
 

 

第１５回オーライ！ニッポン大賞 応募用紙 
１ 応募部門 ※該当する部門に〇を付けて下さい。複数選択可。 

１－学生・若者カツヤク部門   ２－都市のチカラ部門   ３－農山漁村イキイキ実践部門 

２ 応募者の情報 ※団体、企業、個人等。 

名  称 
フリガナ コヤデガンバロウカイ 

古屋でがんばろう会 

代表者名 
フリガナ ハセガワ ヨウスケ 

代表者の 

職名 

 

古屋でがんばろう会 会長 長谷川 陽介 

担当者名 
フリガナ アサコ ナオキ 担当者の 

所属・職

名 

綾部市役所 

定住・地域政策課 課長 朝子 直樹 

連 絡 先 

住所 〒623－8501 

京都府綾部市若竹町８－１ 

 

 

 

TEL  

0773－42－3280 

FAX 

0773－42－4406 

電子メール 

n-asako@city.ayabe.lg.jp 

WEBサイト 

http://www.facebook.com/koyadeganbaroukai/ 

Facebookのユーザーネーム 

古屋でがんばろう会 

３ 応募に関する連絡先 ※「２応募者の情報」の担当者及び連絡先と同じ場合は記入不要です。 

担当者名 
フリガナ 担当者の 

所属・職

名 

 

 

連 絡 先 
住所 〒   － 

 

 

TEL 

FAX 

電子メール 

４ 応募者の属性※該当する属性に○を付けて下さい。複数選択可。複数の主体が連携している場合は、連携している全ての主体について回答下さ

い。 
（農山漁村側） 

１－個人  ２－住民組織・自治組織  ３－農林漁業者の組織   

４－企業  ５－NPO法人  ６－学校・大学  ７－地方自治体 

８－その他                      ） 

（都市側） 

９－個人  10－住民組織・自治組織  11－企業   

12－NPO法人  13－学校・大学  14－地方自治体 

15－その他                     ） 

５ 主な活動内容 ※該当する部門に〇を付けて下さい。複数選択可。 
１－都市農山漁村交流  ２－定住・帰農の促進  ３－農林漁業の支援  ４－子どもの体験活動・教育旅行に関する取組 

５－地域資源の利活用・商品開発  ６－食に関する取組  ７－環境保全活動  ８－地域づくり  ９－地域文化継承・創

造 １０－起業や雇用創出の取組 １１－その他（                         ） 

６ 応募者の概要 
① 活動年数 現在までの活動年数（  ７  ）年 ・ 前身の活動年数（  ０  ）年 

※現在の取組みの前身となる活動・組織がある場合は、その活動年数もご記入ください。 

② 主な活動拠点施設 京都府綾部市 古屋公民館 

③ 主な活動エリア 京都府綾部市 古屋付近 

④ 活動を担う人材の

数 

（  ８  ）人  うち専属スタッフ（ ０  ）人 

７ 活動の実績・効果  ※活動の実績と効果について、数字で示せるものをご記入ください。 
活 動 日 数 直近の年間の活動日数（  ３１  ）日  ／ これまでの累計の活動日数  （  １８０   ）日 

売 上 実 績 直近の年間の売上実績（      ）円  ／  これまでの累計の売上実績  （        ）円 

参 加 者 数 直近の年間の参加者数（ ７００ ）人  ／  これまでの累計の参加者数  （  ３，７００ ）人 

その他の実績  

８ 活動資金について 

年間の活動費 おおよそ（  ３００，０００  ）円 

主な財源（下記項目で該当するものに○印を付けて下さい。複数回答可） 

活動当初 １－行政の補助事業  ２－企業・民間団体等からの助成  ３－自己資金（会費収入を含む） 

４－その他                                           ） 

現  在 １－行政の補助事業  ２－企業・民間団体等からの助成  ３－自己資金（会費収入を含む）   

４－その他                                          ） 

９ 過去の受賞歴について（受賞したものがあればお書きください。） 

特になし 

10 直近３年間の各種マスコミへの掲載等について ※紹介されたメディア（新聞・雑誌・番組等の名称等）と内容をご記入くださ

い。 



 

 

