯ法人　グローアップ えんじぇるサポート 八木

課題 9 南丹市エコタウン推進協議会 南丹市エコタウン推進のための教育 広域

課題 10 まんまみ～や まんまみ～や！！ 八木

課題 11 ＮＰＯ法人胡麻地域振興会 「丸山」再生事業 日吉

課題 12 喜楽会 高齢者に豊かな食生活を・作って食べて話して元気に 八木

課題 13 ＮＰＯ法人テダス 育児ママものづくり支援プロジェクト 園部

課題 14 ＮＰＯ法人京都伝統工芸支援会　京都匠塾 積み木いっぱい作っていっぱい遊ぼうプロジェクト 広域

課題 15 知井小読み聞かせグループ「おむすび」 人形劇を見る 美山

課題 16 みやま子育てパートナーズ「よっといで」 美山の子育て応援 美山

課題 17 元気ねっと！五ヶ荘 廃校（旧五ヶ荘小）跡地活用事業「朝市カフェ」交流事業 日吉

課題 18
音訳ボランティア
山びこの会

視覚障碍者情報提供事業 八木

課題 19 森林・環境ネットワーク
なんたん自然体験活動
「森もり」キャンペーン

広域

課題 20 宮町華倶楽部
宮町区民の集いの場
-青空会場-

園部

課題 21 城山会 食育推進事業 八木

課題 22 下平屋区 景観を活かしたまちづくり 美山

課題 23 歌聴風月実行委員会 2012八木ロックフェスティバルVol.3 八木

課題 24 生畑開発委員会 桜で地域をつなごう 日吉

課題 25 絵を描く会 絵を描く会 園部

課題 26 陽だまりコンサート実行委員会 地域コミュニティ活性化事業 園部

課題 27 平屋ふれあいサポーター 平屋地区での子育て支援活動 美山

課題 28 上本町区 マイまな板によるおばんざい伝承事業 園部

課題 29 北村かやぶきの里保存会 食の安心・安全活動 美山

課題 30 ＮＰＯ法人美山里山舎・壬生京町家 地域資源利活用のための木質バイオマス燃焼機器普及促進事業 美山

課題 31
ＮＰＯ法人発達障害を考える会
ぶどうの木

ホースセラピー（ウマ介在活動） 日吉

課題 32 美山女性の集い連絡会 ふるさとの道クリーン運動 美山

課題 33 下吉田支え合いサロンプロジェクト 「笑い」であふれる支え合いの集落づくり 美山

課題 34 中世木区 中世木区「棚田のひな祭りフェスタ」開催 日吉

課題 35 南丹ものづくり女性ブランドプロジェクトチーム 南丹ものづくり女性ブランドプロジェクト 園部

課題 36 エル・システマ無償の音楽教育推進協会 エル・システマ無償の音楽教育保育園プロジェクト 美山

課題 37 かやぶきの里雪灯廊実行委員会 かやぶきの里雪灯廊 美山

課題 38 ＮＰＯ法人環境・エネルギー・農林業ネットワーク 南丹市環境基本計画を深化させるためのタウンミーティング 広域

課題 39 ふれあいネット刑部 地域防災プロジェクト 八木

課題 40 大内地区農村・都市交流＆関連事業実行委員会 総合体験型都市農村・地域交流・連携事業 美山

課題 41
京都府立北桑田高等学校美山分校農業クラブ
大内カブラプロジェクトチーム

まぼろしの大内カブラの商品化 美山

自由 42 八木町竹炭友の会 竹炭でエコ、竹炭で肥（こえ） 八木

自由 43 仁清の里づくり委員会 野々村仁清誕生の里づくり事業 美山

課題 1 ＮＰＯ法人グローアップ ちっちゃい子どもがつなぐ「なんたん」 広域

課題 2 風の市を盛り上げる会 高齢者の生きがいづくりプロジェクト 八木
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年度 種別 団体名 事業名 地域

