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平成２９年度 三和地域協議会事業報告

三和地域協議会は平成２７年度発足以来３年目を迎え、過去２年間の調査研究の

成果を踏まえて「三和地域公共交通空白地有償運送事業（愛称：みわひまわりライ

ド）」を開始するなど、三和地域が「住み続けられるまち」であるための必要な事業

に、本格的に取り組む年度となりました。

併せて来年春に予定される「三和学園」の開校に向け、それぞれの分野で各種の

検討や準備にかかわることができました。

また、定住促進や子育て環境の充実、地域自治を守る活動など、各部会を中心に

引き続き様々な地域課題に取り組み、自治会長会を始め地域内の諸団体、個人のご

理解ご協力のおかげで、着実にその歩みを進めることができたと考えております。

以下、それぞれの事業について報告します。

１，協議会全体事業について
（1）みわこどもまつりの開催

昨年度から始めた、親子で楽しめるイベント「みわこどもまつり」を平成２９

年度も継続して開催しました。みかんの木文庫・福知山淑徳高校による人形劇を

はじめ、読み聞かせ、手作りおもちゃの制作や竹で作った水鉄砲などの体験コー

ナー、手作りお菓子や雑貨、似顔絵などの販売コーナー、お菓子すくいなどのブ

ースや、今年度から新たにゆう薬局の調剤体験・お薬相談コーナー、地元駐在所

の犯人さがしゲームなどが増え、来場者も約５００人と増加しました。来場者か

らとった手形を羽にしたコンドルを最後に揚げるなど、今回もあらゆる面で手作

りのイベントとなりました。

日 時 平成２９年５月２１日（日）午後１時～４時

場 所 三和荘多目的ホールほか

内 容 人形劇、読み聞かせ、おもちゃやアクセサリーの手作り体験、竹馬・

竹鉄砲などの遊びコーナー、似顔絵・菓子・雑貨の販売、お菓子すく

い、調剤体験・お薬相談コーナー、犯人さがしゲームなどを開催

参加者 約５００人

（2）三和ふれあいフェスティバルの開催
三和地域で開催される大きなイベントの一つである「三和ふれあいフェス

ティバル」の事務局を引き続き担い、平成２９年度も来場者約４，５００人

という盛況のなか終えることができました。今後は、事務局が三和支所から

移行したもののまだまだ支所職員の負担が大きいことや、臨時駐車場の確保、

スタッフの問題など、多くの課題に取り組んでいく必要があります。
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（3）子育て講演会の開催
「みわを子育てしやすいまちに」するための活動の一環として、平成２９年度

も講演会を開催しました。全国で講演活動を行われている熊丸みつ子さんをお招

きし、「楽しく遊んで触れあって うちの子、最高！～子どもたちへ伝えたい！親

として、おとなとして、地域として～」と題し、新聞紙など身近なもので遊びな

がら子育てについての講演をしていただきました。約７０人の親子連れや保育園

・幼稚園教員などが来場されました。

日 時 平成２９年１２月１７日（日）午前１０時～１１時３０分

場 所 三和荘多目的ホール

講 師 熊丸みつ子さん

テーマ 「楽しく遊んで触れあって うちの子、最高！～子どもたちへ伝えたい！

親として、おとなとして、地域として～」

参加者 約７０人

（4）自治基本条例セミナー（福知山市主催）に説明・報告者として参加
日 時 平成３０年２月２８日、３月２，１４，１６日午後７時００分～

場 所 六人部、日新、大正、大江 各地域公民館

内 容 福知山市が制定した「自治基本条例」に関わり、条例の意義と実践の

事例としての三和地域協議会の活動を報告

参加者 事務局長

（5）広報紙「みわを元気に」の発行
地域協議会の活動を知っていただくとともに、三和地域における様々な住民活

動を紹介するため、広報紙「みわを元気に」を隔月で 6回発行しました。

（6）その他の活動
三和地域で開催される各種イベントや行事に、要請に応じて準備要員やスタッ

フとして参加し、その運営に協力してきました。

２，常任委員会について
協議会全体の方針や事業の進め方を協議するため、おおむね月１回、定期的に

開催しています。構成は会長、副会長、部会長、副部会長、常任委員、事務局の

１３人です。

〇 平成２９年度 １２回開催

３，部会活動について

◎ 地域活力部会

○会議の開催
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平成３０年３月末現在、計９回の部会を開催。