テレビ：ＮＨＫ総合 『にっぽん紀行 ばあちゃんたちのトチの里～京都 綾部・古屋集落～』（2016/10/23放映） 

     BS-TBS 『俳優・小市慢太郎がゆく～森の京都～』 （2016/7/24放映） 

雑誌 ：季刊地域 『特集 山で稼ぐ！木だけじゃない「トチの実で起業」』（2018年１月 5日発売） 

新聞 ：読売新聞、朝日新聞、京都新聞、産経新聞、あやべ市民新聞 ほか 

内容 ：古屋にて地元住民と、古屋でがんばろう会メンバーが協力して栃の実拾いや製品開発をする様子等 

11 活動の詳細（3500文字程度／Ａ４用紙２枚程度） 

① 活動の目的（応募者が組織の場合は、組織の目的も記述） 

京都府綾部市にある集落「古屋（こや）」は、３戸４名が暮らす限界集落です。１０年前は廃村寸前。誰もが「もう遅い」

「もう無理だ」と、あきらめていました。２００６年に「綾部市水源の里条例」が制定されたことをきっかけに、住民の間で

「自分たちの代で集落を終わらせたくない」という想いが高まり、近くの森で採れる栃の実を使って、お菓子等の開発・

製造をはじめました。 

２０１０年に綾部市が主導して行った「ふるさとボランティア」によってボランティアが訪れるようになり、２０１１年、組織

的に継続して支援活動ができるよう「古屋でがんばろう会（以下、がんばろう会）」が設立されました。 

２０１８年１月現在、正会員（年会費１０００円、本会の活動についての発案が可能）は５３名おり、うち会計や広報等の

役員が１１名です。賛助会員（年会費不要、発案は不可）のボランティアが３００名程登録されています。 

②主な活動内容（活動内容が多岐にわたる場合は、都市と農山漁村の交流に関する活動を中心に記述） 

＜交流事業について＞ 

今では、古屋に年間７００人のボランティアが訪れ、ツアーや見学等を合わせると、交流人口は年間３０００人にのぼり

ます。ボランティアの種類には、山道整備、獣害防止ネットの設置、栃の実拾いや製品づくりのお手伝いがあり、「古屋

の森・新緑体験ツアー」や「栃の実加工をならうツアー」等のイベントも実施しています。 

イベント開催におけるがんばろう会メンバー正会員の役割としては、以下５点があります。 

（１）イベントの実施内容・実施日を古屋の住民含めて相談・決定、（２）Facebook等でイベントを告知、（３）参加者管理

やイベント準備、（４）イベント当日の運営、（５）撮影した写真や動画を Facebookや Youtube等に投稿して実施報告 

例えば、２０１７年９月には、栃の実拾いのイベントを６回開催し、参加者２６４人、５７７キロの栃の実を拾いました。こ

れだけ多くの参加者が安全に栃の実拾いを楽しむには、がんばろう会の存在が不可欠です。参加者には小さなお子

様もいらっしゃり、栃の実拾いの場所までは、片道３０分以上山を登ることもあります。森に慣れているがんばろう会の

正会員メンバーが先導し、森や栃の実、古屋の歴史について話しながら栃の実を拾います。 

近年は、幼稚園や小学校の校外学習として団体を受け入れたり、京都生協と協同し、栃の実を使ったお菓子の販売

協力に加え、古屋のボランティアツアーを企画・実施しています。 

また、２０１７年からは京都学園大学バイオ環境学部原ゼミが継続的に古屋の山林調査、歴史調査、に加え、がんば

ろう会の活動にも参加してくださっています。 

集落近くの森は、樹齢数百年を超える栃の木が群生する珍しいエリアであり、２０１６年３月に、京都丹波高原国定公

園に指定されました。栃の実を拾う場所には水源もあり、豊かな森での栃の実拾いには、都会からも大勢の方がお越