課題 3 ふなおか夏まつり実行委員会 世代間交流を核とした地域振興-協働による生きがい作りと丹波音頭の伝承- 園部

課題 4 下吉田支え合いサロンプロジェクト 「笑い」であふれる支え合いの集落作りモデル事業 美山

課題 5 明日の長谷を考える会 後継者の育成による活気あふれる集落づくり 美山

課題 6 ぶどうの木　家族の会 発達障害支援講座 園部

課題 7 ＮＰＯ法人　発達障害を考える会ぶどうの木 ホースセラピー（ウマ介在活動） 日吉

課題 8 八木町手話サークル「虹」 聴覚障害者理解推進事業 八木

課題 9
音訳ボランティア
山びこの会

視覚障碍者情報提供事業 八木

課題 10 姿勢教室 姿勢教室サンデープロジェクト 園部

課題 11 笑顔でつなげよう土曜の朝プロジェクト 笑顔でつなげよう土曜の朝プロジェクト 八木

課題 12 本郷南区　ほっとカフェ ココカラカフェ 八木

課題 13 下平屋区 景観を活かしたまちづくり 美山

課題 14 生畑開発委員会 桜で地域をつなごう 日吉

課題 15 田歌★楽造 田歌区盆踊り大会 美山

課題 16 チームおば給 子どもほんまもん料理教室 園部

課題 17 城山会 「食」の再発見　食育の促進 八木

課題 18 「八木まちかど芸術の家」実行委員会 「八木まちかど芸術の家」プロジェクト 八木

課題 19 感覚支援工房　虹の音 芸術体感活動 日吉

課題 20 アーツビレッジ
アーツギャザリング
～アートで自分を表現しよう～

八木

課題 21 茅（KAYA） 美山茅葺音楽会 美山

課題 22 みやま婚活実行委員会 恋の種まきプロジェクト～2013　秋～ 美山

課題 23 世木地域振興会 「子どもの声が聞こえるまちづくり」プロジェクト 日吉

課題 24 元気ねっと！五ヶ荘 立命館大学連携「五ヶ荘活性化」プロジェクト 日吉

課題 25 黒田区自主防災会 黒田区防災マップ作り 園部

課題 26 虹の湖さくら・もみじ守り隊 大野ダム湖畔さくら・もみじ保存再生プロジェクト 美山

課題 27 ＮＰＯ法人胡麻地域振興会 振興会の「胡麻を知ろう」シリーズ第1弾～塩貝城の歴史に学ぶ～ 日吉

自由 28 里まる 木炭造りと里山の再生 日吉

自由 29 天引区の活性化と未来を考える会 ほたるコンサート 園部

自由 30 子育てサポート　ねいろ ONLY ONEを大切に育てる会　子どもの個性を輝かせよう！！ 広域

自由 31 Nantan growth supporter team～彩り～ 発達支援ネットワーク 広域

自由 32 特定非営利活動法人セイバーシップ 東日本大震災復興支援コンサート「ココロに音返し！・セカイに音返し！」 園部

自由 33 森のとき 古道利用地域活性化事業 美山

自由 34 みやまスポーツクラブ ふるさと美山 RUN,LEARN事業 美山

自由 35 美山町音海区 音海区集落再生プロジェクト 美山

自由 36 口人の郷 ふれあい体験農園in口人 園部

自由 37 ボランティアサークル　スタートライン
みんなでまちに花を咲かそうプロジェクト
よぉ～いどん！

園部

自由 38 八木はでっかい宝島 宝物発見！八木はでっかい宝島 八木

自由 39 南丹市エコタウン推進協議会 南丹市エコタウン推進のための教育パートⅡ 広域

自由 40 八木町竹炭友の会 竹でエコ、竹でこえ（肥） 八木

自由 41 仁清の里づくり委員会 野々村仁清誕生の里づくり事業 美山

自由 42 美山読書ボランティア連絡協議会 人形劇とあそぼー 美山

自由 43 特定非営利活動法人　環境・エネルギー・農林業ネットワーク南丹支部 南丹市再生可能エネルギー開発のためのフィールドワーク 広域

自由 44 エル・システマ無償の音楽教育推進協会 音楽にふれあう・学ぶ美山の児童音楽教育プロジェクト 美山
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年度 種別 団体名 事業名 地域