「みわこどもまつり」「みわふれあいカフェ２周年記念コンサート」「三和音頭

ユニフォーム・音源作成」「子育て講演会」といった行事についてや、部会員

の増員についてなどの話し合いを行いました。

○「みわこどもまつり」計画・実施

○「みわ子育て講演会」計画・実施

○「みわふれあいカフェ」出店・二周年コンサート開催

地域住民が気軽に集い、のんびりお喋りしながら交流を深める場所づくりを目

的に企画したみわふれあいカフェは、平成２９年度も年４月～１１月まで計２９

回開催し、のべ約３３０人の方が来場くださいました。また、第１金曜は丹波市

の珈琲工房カリビアンさんにオリジナルコーヒーを淹れていただき、歌声喫茶な

どを行いました。５月には「みわこどもまつり」で、８月には福知山市市制施行

８０周年及び福知山市市民憲章推進協議会設立２５周年記念事業「未来の力祭典」

で出店しました。また、カフェの二周年を記念して９月に菟原下の成満寺で二胡

・琴・コントラバス・ピアノによる無料コンサート（雅楽とのコラボレーション

もあり）を開催しました。

○三和音頭の復活に向けて

三和音頭の再普及に向け、平成２９年度は５月のうぶやの里フェスタ in みわ、
８月のみわの里夏祭り、１１月の三和ふれあいフェスティバルにて三和音頭を披

露しました。また、細見小学校が地区の運動会で踊るとの事で、これまでの参加

者の中から数名の方に講師として練習にご参加いただきました。（運動会は雨天

のためプログラムを変更して行われ、披露されることはありませんでした）

そして、衣装については、これまでは浴衣を着て歌い踊っていましたが、祭り

によっては着付けの時間や場所などで苦労することがあったため、新たに法被を

作成し、８月のみわの里夏祭りは法被を着て歌い踊りました。

さらに、音源については、これまで昔の音源を機械的にテンポアップして使用

していたため、聞きづらく配布にも向いていませんでしたが、９月にテンポアッ

プした新音源を録音・作成し、１１月の三和ふれあいフェスティバルで披露しま

した。希望される団体などにはＣＤの配布を行っています。この新音源の作成を

きっかけに、千束の老人会で三和音頭を踊る会が催されるなど、さらなる再普及

に向けた広がりを見せています。

○京都ＦＭ丹波放送「みわを元気に」放送

みわこどもまつりの宣伝のため出演した京都ＦＭ丹波放送の番組終了後、定期

的に三和の情報を放送しませんかとのお話があり、住民参加番組「七色バラエテ

ィ」内にて隔月で「みわを元気に」のコーナーがスタートしました。平成２９年

度は三和音頭や有償運送、移住定住についての内容で計４回の放送を行っており、

広報紙に掲載しているＱＲコードからアクセスすれば、いつでも聴けるようにな

っています。
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◎ 生活基盤部会

部会発足の平成２７年度から取り組んできた公共交通の確保、充実については、

市バスの再編に併せ、三和地域協議会で市バスを補完する「公共交通空白地有償

運送事業」に取り組むことが決まり、平成２９年６月にスタートした協議会の「有

償運送準備委員会」に、その対応を引き継ぎました。

平成２９年度は部会の陣容も新たに「地域住民自治の維持・存続」をテーマに

し、現状や問題点など話し合ってきました。自治を担う役員不足など過疎高齢化

のなかで、集落に様々な問題が生じています。実態を把握し、地域協議会として

対応策をさぐるアンケートづくりを行うことにし、準備を進めました。また、福

知山市が制定した市自治基本条例についても、市職員と意見交換するなど理解を

深めました。

〇住民自治が抱える課題について意見交換

部会員からは、自治を担う役員不足、神社や祭り・伝統行事の保存、農地の維

持・管理、特産品の後継者不足、空き家の増加、高齢者対策、子育て環境などの

問題が指摘されました。

対応策として、移住者の受け入れ、自治会の組の再編、高齢者の外出支援、公

