
  集落活動センター開所地区の状況（H28年6月1日現在） 

NO. 市町村名 地区名 構成集落（集落数） 人口 世帯数 高齢化率 開所時期 名称（拠点施設） 実施主体（事務局スタッフ） 

１ 本山町 汗見川 立野、坂本、屋所、沢ケ内、瓜生野、七戸（6） 182 94 58.2 H24.6.17 
集落活動センター「汗見川」 
（汗見川ふれあいの郷 清流館） 

汗見川活性化推進委員会 

２ 土佐町 石原 有間、峯石原、西石原、東石原（4） 358 179 49.4 H24.7.1 
集落活動センターいしはらの里 
（石原コミュニティーセンター他） 

いしはらの里協議会 
（高知ふるさと応援隊１名） 

３ 仁淀川町 長者 
木半夏、宮首、中ノ瀬上、中ノ瀬下、古田、石
井野、打置、西古城山、東古城山、寺野、竹谷、
宮ケ坪、日鉄宮ケ坪、五味谷(14） 

622 282 38.8 H24.12.1 
集落活動センターだんだんの里 
（だんだんの里） 

だんだんくらぶ 

４ 梼原町 松原 
大向、中平、上久保谷、下久保谷、松原、島中
（6） 

275 149 62.9 H25.1.12 
集落活動センター「まつばら」 
（松原ふれあいセンター他） 

集落活動センター「まつばら」推進委員会
（高知ふるさと応援隊１名） 

５ 梼原町 初瀬 
上折渡、下折渡、影野地、大野地、佐渡、初瀬
本村、仲久保（7） 

134 70 52.9 H25.1.12 
集落活動センター「はつせ」 
（鷹取の家他） 

集落活動センター「はつせ」推進委員会 
（高知ふるさと応援隊１名） 

６ 黒潮町 北郷 大屋敷、本谷、大井川（3） 136 67 51.5 H25.3.5 
集落活動センター北郷 
（旧北郷小学校） 

北郷地区協議会 

７ 安田町 中山 
間下、内京坊、正弘、別所、中ノ川、西ノ川、与
床、小川、中里、船倉、瀬切、日々入（12） 

549 272 49.2 H25.4.1 
集落活動センターなかやま 
（旧中山小学校他） 

中山を元気にする会 
（高知ふるさと応援隊４名） 

８ 香南市 西川 口西川、中西川（2） 397 168 49.4 H25.4.12 
西川地区集落活動センター 
（西川公民館） 

西川地区集落活動センター推進協議会 

９ 四万十市 大宮 大宮上、大宮中、大宮下（3） 283 133 50.9 H25.5.26 
大宮集落活動センターみやの里 
（㈱大宮産業） 

大宮地域振興協議会 
（高知ふるさと応援隊２名） 

10 佐川町 尾川 
高平、下郷、西山耕、中村、山田、堂野々、松
ノ木、古畑、峰（9） 

806 398 48.3 H25.9.19 
尾川地区集落活動センターたいこ岩 
（ふれあいの里尾川） 

尾川地区活性化協議会 

11 安芸市 東川 入河内、黒瀬、大井、古井、別役（5) 157 104 74.5 H25.9.29 
東川集落活動センター「かまん東川」 
（東川公民館） 

東川地域おこし協議会 
（高知ふるさと応援隊１名） 

12 三原村 全域 
下切、亀ノ川、広野、柚ノ木、宮ノ川、来栖野、
皆尾、芳井、下長谷、上下長谷、上長谷、狼内、
成山（13） 

1,657 772 44.1 H26.3.28 
三原村集落活動センターやまびこ 
（三原村農業構造改善センター） 

三原村集落活動センター推進協議会 
（高知ふるさと応援隊３名） 

13 梼原町 四万川 
東向、富永、下組、東川、中の川、本も谷、茶
や谷、井高、坪野田、文丸、神の山、坂本川、
六丁（13） 

562 269 51.6 H26.3.29 
集落活動センター「四万川」 
（四万川交流センター） 

集落活動センター「四万川」推進委員会 
（高知ふるさと応援隊２名） 

14 南国市 稲生 
立石、千田ノ木、間田、土居ノ谷、中谷、林谷、
西谷、小久保、芦ヶ谷、北地、衣笠、丸山、井
川、千屋崎（14） 

1,669 753 39.1 H26.6.7 
集落活動センター「チーム稲生」 
（稲生ふれあい館） 

集落活動センター「チーム稲生」 
（高知ふるさと応援隊１名） 

15 いの町 柳野 川原田、柳野本村、柳野上（3） 192 96 56.3 H26.11.23 
集落活動センター柳野 
（ふれあいの里柳野他） 

明るい柳野を創る会 

16 黒潮町 
佐賀 
北部 

鈴、市野瀬、佐賀橘川、拳ノ川、拳ノ川団地、
荷稲、川奥、小黒ノ川、中ノ川（9） 

648 288 46.3 H27.1.25 
集落活動センター佐賀北部 
（旧拳ノ川保育園） 

佐賀北部活性化推進協議会 
（高知ふるさと応援隊１名） 

17 大豊町 西峯 
野々屋、土居、久生野、大畑井、 沖、蔭、柚
木 （7） 

211 144 75.4 H27.3.22 
集落活動センター「西峯」 
（大豊町複合集会所「ひだまり」） 

西峯地区活性化推進委員会 
（高知ふるさと応援隊１名） 

18 津野町 郷 
旧宮、谷の内、郷内、王在家、枝ヶ谷、口目ヶ
市、日曽の川、古味口(8) 