自由 45 NPO法人　美山里山舎 地域資源利活用のための木質バイオマス燃焼機器＋伝統的木造民家の暮らし普及促進事業 美山

自由 46 みやま子育てパートナーズ「よっといで」 子育て応援「カフェよっといで」 美山

自由 47 T3 Studio Natural Nantan Tour 広域

自由 48 絵を描く会 絵を描く会 園部

自由 49 平屋ふれあいサポーター 平屋地区での子育て支援活動 美山

課題 1 みのりネットワークス 作って、食べて、話して！ 日吉

課題 2 風の市を盛り上げる会 地域ふれあい神吉「風の市」 八木

課題 3 京都ファーム日吉 地域住民の交流・団結・助け合おう会 日吉

課題 4 わっかっか！ 音楽のある居場所づくり 日吉

課題 5 美山町音海区 音海区集落再生プロジェクト 美山

課題 6 下吉田支え合いサロンプロジェクト 「笑い」であふれる支え合いの集落作りモデル事業 美山

課題 7 田歌★楽造 田歌区盆踊り大会 美山

課題 8 ふなおか夏まつり実行委員会 世代間交流を核とした丹波音頭の伝承 園部

課題 9 けんこう美山人 筋肉と人と地域の活性化～未来への本物健康づくり～ 美山

課題 10 宮島集落景観保全協議会 景観保全重視のまちづくり 美山

課題 11 まちなかを再発見する会 まちなか再発見プロジェクト 園部

課題 12 口人の郷 ふれあい体験農園in口人 園部

課題 13 Coco Can 食を元気にする「個々のできる」料理講習会 園部

課題 14 チームおば給 「医食同源」を基礎にした大人の食育 広域

課題 15 八木まちかど芸術の家実行委員会 「八木まちかど芸術の家」プロジェクト 八木

課題 16 芦生景観・環境整備PJ 芦生景観・環境整備 美山

自由 17 TEAM TOKITOBI 市民制作バラエティ番組クイズなんなん？ 広域

自由 18 美山町上平屋区 みんなで楽しむまちづくり 美山

自由 19 鶴ヶ岡の未来を考える女性の会 鶴ヶ岡の未来を語る女性の会、集いの場・学びの場づくりプロジェクト 美山

自由 20 虹の湖さくら・もみじ守り隊 大野ダム湖畔さくら・もみじ保存再生プロジェクト 美山

自由 21 里まる 木炭造りと里山の再生 日吉

自由 22 アンダンテの会 居場所つくりはじめの一歩 園部

自由 23 子育てサポート　ねいろ ONLY ONEを大切に育てる会～子どもの個性を輝かせよう～ 八木

自由 24 天引区の活性化と未来を考える会 天引から篠山、南丹市に広がる手づくりコンサート（ほたるコンサート） 園部

自由 25 みやまスポーツクラブ ふるさと美山RUN,LEARN事業 美山

自由 26 NPO法人　南丹市エコタウン推進協議会 NPO法人　南丹市エコタウン推進のための教育パートⅢ 広域

自由 27 みやま子育てパートナーズ「よっといで」 託児つきカフェよっといで 美山

自由 28 茅（KAYA） 美山茅葺音楽会 美山

自由 29 エル・システマ無償の音楽教育推進協会 音楽にふれあい・学ぶ美山の児童音楽教育プロジェクト 美山

自由 30 美山町読書ボランティア連絡協議会 絵本と人形劇であそぼー 美山

学生 31 医―食を考える健康の会 医―食を考える健康事業 園部

学生 32
明治国際医療大学
町の保健室

「町の保健室」事業 日吉

学生 33
明治国際医療大学
保健・老年鍼灸学講座「親子の笑顔を増やす会」

小児アトピー性皮膚炎を対象とした家庭で出来る、タッチケアと刺さないはり治療（小児鍼） 広域

学生 34
明治国際医療大学
セルフケアサークル

セルフケア～病気やストレスに負けない心と身体作り 広域

学生 35
明治国際医療大学
健康長寿プロジェクト

健康長寿プロジェクト 広域

学生 36
明治国際医療大学
柔道部

園部町お掃除プロジェクト 園部

学生 37 ザ☆絵本ズ まなbook 広域
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年度 種別 団体名 事業名 地域