立大学や三和の工業団地との連携、新しく誕生する小中一貫校の充実、閉校とな

る小学校の跡地活用策などが上げられました。

〇アンケート実施の準備

各部会員に必要と思われるアンケート項目を書き出してもらうと、不在地主対

策、女性組織の現状、神社の合祀、消防団員の確保と自主防災、道づくりなどの

日役、組の再編などが項目に上がりました。

自治会の第一線で活動される各組長を対象に実施する予定です。

〇市自治基本条例について学ぶ

条例第２５条のコミュニティ活動に「相互に支え合い助け合う」とあります。

小規模自治会に所属する部会員は「人数が少なくその助け合いが出来ない。金よ

りなにより人がほしい」と話されていました。

三和がおかれている現状を考えると、決して他の自治会の問題ではありません。

行政や地域協議会で何ができるか、難しい問いですが、答えが出せるよう考えた

いと思います。

◎ 定住促進・情報発信部会

今年度の事業計画に基づき、三和地域協議会役員の協力を得て川合、細見地区

を中心に空き家１０余件を見て回りました。建物の内部には立ち入ることができ

ないので、外観からの判断ではありますが即入居可能か、補修等が必要かなどを

目視で調査しました。

これと並行する形で、お試し住宅に入居されている方、三和町への移住を検討、

希望されておられる方を現地へ案内する「空き家ツアー」を実施しました。福知

山市の空き家バンクに登録されている物件は、福知山市のホームページで建物の

外観写真は見ることができますが、「ツアー」だと周辺の状況や建物外観写真だ
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けでは分からないところまで自分の目で確かめられるので、好評だったのではな

いかと受け止めています。

三和地域協議会発行の『みわを元気に 三和地域協議会ニュース』第１４号で、

空き家情報の提供を求めたところ「売却したい」との連絡が寄せられました。そ

の結果、移住希望者との間で売買が成立し、入居されたということもありました。

ただ、私達だけで町内全域の空き家を把握するのは難しく、町内の全自治会長に

「空き家調査」をお願いすることにし、ご理解、ご協力を得ることができ、大変

感謝をしているところです。

福知山市内で開かれた市主催の第１回移住水先案内人交流会に三和地域協議会

の事務局員と共に出席。移住者交流会や「空き家ツアー」など、過去２年間の活

動状況を紹介するとともに、夜久野、大江両町の取り組みぶりを伺うなどしまし

た。

４，地域交通再編事業
○三和地域公共交通空白地有償運送事業の開始

三和地域内での日常の買い物、医療受診、行政・民間サービスを受けるための移

動が困難な住民生活の基盤を支えるための「自家用有償旅客運送事業」を開始しま

した。

名称：「三和地域公共交通空白地有償運送事業」

（愛称「みわ ひまわり ライド」）

登録番号 近京公第３号

運行開始日 平成２９年１０月２日

運転者数 １５人

会員登録数 ６６人

利用者数 延べ １９１人（実数 ２５人）

○三和地域協議会第４回臨時総会の開催

日 時 平成２９年９月６日(水) 午後７時３０分

場 所 三和荘多目的ホール

議 案 有償運送事業実施の議決、特別会計の設置等

○「三和地域公共交通空白地有償運送事業運営委員会」の設置

事業の準備を進めるため、平成２９年６月に「三和地域有償運送準備委員会」を

設置し、体制や制度について検討しました。事業開始後は「三和地域公共交通空白

地有償運送事業運営委員会」に改称し、事業の円滑な運営と適正な管理を推進する

ためのチェック機能を果たしました。

「三和地域有償運送準備委員会」 ２回

「三和地域公共交通空白地有償運送事業運営委員会」 ３回
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５，地域住民活動支援事業
（1）「三和地域生活拠点機能検討委員会」について