しくださいます。栃の実拾いが体験できる場所は全国でも限られており、宝探しをしているようだと、毎年楽しみに来て

くださる方もいらっしゃいます。今年はテレビ放映の影響もあり、はじめて関東からも参加されました。 

＜交流事業に関する展開＞ 

発足当時は会員２８名だったがんばろう会ですが、会員が増えるにつれて、活動の幅も広がってきました。特に今年は

いくつか新たな動きがありました。例えば、近郊の綾部や舞鶴、福知山のお母さんグループのリーダーをされている方

が会員になってくださいました。その方の呼びかけで、毎月に１、２回、数名のお母さんが、栃餅や栃の実おかき等の

加工を手伝いに来てくださっています。お母さんたちは SNS等での発信力も高く、今まで古屋のことを知らなかった

「古屋から１時間圏内に住む主婦層」に対しても情報が届いています。 

栃の実のお菓子作りは、時間と手間がかかります。実は１つ１つ、１００年以上使っている道具で皮を剥いていきます。

あく抜きも難しい作業ですが、国土緑化推進機構の「森の名人」を受賞された、渡邉ふじ子さん（９１歳）や京都府の

「農の匠」を受賞された細見恵美子さん（８５歳）、そして岩崎キクノさん（９４歳）が、丁寧に教えてくれ、消えつつある

「技」の継承にもなっています。おばあちゃんががんばる姿は、若い女性の心を打ち、皆、「元気をもらえる」と言ってお

手伝いに来てくださいます。「おばあちゃんに昔ながらのやり方を教えてもらいながら、丁寧につくるということを学んで

いる。とても贅沢な時間を過ごしている」とおっしゃる方もいます。 

活動の広報として地道に発信してきた Facebookページは、現在７００「いいね」を超え、多くの方々に古屋の情報を届

けています。また、近くの集落でゲストハウスと旅行業を営むＩターンの夫婦が広報を担当するなど、古屋は多様な住

民の能力を発揮しあう場にもなっています。 

ゲストハウス（農家民泊）のお客様は８０％が外国人で、古屋の森をトレッキングしたり、おばあちゃんたちのお手伝い

体験を提供しています。古屋は隣の集落まで６キロ。滝を横目に山道を進むと、いきなりぽつんと現れます。築３５０年

の古民家等、昔ながらのたたずまいが残る集落に、外国人は大喜び。大変人気で、「京都の秘境」として楽しんでいた

だいています。 

また、賛助会員の中には、フェルトで小物を作るアーティストの女性がいらっしゃいます。栃の実の皮で染物ができると

知り、皮をもらって帰ってフェルトを染められました。薄茶色に染まったフェルトで帽子やマフラー等の小物をつくり、展

示会で「古屋の栃の実で染めた作品」として紹介されています。 



 

 

＜交流事業以外のがんばろう会の役割＞ 

栃の実を使った製品開発の支援や、マスコットキャラクター「とち丸」を使ったキーホルダーや立て看板等の製品企画・

作成、さらに、森に登山客を誘致するため、登山コースの検討等を行っています。 

今年は兵庫県の酒造メーカーに栃の実を使った焼酎づくりを依頼し、試飲会の開催、ターゲットやネーミング・ラベルの

検討、ボトルの種類選定をしました。メーカーにとっても栃の実で焼酎をつくるのははじめてとあって、朝日新聞、京都

新聞、読売新聞、産経新聞、あやべ市民新聞等、多くの新聞で記事にしていただきました。 

登山コース検討については、正会員であるネイチャーガイドの女性とメンバーが実際に検討コースを歩き、行政の支

援を受けて立て看板の設置を行いました。現在、コースマップの作成や登山者への広報活動の準備中です。 

 