学生 38 KYOBI食育プロジェクト
食のマナーびー
～もりもりごはんときちんとマナー～

園部

学生 39
京都丹波・写ガール隊
（京都府立大学学生部隊）

写ガールと見る南丹市のええとこ、ええひと！ 広域

学生 40
佛教大学
みやまるしぇキャラプロジェクト

佛教大学みやまるしぇゆるキャラプロジェクト 美山

課題 1 畑郷環境組合 地元畑郷を美しくしよう会 日吉

課題 2 子育てを楽しくする会＠美山 休耕地を利用して親子で畑づくり 美山

課題 3 平屋地区地域福祉推進協議会 元気はつらつ体操普及事業 美山

課題 4 里山暮らし研究所 ヨガ教室開催による地域の活性化 美山

課題 5 まちなかを再発見する会 まちなか再発見プロジェクト 園部

課題 6 南丹けんこう美人 筋肉と人と地域の活性化～未来への本物健康づくり～ 美山

課題 7 京都ファーム日吉 地域住民の交流・団結・助け合おう会 日吉

課題 8 Coco Can なんたん創食レシピ集づくりWS 園部

課題 9 わっかっか！ 音楽のある居場所づくり 日吉

課題 10 世木地域振興会 「みんなの力で世木地域の未耕作地をなくそう。」プロジェクト 日吉

課題 11 元気ねっと！五ヶ荘 廃校（旧五ヶ荘小学校）跡地活用事業「朝市カフェ」大学連携交流事業 日吉

課題 12 風の市を盛り上げる会 地域ふれあい神吉「風の市」 八木

課題 13 ふなおか夏まつり実行委員会 夏まつりを核とした地域文化の伝承と世代間交流 園部

自由 14 南丹ほんものマーケット実行委員会 「南丹ほんものマーケット」の開催 園部

自由 15 食と暮らしの研究会 自給自足をめざした菜種油づくりワークショップ 美山

自由 16 「のあがりフェスin鶴ヶ岡」実行委員会 のあがりフェスin鶴ヶ岡 美山

自由 17 西田の活性化を考える会 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～ 八木

自由 18 里山Global Exchange 関西地域の大学生・留学生の国際交流里山合宿in日吉 日吉

自由 19 手づくりのおかげさまさま市 手づくりのおかげさまさま市 園部

自由 20
明治国際医療大学
スポーツ振興プロジェクト

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～ 広域

自由 21 栄町遊友会 栄町つながり隊「遊友通信」 園部

自由 22 ハートフルクッキング 料理教室を主とした居場所 広域

自由 23 向山区 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 美山

自由 24 道の駅美山「ふれあい広場」連絡協議会 道の駅花飾り 美山

自由 25 Great Luck Project
Great Luck FES'15
南丹PRコーナー

日吉

自由 26 NPO法人　丹波ネット 都市・集落JC（ジョイントセンター）開設 美山

自由 27 京都桑田村 京都桑田村五十年プロジェクト 美山

自由 28 子育てサポート　ねいろ ONLY　ONEを大切に育てる会～子どもの個性を輝かせよう！！～ 八木

自由 29 天引区の活性化と未来を考える会 峠を越えた篠山のみなさんや「恋活」の若者が集い、平和で美しいふるさとの発展を祈る「ほたるコンサート」の取り組み 園部

自由 30 NPO法人グローアップ 集まれ、そのべっこ！ 園部

自由 31 口人の郷 ふれあい体験及び地域活性化in口人の郷 園部

自由 32 里まる 木炭造りと里山の再生 日吉

自由 33 仁清の里づくり委員会 仁清の里づくり委員会 美山

学生 34 医―食を考える健康の会 医―食を考える健康の会 広域

学生 35 みやまるしぇ応援プロジェクト みやまるしぇ応援プロジェクト 美山

学生 36
明治国際医療大学
町の保健室

「町の保健室」事業 広域

課題 1 美山鶴ヶ岡振興会 “山里の記憶”継承プロジェクト 美山

課題 2 南丹市歴史探勝会 「南丹市の歴史を学ぶ」プロジェクト 広域

課題 3 平屋地区地域福祉推進協議会 平屋いきいき体操普及事業 美山

平成27年度



年度 種別 団体名 事業名 地域

課題 4 京都桑田村 京都桑田村五十年プロジェクト 美山

課題 5 里山暮らし研究所 ヨガ教室開催による地域の活性化 美山

課題 6 わっかっか！ みんなの居場所づくり 日吉

課題 7 南丹けんこう美人 筋肉と人と地域の活性化～未来への本物健康づくり～ 広域

自由 8 南広瀬老人クラブ喜楽会 南広瀬の歴史調査と看板製作 八木

自由 9 ドリームえんじんネットワーク 子ども向け事業実施団体の支援 広域

自由 10 南丹市女性会 繋がろう女性の輪 園部

自由 11 マンガン鉱山の歴史とじん肺の記録を残す会 マンガン鉱山の新たな歴史を開くプロジェクト 広域

自由 12 NPO法人芦生自然学校 美山ガワタロウ（河童）復活プロジェクト 美山

自由 13 ムラガーレ食堂 まるごと鶴ヶ岡体験ツアープロジェクト 美山

自由 14 南丹市読書ボランティア連絡会 読書推進ボランティア育成プロジェクト 広域

自由 15 美し山の草木舎 日本茜復活プロジェクト 美山

自由 16 Cui Cui あおいよぞら 園部

自由 17 南丹ほんものアートマーケット実行委員会 「子供織物教室（一般も可）」の開催 広域

自由 18 明治国際医療大学スポーツ振興プロジェクト 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～ 広域