長年三和地域の生活必需品購入の拠点として営業してきた「ｍマート三和店」

が、平成３０年２月１８日をもって閉店しました。住民が暮らしていくための食

料品や生活雑貨を購入する店舗が、三和地域内にはほとんど無くなるという状況

に対し、市役所三和支所と協力して地域内の各団体に呼びかけ、上記組織を立ち

上げました。緊急に２回の会議を開催し、別添資料の通り福知山市に対する要望

書をとりまとめ、３月９日に提出しました。

（2）地域住民組織との共同事業について
○みわ夏まつりの開催

昨年に引き続きＮＰＯ丹波みわと「みわ夏まつり」の事務を分担、実施

しました。

今年は毎年恒例の花火大会に加え、第１０回記念イベントとしてゲスト

にシモンズの田中ゆみさんを迎え、約２，３００人の参加で盛大に開催す

ることができました。

６，小中学校統合準備関連事業
平成３１年 4 月の開校を目指す学校統合準備委員会としては、今年度新たな組織

として（仮称）三和学園設立準備委員会が、教育委員会を事務局に関係者で立ち上

げられ、三和地域協議会も委員として参画をしました。

当準備委員会では、設立に向け必要事項を専門的に検討するため、総務部会、教

育部会・ＰＴＡ部会を構成し、基本となる事項として教育環境施設整備や通学体制

に加え、校訓等について検討を重ね、決定事項については、総会やたよりを発行し

住民に皆さんに周知を行いました。

また、開校後に三和小学校と三和中学校の愛称名については、住民の公募の中か

ら「三和学園」に決定されました。

７，市役所三和支所委任事業について
（1）一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社福知山地域本部三和支部事務局

（福知山観光協会 三和支部事務局）

平成２９年１１月１１日より、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社（海

の京都ＤＭＯ）福知山地域本部三和支部の事務局となり、春・秋のハイキングや

総会、理事会の開催、三和ぐるっとマップの普及活動等、行事と組織運営の責任

を担いました。

（2）三和町自治会長会事務局
三和地域の自治会長の連合組織である三和町自治会長会の独自活動について、
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事務局として連絡調整等の事務を実施しました。また、自治会長に対する月２回

の刊行物等の配布や、各自治会独自の文書作成の支援等も実施しました。

（3）特産品活用活性化事業事務局
学校給食センター予定地跡地を活用した、三和地域における特産品活用を進め

る「丹波みわ活性化協議会」が進める事業の、広報紙掲載などを実施しました。

（4）無線放送録音受任
三和地域全域をカバーする重要な情報伝達手段である「無線放送」について、

そのアナウンス録音を担当し、年間を通して各家庭に情報を届けることを行いま

した。

８，その他
会長が市内各種団体の委員として、多くの会議等に参加し、地域の意見要望等を

反映することができました。

９，事業経過(日誌)
平成 29年 4月 7日 地域交流カフェ「みわふれあいカフェ」再開

毎週金曜日開設（12～ 3月冬休み）
4月 12日 第 1回地域活力部会

三和音頭の今後の活用方法について（大原まつり参加、

音源作成）、みわこどもまつりについて、みわふれあい

カフェについて

4月 13日 第 1回定住促進・情報発信部会
今後の部会の運営について、空き家調査について

4月 20日 第 1回三和町自治会長会
4月 20日 第 1回常任委員会

新年度の協議会全体課題について、広報紙第 13 号の発
行について、三和ふれあいフェスティバル・夏まつり幹

事会、実行委員会の開催について、各部会の予定につい

て

4月 25日 福知山観光協会三和支部理事会

Ｈ２８年度監査について、Ｈ２９年度総会について

5月 3日 三和音頭披露

「うぶやの里フェスタ inみわ」にて
5月 15日 第 2回地域活力部会

みわこどもまつりについて、三和音頭の今後の活用方法

について（音源と法被の作成）、みわふれあいカフェに
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ついて（市制 80周年イベント参加）
5月 16日 臨時自治会長会

