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久美浜二区振興会 

 



二区地区における整備計画・要望の変更 

 

 平成２５年度に策定した二区地区まちづくり計画（実施計画）に基づ 

き、京丹後市の理解のもと、二区全体としては循環道路整備の延伸で、 

毎日利用する大切なライフラインの安全確保に大きな前進がありまし

た。 

 また、各集落においては口馬地の防火水槽の設置工事、奥三谷地内の 

市道舗装修繕工事、甲坂地内の側溝整備工事、栃谷の公民館大規模改修 

工事、など多くの課題が解決しました。 

 更には、近年特に心配されている大地震対策として８つの全集落に、 

携帯式拡声器と救急バックをセットで配布し、公民館に常備していただ 

く事になりました。 

 

 平成２６年度は、耕作放棄地を出さない地域営農組織検討や地域福祉 

を充実させる取り組みは十分にできませんでしたが、来年度に向けて一

層努力をしていかなければなりません。各集落においても、地域づくり 

村づくりに対する思いの高まりが強く、今年度において多くの見直しが 

なされることとなりました。 

 

平成２７年度は、２６年度の取組を引き継ぎ更に地域営農組織の法人

化に向けて、一歩でも前に進むように、取組を行ってきました。また、

各集落においては神谷地内の市道舗装修繕工事、河梨地内の市道舗装修

繕工事、奥馬地の公民館トイレ改修工事、口三谷地内の市道舗装修繕工

事など多くの課題が解決しました。 

 

平成２８年度は、２７年度の取組を継続した話し合いを行い地域営農

組織の法人化に向けて、一歩でも前に進む取組を行ってきました。更に

地域福祉活動にも取組ました。 

 

平成２９年度は、２８年度の取組を継続した話し合いを行い地域営農

組織の法人化に向けて、一歩でも前に進む取組を行ってきました。又、

地区の皆様が安全に機械を使い農作業ができるように、農機具メンテナ

ンス講習会を開催しました。更に地域福祉活動、こども勉強会等にも取

組ました。 

 



平成３０年度は、２９年度の取組を継続した話し合いを行い地域営農

組織の法人化に向けて、具体的な意見を聞く取組を行ってきました。

又、サロン活動として、屋外で行うゲーム、遠足等にも取組ました。 

更に二区地区の未来を見据えた取組として、自治組織立ち上げに向けた

話し合いも行てきました。 

 

 ここに、実施計画の見直しを「変更実施計画」としてまとめ、今後の 

まちづくりに生かしていきたいと思います。 

 

 令和元年度は、30 年度の取組を継続しつつ、二区地区活性化協議会を 

発展的解消として、新自治組織「久美浜二区振興会」を令和 2年度に立 

ち上げる為活動を行ってきました。 

 将来を見据えて、二区全体で助け合って行ける自治組織作りに向け

て、区長会を中心に検討を重ねてきました。 

その結果令和 2 年度より、新自治組織「久美浜二区振興会」を発足さ 

せることが出来ました。 

 

 令和２年度は、新自治組織「久美浜二区振興会」をスタートさせて 

活動してきました。 

 コロナウィルス感染症禍の中での活動内容としまして、新組織で各部

会の実施計画、それに沿った活動、制約を受けながら実施する事ができ

ました。主な活動は、公民館（文化教養部会）は、フラワーアレンジメ

ント、感染対策を行い実施しました。建設防災部会は、ふるさとレスキ

ューの認可を頂きました。また、各区（栃甲）の消防団の活動状況を広

報しました。産業環境部会は、メンテナンス講習会の実施、また「多面

的機能支払」の広域化実現に向け取り組んでいます。健康福祉部会は、

敬老会の実施に向け努力しましたが、コロナウィルス感染症禍の為やむ

なく開催中止をしましたが、敬老会員様全員に記念品と饅頭をお配りし

ました。 

 新組織初年度としましては、上々の立ち上がりができたと思います。 

 