自由 19 里山Gulobal Exchange 関西地域の大学生・留学生の国際交流里山合宿in日吉 広域

自由 20 「のあがりフェスin鶴ヶ岡」実行委員会 のあがりフェスin鶴ヶ岡 美山

自由 21 子育てを楽しくする会＠美山 休耕地でみんなで畑づくり 美山

自由 22 ハートフルクッキング 料理教室を主とした居場所 広域

自由 23 西田の活性化を考える会 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～ 八木

自由 24 向山区 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 美山

自由 25 手づくりのおかげさまさま市 手づくりのおかげさまさま市 園部

学生 26
明治国際医療大学
町の保健室

「町の保健室」事業 広域

学生 27 美山応援プロジェクト 「美山応援プロジェクト」チーム 美山

学生 28 高齢者の生きがい共創プロジェクト プロジェクト演習美山グループ 美山

課題 1 世木の伝統芸能を守る会 「丹波猿楽　梅若家」プロジェクト 日吉

課題 2 村おこし創生塾 春日の杜ふれあい公園管理整備事業 園部

課題 3 ＮＰＯ法人　京都桑田村 京都桑田村五十年プロジェクト 美山

自由 4 福居元気の素発見隊の会 福居元気の素：はす池プロジェクト 美山

自由 5 田舎の暮らしを楽しもう会 田舎の暮らしを楽しもうプロジェクト 八木

自由 6 志和賀区 志和賀区環境美化推進プロジェクト 日吉

自由 7 丹波街道アートプロジェクト
丹波街道アートプロジェクト
　－アート作品「草刈りの塔」制作・展示プロジェクト－

園部

自由 8 京都丹波岩崎革也研究会
地域の文化財史資料保存継承の取り組み
－旧岩崎革也邸に残された文化財史資料保存継承の取り組み－

園部

自由 9 しょうがプロジェクト八木 しょうがプロジェクト八木 八木

自由 10 ワタリドリ写真部 南丹市地域魅力創造写真公募展 日吉

自由 11 子育て支援ボランティア「すくすくやぎっこ」 子育て支援ボランティア「すくすくやぎっこ」 八木

自由 12 山の恵みと暮らす会 山の恵みを活かす薪暖ライフの普及 八木

自由 13 洞区 季節限定型交流コンテンツ開発事業 美山

自由 14 ＮＰＯ法人　丹波ネット サスティナブル・アグリ・コミュニティーの創設 日吉

自由 15 Cui Cui あおいよぞら 園部

自由 16 南丹市歴史探勝会 「南丹市の歴史を学ぶ」プロジェクト 園部

自由 17 鳥羽自治会 鳥羽地区の歴史研究と歴史看板 八木

平成28年度
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年度 種別 団体名 事業名 地域

自由 18 南丹市読書ボランティア連絡会 読書推進ボランティア育成プロジェクトⅡ 八木

自由 19 南丹市女性会 つながろう女性の輪 園部

自由 20 美山町鶴ヶ岡振興会 “山里の記憶”継承プロジェクト 美山

自由 21 ムラガーレ食堂 まるごと鶴ヶ岡体験ツアープロジェクト 美山

自由 22 ハートフルクッキング 社会参加を応援する料理教室を主とした居場所 日吉

自由 23 南丹藍活プロジェクト実行委員会 「南丹藍活プロジェクト」 園部