学校統合準備委員会について、三和地域の公共交通準備

事業について

5月 18日 広報紙発行

広報紙「みわを元気に」第 13号発行
5月 18日 第 2回定住促進・情報発信部会

空き家調査について（経緯、調査方法、移住者への物件

探し）

5月 21日 みわこどもまつり開催

人形劇、読み聞かせ、手作り体験、菓子や雑貨の販売、

犯人さがし、調剤体験などを開催 参加者約 500人
5月 26日 福知山観光協会三和支部通常総会

平成２８年度事業報告及び会計収支決算報告、会計監査

報告、平成２９年度事業計画（案）及び会計収支予算（案）

の承認、「海の京都ＤＭＯ」について

6月 3日 JRふれあいハイキング開催
「初夏のぶらりハイキング 成満寺と影清稲荷神社めぐ

り」参加者 25人
6月 12日 第 2回常任委員会

交通空白地有償運送事業について、広報紙第 14 号の発
行について、三和ふれあいフェスティバル・夏まつり実

行委員会の開催について、市制８０周年記念事業への協

力について、各部会の予定について

6月 15日 第 2回自治会長会
6月 22日 公立大学地域学習

交通空白地有償運送事業について説明

6月 22日 福知山観光協会三和支部理事会

「海の京都ＤＭＯ」について

6月 28日 第 3回地域活力部会
みわこどもまつり総括、三和音頭の今後の活用方法につ

いて（音源と法被の作成、みわの里夏まつり）、みわふ

れあいカフェについて（市制 80 周年記念イベント、2
周年記念コンサート）、FM 丹波での協議会活動報告に

ついて

6月 29日 公共交通空白地有償運送事業第 1回準備委員会
7月 3日 第 3回常任委員会

交通空白地有償運送事業の準備状況について、みわ夏ま

つりの要員について、広報紙第 14 号の発行について、
市制８０周年記念事業への協力について、各部会の予定

について
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7月 6日 福知山観光協会三和支部理事会

海の京都ＤＭＯについて

7月 12日 第 1回生活基盤部会
それぞれの地域、団体等の現状について、部会研究テー

マについて、これからのスケジュール等について

7月 15日 公共交通空白地有償運送事業運転者講習会開催

7月 20日 広報紙発行

広報紙「みわを元気に」第 14号発行
7月 27日 第 4回地域活力部会

三和音頭の今後の活用方法について（音源と法被の作成、

みわの里夏まつり）、みわふれあいカフェについて（市

制 80 周年記念イベント、2 周年記念コンサート）、FM
丹波での協議会活動報告について

7月 27日 福知山観光協会三和支部理事会

「海の京都ＤＭＯ」「福知山観光地域づくりセンター」

について

8月 2日 第 4回常任委員会
交通空白地有償運送事業の準備状況について、みわ夏ま

つりの要員について、市制８０周年記念事業への協力に

ついて、各部会の予定について

8 月 2 日 ～福知山市市制施行８０周年記念～福知山市市民憲章推

進協議会設立２５周年記念事業－未来の力祭典－

みわふれあいカフェとしてドリンクブースで参加

8月 14日 みわ夏まつり開催

第 10回みわ夏まつり開催
8月 19日 三和音頭披露

「2017みわの里夏まつり」にて
8月 21日 第 5回地域活力部会

三和音頭の今後の活用方法について（音源と法被の作成、

みわの里夏まつり）、みわふれあいカフェについて（市

制 80 周年記念イベント、2 周年記念コンサート）、FM
丹波での協議会活動報告（コーナー名：みわを元気に）

について、講演会について

8月 23日 FM丹波「みわを元気に」
「七色バラエティ」内でコーナースタート。協議会につ

いて、みわこどもまつり、みわ夏まつり、三和音頭、み

わふれあいカフェについて

8月 28日 第 2回生活基盤部会
福知山市自治基本条例について、それぞれの地域、団体

等の現状について、これからの進め方について
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8月 28日 福知山市観光協会三和支部理事会