 令和 3年度「久美浜二区振興会」として活動 2 年目となり、コロナに 

翻弄されながらの活動となりました。 

 活動内容としまして、地域コミュニティ事業の立ち上げ。野菜直売所 

古紙、アルミ缶回収の事業を展開してきました。また二区地区「多面的

機能支払い」の広域化に昨年度に引き続き取り組んでいます。 



 専門部会の活動としては、文化教養部会（二区公民館）フラワーアレ

ンジメントを開催致しました。防災建設部会では、各区「自警団数珠つ

なぎ」と表して各区（今年は、口三谷区）の活動内容を協議会だよりに 

掲載しました。産業環境部会は、広域化への取組を継続しています。健

康福祉部会は、敬老会への取組（本年度は、中止）饅頭・記念品贈呈と 

シルバー遠足を秋実施（香住方面）し沢山の参加者で楽しく 1日を過ご

しました。 

 振興会二年目の活動となりましたが、徐々に二区地域の方に受け入れ

られて来たかなと思っています。 

二区各区の整備計画・要望 ※【令和４年度変更要望】 

                    追加：《 》書き 

削除：二本線による見え消し 

（神谷） 

① 道路 ・区内未舗装農道をコンクリート舗装する（上田邸～細口 

    邸の右岸道路） 

   ・林道補修（伊文谷線・荒田線・長谷線・高尾線） 

   ・神谷口付近の落石、崩落防止工事 

   ・道路側溝修繕（市道神谷線 森垣直幸宅～宝林寺） 

    ※グレーチング支給・コンクリート支給 

   ・道路側溝整備（森垣洋平宅横）土水路部を蓋付き側溝 

   ・道路側溝改修２箇所（細口宅横）（大将宅～木村裕一宅） 

    開渠水路から蓋付き側溝へ 

   ・国道 178号歩道整備（口馬地バス停～ローソン） 

   ・市道側溝グレーチング設置（公民館下） 

   ・市道アスファルト舗装補修 ３箇所 

    （神谷口～上田宅  L 180ｍ W 4.5ｍ） 

    （神谷口～国道方面 L40ｍ W 5.0ｍ） 

    （細口宅横 L 44ｍ W 3.5ｍ） 

   ・市道未舗装部アスファルト舗装 （神谷口付近） 

 

② 河川 ・神谷川の護岸整備及び浚渫工事 

   ・神谷東側水路整備（公民館下～竹田宅ハウス） 

   ・神谷川洗堀箇所の洗堀防止対策  ４ヶ所 

   ・神谷川上流（市管理）の護岸復旧 

   ・神谷川（神谷堰）附近洗堀防止対策 



 

③ その他・有害鳥獣対策（材料支給） 

   ・防犯灯新設１基、木村裕一宅横１基、農機具倉庫横１基 

   ・消防ホース更新２４本 １年に４本程度 

   ・可燃物集積所ゴミ箱修理 １基修繕、１基更新 

   ・農業用水路老朽化による漏水防止対策 材料支給 

   ・公民館クスノキの剪定 高所作業車 クレーン借上げ 

   ・神谷自然公園遊歩道整備 材料支給 

      《・公民館・倉庫の整備（シャッター、外壁等）》 

 

（河 梨） 

① 道路 ・市道舗装の補修（河梨区内上側の国道 178号への取り合い道 

路） 

      ・市道側溝と側溝蓋改修 

           ・区内道の補修（原材料の支給）      

 

② 河川 ・河梨川の護岸工事（区内の未施工部分）及び浚渫工事（スナダ 

イネから下）  

      ・消防水利渇水期対策工事（５ヶ所） 

      ・カジヤ谷口の用排水路拡張工事 

 

③ その他・消防用ホースの更新（２本） 

   ・ミニボートピア建設促進（農産物販売所建設、ジオパーク PR 

    館としての活用、文化サークル練習スペースの確保、温泉を利 

    用した施設等大カン谷の開発） 

      ・公民館エアコンの設置（２台） 

      ・ゴミステーションの新規更新（３基） 

      ・長机（公民館）の更新 

      ・ぼんぼりの新規購入 

      《・不燃物置き場整備》 

（口馬地） 

① 道路 ・口馬地区内道路補修 

   ・市道奥馬地河梨線の路肩早期復旧 

   ・道路修繕補修（KTR隧道内水路及び道の修繕、補修） 

   ・区内舗装修理（口馬地地区内及び堤防線） 

   ・区内道の改良 



 