自由 24 西田の活性化を考える会 豊かな地域づくり～つながりと支え合いのできる地域を目指して～ 八木

自由 25 里山Global　Exchange 関西地域の大学生・留学生の国際交流里山合宿in日吉 日吉

学生 26 佛教大学「勝手に！南丹広報部＠佛教大学」 映像レポートによる南丹市の魅力発信及び、映像レポートのアーカイブ化事業 美山

学生 27 佛教大学「ベニヤマボタニカル」 美山町活性化プロジェクト 美山

学生 28 京都伝統工芸大学校「ＴＡＳＫ２２期コラボ実行委員会」 ＴＡＳＫ２２期コラボ企画 園部

学生 29 明治国際医療大学「地域スポーツ振興プロジェクト」 地元開催のトライアスロン大会でのトレーナー活動支援 八木

課題 1 世木の伝統芸能を守る会 「丹波猿楽　梅若家」プロジェクト 日吉

課題 2 村おこし創生塾 口人区公園広場整備事業 園部

課題 3 ＮＰＯ法人胡麻地域振興会 添加物を使わないこどもとお母さんの食育プロジェクト 日吉

課題 4 脳トレネット 市民の認知症予防事業及び高齢者の孤立解消事業 広域

自由 5 南丹市歴史探勝会 「南丹市の歴史を学ぶ」プロジェクト 広域

自由 6 ムラガーレ食堂 まるごと鶴ヶ岡体験ツアープロジェクト 美山

自由 7 田舎の暮らしを楽しもう会 田舎の暮らしを楽しもうプロジェクト 八木

自由 8 志和賀区 志和賀区まちづくりプロジェクト 日吉

自由 9 しょうがプロジェクト八木 しょうがプロジェクト八木 八木

自由 10 子育て支援ボランティア「すくすくやぎっこ」 子育て支援ボランティア「すくすくやぎっこ」 八木

自由 11 洞区 季節限定型交流コンテンツ開発事業 美山

自由 12 ＨＵＢ里山クラブ 埴生城山プロジェクト 園部

自由 13 八木音頭保存振興会 ヨイゾエホンマニ八木音頭☆繋げて賑わうまちづくり 八木

自由 14 下集落支援事業委員会 下区民の心　助け愛・いたわり愛・笑い愛 美山

自由 15 村づくり体験ツーリズム研究会 村づくり体験ツーリズム 園部

自由 16 中世木区 中世木活性化事業 日吉

自由 17 絵をかく会 地域でワクワク子育てプロジェクト 園部

自由 18 南丹市読書ボランティア連絡会 読書推進ボランティア育成プロジェクトⅢ 八木

自由 19 ワタリドリ写真部 南丹市地域魅力創造写真公募展 日吉

自由 20 そのべ読み語りクラブ
０歳からはじめる親子のふれあいづくり事業
（０歳からつむぐ絵本手帳づくり）

園部

自由 21 棚野会 ふるさとへの憧憬“匠の技”プロジェクト 美山

自由 22 ふらっと美山生産者の会 地域活性化農業者支援事業 美山

自由 23 美し山の草木舎 山の野草をレストランに届ける野草ビジネスをつくる 美山

自由 24 南丹木質バイオマス普及の会
学ぼう！体験しよう！スプリングスひよしでバイオマス
～木質バイオマスエネルギーの利用拡大を目指して～

日吉

学生 25 NANTANS　PROJECT まちづくりプロジェクト　南丹 広域

大学 26 京都府立大学
定住促進関連事業の実用重視評価によるプログラム評価
―新型評価による定住促進関連事業の評価と発信―

広域

大学 27 佛教大学社会学部 持続可能な南丹市モデルの構築に関するシンポジウムの開催 広域