② 活動の成果及び効果 

一番の成果は、これらの活動がおばあちゃんたちの生きがいになっていることです。昭和３０年代ごろは、

１４軒７０人が住んでいたのが１０年前にたったの６人となり、「もっと若ければ」「もっと人がいたら」

と、村おこしの取組をあきらめていました。住民同士が集まる機会もあまりなく、それぞれが各家に閉じこ

もっていました。しかし、廃村にしたくないという想いではじめた取組がボランティアを呼び寄せ、がんば

ろう会となり、「ヒト」（ボランティア）、「モノ」（栃の実や情報）、そして少しずつ商品の売上やボランティ

ア協力金等により「カネ」が回りだしました。また、こうしたおばあちゃんたちの頑張りは近隣の集落の住

民にも影響を与えています。 

＊近年、栃の実おかきの売上は年間４００万円 

栃の実が収穫できるのは毎年９月だけですが、事前にボランティアが急な斜面にも獣害対策のネットを張ら

なければ、栃の実はシカに食べられてしまいます。何度も栃の実拾いのイベントを開催し、例年１，０００

キロを超える栃の実を拾える体制であるからこそ、おばあちゃんたちはその栃の実で、一年中お菓子をつく

ることができるのです。すべき仕事があるから、集まって働き、誰かが手伝いに来てくれてはおしゃべりを

して笑顔で見送る。「目的を持って社会と関わることで、１０年前より若返った」と言われています。最近

は、新商品の栃の実クッキーを開発するなど、その向上心、研究意欲は衰えるところを知りません。平均年

齢９０歳でも、これだけ挑戦できるのだということを世の中に示しています。 

訪れる人にとっても、古屋でのボランティアは特別な体験となっています。おばあちゃんたちが挑戦してい

る姿をみて、「元気を出して仕事をしようと思った」「大きい工場でできた安いものばかりではなく、手作り

の製品に目を向けたいと思った」「年齢を理由にしてはいけないと思った」等、人生や価値観が変わる方もい

らっしゃいます。森に入るイベントでは、樹齢１，０００年の栃の木に思いを馳せる方、自然の中でリフレ

ッシュする方や、栃という普段馴染みのない木について知る機会になったという方もいらっしゃいます。 

今後も、既存イベントの継続や、後継者育成の観点から新たなイベントを企画・実施し、交流人口を増やし

ます。多くの方に日本の限界集落やそこでがんばる人たちについて知っていただき、地方に目を向ける足掛

かりになればと思います。 

12 活動の概要（「11 活動の詳細」を 200文字程度に要約） 

京都府綾部市にある集落「古屋（こや）」は、平均９０歳のおばあちゃん達３名と自治会長、４名が暮らす限界集落で

す。１１年前に一念発起し、近くの森で採れる栃の実を使ったお菓子の開発・販売をはじめました。「古屋でがんばろう

会」は、古屋の活動を支えるために設立された自主応援組織で、都市住民を巻き込んで、都市と農村地域を結ぶイベ

ントの企画・実施をしています。交流人口は３０００人以上にものぼり、おばあちゃんたちの生きがいとなっています。 

13 ＰＲコメント（応募に当たっての意気込み、全国へのメッセージ等を 200文字程度に要約） 

「古屋でがんばろう会」は設立７年目、京都府綾部市の限界集落、古屋（こや）に暮らす人を支える自主応援組織で

す。日本には多くの限界集落があると思いますが、たった数名でも住民が前向きにがんばれば、多くの人を巻き込む

ことができます。そのタイミングで組織をつくり、それぞれが少しずつ力と知恵を出すことによってみんなが幸せになれ

る好事例です。ぜひ、多くの方に知っていただきたく思います。 

14 過年度の応募について ※該当するもの１つに〇を付けて下さい（択一）。 
１－今回の応募が初めて  ２－今回と違う内容で応募したことがある   ３－今回と同じ内容で応募したことがある  ４－分からない 

15 情報公開の可否 
応募内容（応募用紙の記載内容、添付写真など）について、主催者が農山漁村の共生・対流の幅広いＰＲのために、

パンフレットや冊子、ホームページ等への掲載に使用することをあらかじめご了承いただけますか？  
はい・いいえ 

16 写真の添付について 
応募内容に関する具体的な活動の様子や実績が分かる写真をご用意ください。枚数は５枚程度に絞り込んでください。データでも紙焼きでも

可能としますが、解像度の高い鮮明な写真で（データの場合は１枚当たりの容量が１ＭＢ～３ＭＢ程度）、活動の魅力が伝わるものをお送りく

ださい。 

17 参考資料の添付について 
応募内容の様子が分かる資料（応募内容が紹介された記事、応募内容に関連するパンフレット等）を３点程度ご提供下さい。特に応募者が団

体の場合は、組織の規約（法人の場合は定款）、直近の事業報告書（収支決算書を含む）を必ず添付して下さい。資料は、コピーやデータ可。

ただし、ページ数の多い資料は事務局でのコピーが難しくなりますので、余部がありましたら原物を 10部お送りくださるようご協力をお願い

いたします。 

 