② 河川 ・沖田井堰の基礎部修理 

   ・馬地川の浚渫（宝寿橋～河梨川合流地点） 

 

③ その他・公民館に防火水槽の新設 

   ・KTR路線に踏切設置 

   ・カーブミラーの新設（口馬地区内 口馬地から神谷線口玄内ガ 

バナ橋梁附近） 

      ・消火栓の新設（中島宅前） 

      ・消火栓の修繕（和泉時雄宅前、野村宅前） 

     ・公民館敷地の整備（コンクリート舗装等） 

     ・公園整備（公民館を中心に周辺の公園化整備） 

     ・《コピー機の更新》 

 

（奥馬地） 

① 道路 ・市道アスファルト補修（増田英雄宅～宮本新宅 区内前線） 

   ・馬地谷の農道整備 

   ・市道（馬地谷）整備維持補修 

   ・市道排水工事（市道村岡線と農道の合流点 村岡谷と農道の合 

流点） 

     ・水路補修（奥馬地字オカンダ２４） 

     ・市道奥馬地白木線の整備（KTR高架附近の改良） 

     ・交通安全対策カーブミラー設置（村岡昭宅上） 

 

② 河川 ・馬地川改修工事（鉄橋下～村岡神社 KTR鉄橋下護岸工事及び 

    川床修繕） 

   ・馬地川護岸補修（KTR橋梁下 上へ 10ｍのところ） 

   ・河川落差構魚道設置（２ヶ所） 

 

③ その他・KTR線路に横断用の踏切設置（3ｍのコンクリートと踏切） 

   ・KTR（土手）竹の伐採 

   ・多目的広場整備 

   ・LED防犯灯新設（集会所附近） 

   ・可燃物集積所ゴミ箱（３ヶ所） 

   ・公民館の水洗化 

      ・《傷害事故防止の為のガードレール設置（村岳神社附近）》 



      ・《奥馬地区入口道路に防犯カメラ設置》 

 

（口三谷） 

① 道路 ・市道の拡幅（旧作業所～和田明美宅三又路） 

   ・市道側溝の漏水修繕（製材所前） 

   ・区内道（市道）の舗装全面復旧 

   ・林道（田和谷線）生コン舗装 

   ・市による除雪（三又路～公民館） 

   ・国営農地と国道 312号の交差点にカーブミラーの設置 

   ・林道田和線の法面改修（梅谷橋下 100ｍ附近 

   ・カマタ・タルイ団地内の溜池の転落防止柵設置 

   ・市道陥没箇所の修復（高橋忠彰宅前） 

 

② 河川 ・市川久美谷川浚渫の工事 

   ・府川久美谷川浚渫の工事 

   ・府川久美谷川護岸改修（カマタ橋橋脚部） 

   ・井堰の改修（久美谷川口三谷下流 50ｍ附近） 

   ・市川久美谷川の総イネ～上流間を府の管理に移行 

 

③ その他・有害鳥獣の駆除 

      ・反射板の設置（伊領橋欄干附近） 

         ・小学生通学バスの運行（二区地内） 

     ・情報機器等設置 

     ・公民館トイレの浄化槽設置改修 

      ・除雪機（タイヤショベル）の貸与 

      ・コピー機の更新 

      ・「かに一番」先の看板移転（国道 312号へ出るのが危険） 

      ・「かに一番」の両店舗間の市道にガードマン配置 

      ・《農機具倉庫の修繕》 

 

（奥三谷） 

① 道路 ・二区循環道路法面改修（稲田康広宅前） 

   ・市道改修（通称外畑地区生コン L 80ｍ） 

   ・市道奥三谷伊領線側溝改修（和田一彦宅下側） 

   ・市道奥三谷 2号線の改良（公民館より上側未整備部分 L 180 

ｍ） 



           ・市道奥三谷出石線改修（通称外畑以遠） 

      ・市道奥三谷出石線側溝改良（通称小柿地内 和田紀代子宅附 

近）と山側の側溝さらえ 

      ・林道改修（奥山作業道の改修）（作業道大滝線） 

      ・林道整備（補修用砕石支給） 

      ・市道整備（奥三谷区内砕石補修） 

      ・井出ノ口橋の拡張（L 9ｍ 幅員 4.5ｍ） 

      ・市道伊領線 和田豊弘氏ハウス横にカーブミラーの設置 

      ・奥三谷市道 1号 ガードレールの設置（L＝20ｍ） 

 