370 162 46.2 H27.6.14 
郷地区集落活動センター「奥四万十の
郷」   （旧郷小学校（体育館）） 

郷地区活性化委員会 
（高知ふるさと応援隊1名） 

19 四万十町 中津川 中津川(1) 62 34 64.5 H28.2.14 
中津川集落活動センター「こだま」 
(28年度の完成までは大正中津川憩の家） 

大正中津川地区 
（高知ふるさと応援隊1名） 

20 四万十町 仁井田 

床鍋、影野上、影野下、奥呉地、魚ノ川、下呉地東、
下呉地西、替坂本、山株、六反地町、六反地郷、
神有上、神有下、汢ノ川、仁井田、浜ノ川、本田、
小向、平串、富岡(20) 

1,625 769 39.5 H28.3.12 
集落活動センター「仁井田のりん家」 

（旧影野保育所） 
仁井田みらい会議 
（高知ふるさと応援隊1名） 

21 いの町 
越裏門・
寺川 

越裏門、寺川(2) 80 47 83.2 H28.3.13 
越裏門・寺川地区集落活動センター
「氷室の里」（旧越裏門幼稚園他） 

越裏門・寺川地区村おこし協議会 
（高知ふるさと応援隊1名） 

22 高知市 北七ツ渕 七ツ渕北(1) 17 6 41.2 H28.3.13 
北七ツ渕集落活動センター「たけのこの里」   
（七ツ渕北公民館） 

北七ツ渕集落活動センター運営協議会 

23 大川村 全域 

船戸、小松、朝谷、大北川、高野、川崎、
井野川、大平、小麦畝、小北川、大藪、下
切、南野山、上小南川、下小南川、中切
(16) 

408 224 44.9 H28.3.16 
大川村集落活動センター結いの里 
（旧大川村つぼみ保育園） 

大川村集落活動センター運営協議会 
（高知ふるさと応援隊1名） 

24 梼原町 越知面 横貝、太田戸、下本村、上本村、井の谷、永野、田
野々、上後別当（8） 562 276 44.6 H28.3.20 

集落活動センター「おちめん」 
（越知面遊友館） 

集落活動センター「おちめん」推進委員会 

（高知ふるさと応援隊１名） 

25 奈半利町 全域 

車瀬、中里、百石、樋ノ口、上長田、下長田、
平松、東町、横町、立町、弓場、一区、二区、
三区、四区、五区、六区、七区、八区、生木、
宮ノ岡、報恩寺、六本松甲、六本松乙、平、 
花田、池里、米ヶ岡、宇川、須川、久礼岩、 
大原、西ノ平、加領郷、愛光園、港町（36） 

3,377 1,753 40.6 H28.3.26 
集落活動センターなはりの郷 
（旧弘瀬家住宅） 

一般社団法人なはりの郷 
（高知ふるさと応援隊１名） 

26 芸西村 全域 

西分浜西、西分浜中①、西分浜中②、第二、第
一、長谷、松原、郷西①、郷西②、郷西③、郷中、
郷東、堀切、和食浜西、和食浜中、浜東、浜浦、
叶木、正路、下組、下中、中村、西組、北組、城
本、津野、笹ケ森、極楽、西、中、井上、土居、芝、
岡、西地、東地、道家、国光、久重、洋寿荘、憩
ケ丘、中の城(40) 

3,871 1,737 36.0 H28.3.26 
集落活動センターげいせい 
（芸西村地域交流センター） 

芸西村集落活動センター推進協議会 
（高知ふるさと応援隊２名） 

27 宿毛市 沖の島 母島、古屋野、弘瀬、長浜、久保浦(５) 175 103 57.0 H28.4.1 
集落活動センター沖の島 
（母島：沖の島総合開発センター 
弘瀬：老人憩いの家） 

沖の島地域振興協議会 
（高知ふるさと応援隊１名 
 ※鵜来島と兼務） 

28 宿毛市 鵜来島 鵜来島(１) 42 29 59.5 H28.4.1 
集落活動センター鵜来島 
（鵜来島離島センター） 

鵜来島地域振興協議会 
（高知ふるさと応援隊１名 
 ※沖の島と兼務） 

29 大月町 姫ノ井 姫ノ井、口目塚(２) 453 212 40.4 H28.4.1 
集落活動センター「姫の里」 
（姫ノ井ふるさとセンター） 

姫ノ井集落活動センター「姫の里」推進協
議会 

30 黒潮町 蜷川 蜷川、仲分川、伴太郎、米原(４) 281 134 61.5 H28.4.1 
集落活動センターであいの里蜷川 
（旧蜷川小学校） 

蜷川地区 
（高知ふるさと応援隊１名） 