大学 28 明治国際医療大学 南丹市における防災・救急救助計画シミュレーション事業 日吉

課題 1 まちカフェモーニングの会 まちカフェモーニングプロジェクト 日吉

課題 2 脳トレネット 市民の介護予防・認知症予防によるフレイル予防 広域

平成30年度



年度 種別 団体名 事業名 地域

課題 3 又林農事組合 又林集落でふれあい農作業体験 美山

自由 4 世木の伝統芸能を守る会 「丹波猿楽　梅若家」プロジェクト 日吉

自由 5 志和賀区 志和賀区まちづくりプロジェクト 日吉

自由 6 村づくり体験ツーリズム研究会 村づくり体験ツーリズム２ 園部

自由 7 南丹・瓢丹・愛丹会 南丹・瓢丹・無病丹で、南丹市の街お越しをするプロジェクト 園部

自由 8 洞区 季節限定型交流コンテンツ開発事業 美山

自由 9 美山町グラウンド・ゴルフ協会 生涯スポーツ推進プロジェクト 美山

自由 10 下区 「下・歴史と絆再発見プロジェクト」 美山

自由 11 八木町市民フォーラム 八木町の宝探しによる町おこし 八木

自由 12 田舎の暮らしを楽しもう会 田舎の暮らしを楽しもうプロジェクト 八木

自由 13 洞志会 山から人の流れを生み出すプロジェクト 美山

自由 14 埴生のシンボル復活プロジェクト 埴生のシンボル復活プロジェクト事業 園部

自由 15 ふらっと美山　生産者の会 地域活性化農業者支援事業 美山

自由 16 ワタリドリ写真部 「南丹市地域魅力創造写真公募展」 日吉

自由 17 そのべ読み語りクラブ 0歳からはじめる親子のふれあい事業 園部

自由 18 新シ活性化委員会 「ニンニク」プロジェクト 日吉

自由 19 西田塾 住んで良かった地域づくり～次の世代に引継ぐ豊かな地域を目指して～ 八木

自由 20 中世木区 中世木活性化事業 日吉

自由 21 八木駅舎を愛する人の会 八木駅舎を愛する人の会 八木

自由 22 八木音頭保存振興会 ヨイゾエホンマニ八木音頭☆繋げて賑わうまちづくり PART.2 八木

自由 23 ＣｏｃｏＣａｎ 「子ども食堂co-naプロジェクト」 八木

自由 24 八木町「南地区大堰塾」 南地区活性化プロジェクト～魅力あるまちづくりを目指して～ 八木

自由 25 しょうがプロジェクト八木 しょうがプロジェクト八木 八木

自由 26 千妻活性化事業組合 「安らぎのある充実した地域」 園部

自由 27 食と暮らしの研究会 調味料の自給自足をめざした醤油づくりワークショップ 美山

自由 28 鶴ヶ岡小学校活用室 ある日ある時、鶴ヶ岡体験ツアープロジェクト 美山

自由 29 棚野会 匠の技が息づくふるさと憧憬プロジェクト 美山

学生 30 佛教大学美山観光プロジェクト 美山町の観光振興への協力活動 美山

学生 31 SAIKO PROJECT 廃校を利用した地域活性化 美山

学生 32 京都府立大学サークル・美山木匠塾 元気なまちづくりを目指した大学生によるカホン作りワークショップ 美山

大学 33 明治国際医療大学 過疎地に住む住民の健康管理のためのトレアージシステムの構築 日吉

大学 34 佛教大学社会学部 持続可能な南丹市モデルの構築に関するワークショップの開催 広域

大学 35 京都府立大学 参加型評価・実用重視評価による少子化対策事業のプログラム評価と発信 広域

令和元年度