臨時総会について

8月 30日 公共交通空白地有償運送事業第 2回準備委員会
8月 31日 第 5回常任委員会

交通空白地有償運送事業の準備状況について、第 4回臨
時総会の開催について、各部会の予定について

9月 4日 福知山観光協会三和支部臨時総会

海の京都ＤＭＯへの事業譲渡に係る基本合意書の締結に

ついて

9月 5日 三和音頭録音

夜久野ふれあいプラザにて、唄：前川 鈴代さん、三味

線：北岡 英柾さん、西山 惠子さん、尺八・笛・鉦・お

囃子：米谷 大輔さん、太鼓：野口 洋一さんにお世話に

なり三和音頭の音源作成

9月 5日 海の京都観光圏観光協会職員研修案内

三和地域への研修に同行、案内

9月 6日 第 4回総会（臨時）
公共交通空白地有償運送事業について

9月 9日 みわふれあいカフェ二周年記念コンサート in成満寺
カフェと、二胡・琴・コントラバス・ピアノによるコン

サート。雅楽演奏も。参加者約 85人
9月 20日 広報紙発行

広報紙「みわを元気に」第 15号発行
9月 20日 第 3回定住促進・情報発信部会

新副部会長について、空家調査について（これまでの取り

組み、現在の状況、自治会長さんへの調査依頼）

9月 21日 第 3回三和町自治会長会
9月 28日 第 6回常任委員会

交通空白地有償運送事業について、部会役員の選任につ

いて、各部会の予定について

10月 2日 公共交通空白地有償運送事業運行開始、発車式

10月 11日 第 6回地域活力部会
三和音頭の今後の活用方法について（音源作成、三和ふ

れあいフェスティバル）、みわふれあいカフェについて

（2 周年記念コンサート総括）、FM 丹波での協議会活動
報告（コーナー名：みわを元気に）について、講演会に

ついて

10月 12日 第 3回生活基盤部会
地域アンケートについて、地域調査について
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10月 18日 FM丹波「みわを元気に」
交通空白地有償運送事業について、三和音頭新音源

10月 31日 第 7回常任委員会
三和ふれあいフェスティバルについて、子育て講演会の

実施について、公共員の分担職務について、各部会の予

定について

11月 10日 三和ふれあいフェスティバル「フェスティバルの部」準備

11月 11日 三和ふれあいフェスティバル「フェスティバルの部」

準備・開催

11月 12日 三和ふれあいフェスティバル「フェスティバルの部」開催

11月 22日 第 7回地域活力部会
三和音頭の音源について、FM 丹波での協議会活動報告

（コーナー名：みわを元気に）について、講演会につい

て

11月 29日 第 4回生活基盤部会
地域アンケートについて

12月 7日 広報紙発行

広報紙「みわを元気に」第 16号発行
12月 7日 第 8回常任委員会

子育て講演会の実施について、有償運送運営委員会規定

について、広報正月号の内容について、各部会の予定に

ついて

12月 17日 みわ子育て講演会

テーマ「楽しく遊んで触れあって うちの子、最高！～

子どもたちへ伝えたい！親として、おとなとして、地域

として～」参加者約 70人
12月 20日 FM丹波「みわを元気に」

三和地域への移住、定住について

12月 21日 第 4回三和町自治会長会
平成 30年 1月 11日 広報紙発行

広報紙「みわを元気に」第 17号発行
1月 16日 第 9回常任委員会

総会の日程及び準備について、有償運送事業について、

１２月定例自治会長会での依頼事項について、各部会の

予定について

1月 18日 第 8回地域活力部会
講演会について（総括）、FM 丹波での協議会活動報告

（コーナー名：みわを元気に）について、2018 みわこ
どもまつりについて、現在の活動内容について、部会員

について
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2月 13日 第 10回常任委員会
M マート撤退対策会議設置について、有償運送事業に

ついて、２月臨時自治会長会での依頼事項について、各

部会の予定について

2月 16日 臨時自治会長会

生活拠点機能維持検討委員会について、空き家調べのお

願いについて、三和地域福祉推進協議会について

2月 23日 三和中学校 JOBガイダンス
「みんな知ってる？三和のこと」と題し、三和中学校生

徒に地域のことを説明

2月 27日 第 4回定住促進・情報発信部会
空家調査について（進捗状況、自治会長さんへの調査依

頼）、第 3回移住者交流会について
2月 28日 FM丹波「みわを元気に」

三和音頭、みわこどもまつりについて

3月 8日 第 9回地域活力部会
2018 みわこどもまつりについて、みわふれあいカフェ
について、三和音頭について、講演会（平成 30 年度）
について、部会員について

3月 13日 第 11回常任委員会
生活拠点機能維持検討委員会について、有償運送事業に

ついて、３月年度末自治会長会への報告事項及び依頼事

項について、第 5回総会提出議案について、各部会の予
定について

3月 15日 広報紙発行

広報紙第 18号「みわを元気に」発行
3月 15日 第 5回三和町自治会長会
4月 6日 第 12回常任委員会

平成 30 年度定期総会の準備について、自治会長会での
依頼事項について、各部会の予定について

4月 14日 第 5回総会