② 河川 ・久美谷川護岸補修（磯田和明、稲田久代、和田一雄宅附近） 

   ・久美谷川護岸改修（井手ノ口橋上流右岸 L 20ｍ） 

   ・河川改修（袖長進一宅田堤防護岸） 

 

③ その他・有害鳥獣の駆除及び防護施設設置助成 

   ・公民館環境整備（外灯増設、照明器具の LED化） 

   ・消防ポンプホースの入替え 

   ・除雪機の更改（ペイローダーや両手ハンドルの小型機に） 

      《・公民館トイレの浄化槽設置改修》 

（甲坂） 

① 道路 ・市道不動谷線側溝改修（高谷久吉宅前） 

   ・林道作業道崩壊法面の復旧 

   ・市道不動谷線崩壊（獣害）法面の復旧 

   ・林道不動谷線側溝蓋の整備 

   ・不動谷作業道の法面崩落防止工事   

   ・市道栃谷口馬地線道路側溝修繕（岡本雅善宅前） 

 

② 河川 ・栃谷川の浚渫（本田みつ宅前） 

   ・区内農業用水路兼消防水利水路整備 

      ・畑ケ谷砂防堰堤土砂撤去 

 

③ その他・空き家対策（斡旋事業の積極的取組み 

   ・公民館炊事場の床板張替 

      ・公民館畳の更新 

      ・公民館トイレの改修 

 



（栃谷） 

① 道路 ・市道生コン舗装（栃谷向町線 米田橋～久美浜病院） 

   ・旧国道の復旧（重機借上げ） 

   ・農道生コン舗装（湯谷道 L230ｍ） 

   ・市道整備（砕石） 

   ・横断歩道の新設（大坪橋 西側） 

   ・市道側溝新設（奥田和宏宅前） 

   ・国道 312号に歩道の新設 

   ・栃谷川沿い通学路の再舗装 

② 河川 ・栃谷川の浚渫 

   ・栃谷川堤防修繕（栃谷橋～米田橋） 

   ・栃谷川堤防修繕（米田橋上流側欠落 ２ヶ所） 

   ・農業用水路修理工事（奥田和宏宅～公民館 L200ｍ） 

   ・農業用排水路整備（大坪、砂入り地区 U-450 L700ｍ） 

   ・農業用排水路整備（川東地区 W500 800  L460ｍ） 

   ・農業用給水路の整備（四反田地区 L205ｍ、大坪地区 L337 

    ｍ、米田地区 L402m、旧池田地区 L58ｍ） 

  ・栃谷川護岸及び川床（今村守雄宅横）の破損修理 

  ・井堰の修理（野村昌利宅前、尾上多美男宅上側、モウソウ井 

堰） 

  ③その他・栃谷公園遊具の新調（滑り台、鉄棒等） 

     ・治山工事（安達徹宅、田中幸一郎宅、和田彰宅、安達正明宅裏 

      山） 

     ・消火栓蓋用ハンドル及びホースの更新 

     ・小型除雪機の貸与 

     ・公民館改修（エアコン設置、トイレ水洗化、畳の交換、炊事場 

      の改修、電灯の LED化等） 

     ・防犯灯の新設（大坪橋西側、安達フトン店前）及び LED化 

     ・農道、林道の道際の灌木伐採（高所作業車借上げ） 

     ・三番叟衣装の新調 

     ・国営農地国道横の沈砂池の浚渫 

     ・国営農地パイプラインの漏水修理 

     ・生活排水路の整備（渡辺嘉一宅下側、寅野増雄宅～中嶋範雄、 

      沖野坪中嶋雄水田～上岡美行水田横） 

     ・消防車庫の屋根の修理 


