
　　集落活動センター開所地区の状況（令和4年5月8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

１ 本山町 汗見川 立野、坂本、屋所、沢ケ内、瓜生野、七戸（6） 168 96 46.8 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） 306 162 52.0 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

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）

516 250 44.6 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）

235 142 68.9 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

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）

116 67 68.1 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

６ 黒潮町 北郷 大屋敷、本谷、大井川（3） 120 65 57.5 H25.3.5
集落活動センター北郷
（旧北郷小学校）

集落活動センター北郷

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） 471 246 57.3 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

８ 香南市 西川 口西川、中西川（2） 362 171 50.8 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） 224 122 59.4 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

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）

728 387 53.3 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) 110 80 78.2 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

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、星ヶ丘（14）

1,480 759 46.1 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）

一般社団法人三原村集落活動センター
やまびこ

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）

466 241 55.5 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

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）

1,522 720 42.7 H26.6.15
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」

15 いの町 柳野 川原田、柳野本村、柳野上（3） 157 93 54.8 H26.11.23
集落活動センター柳野
（ふれあいの里柳野）

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）

579 278 49.9 H27.1.25
集落活動センター佐賀北部
（旧拳ノ川保育所他）

黒潮町佐賀北部活性化推進協議会

17 大豊町 西峯
野々屋、土居、久生野、大畑井、　沖、蔭、柚
木　（7）

162 121 80.9 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

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)

310 154 53.5 H27.6.14
集落活動センター「奥四万十の郷」　　 
（旧郷小学校（体育館））

集落活動センター「奥四万十の郷」

19 四万十町 中津川 中津川(1) 63 36 57.1 H28.2.14
中津川集落活動センター「こだま」
（中津川集落活動センター「こだま」）

大正中津川地区

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)

1,511 784 44.0 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

21 いの町
越裏門・

寺川
越裏門、寺川(2) 61 37 78.7 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）

越裏門・寺川地区村おこし協議会

22 高知市 北七ツ渕 七ツ渕北(1) 14 5 42.8 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)

363 208 43.8 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結いの里運営
協議会

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）

528 273 48.6 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

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、法恩寺、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）

3,090 1,672 45.2 H28.3.26
集落活動センターなはりの郷
（旧弘瀬家住宅他）

一般社団法人なはりの郷

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)

3,654 1,748 37.7 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

27 宿毛市 沖の島 母島、古屋野、弘瀬、長浜、久保浦(５) 143 89 62.2 H28.4.1
沖の島集落活動センター「妹背家」
（母島：沖の島開発総合センター
弘瀬：老人憩いの家）

沖の島集落活動センター「妹背家」

28 宿毛市 鵜来島 鵜来島(１) 33 28 66.7 H28.4.1
鵜来島集落活動センター「鵜来島」
（鵜来島離島センター）

鵜来島地域振興協議会

29 大月町 姫ノ井 姫ノ井、口目塚(２) 427 212 41.9 H28.4.1
姫ノ井集落活動センター「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) 241 120 59.8 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

１

※人口、世帯数、高齢化率は令和4年4月1日時点、今年度開所したセンターは開所日時点



　　集落活動センター開所地区の状況（令和4年5月8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

31 梼原町 西区
仲間、上西の川、下西の川、竹の薮、広野、宮
野々、上成、松谷（8）

622 353 44.0 H29.3.19
集落活動センターゆすはら西
（西区生涯学習館）

集落活動センターゆすはら西推進委員会

32 梼原町 東区
後別当、大蔵谷、東町、中町、北町、南町、西
町、川西路、飯母、太郎川、神在居、仲洞、豊
原、川井、川口（15）

1,408 690 37.7 H29.3.19
集落活動センターゆすはら東
（旧若草保育所）

集落活動センターゆすはら東推進委員会

33 室戸市 椎名 椎名、飛鳥、清水、鹿岡(4） 331 198 66.1 H29.3.25
椎名集落活動センターたのしいな
（旧椎名小学校）

椎名集落活動センターたのしいな運営委
員会

34 中土佐町 大野見南 野老野、竹原、栂ノ川、芹田、川奥（5） 141 93 46.1 H29.3.26
大野見集落活動センターみなみ
（大野見集落活動センターみなみ）

みなみの明日を考える会

35 香美市 美良布 上町、住宅、泉町、本町、新田、本田（6） 1,143 537 42.1 H29.3.30
集落活動センター美良布
（美良布地区集落活動センター）

美良布地区集落活動センター推進協議
会

36 佐川町 黒岩
四ツ白、二ツ野、中野、瑞応、庄田、上黒原、
薬師堂・源重、原、岬、寺野、場所ヶ内、台住、
平野、大田川（14）

1,001 495 49.1 H29.3.31
集落活動センターくろいわ
（集落活動センターくろいわ）

黒岩いきいき応援隊

37 佐川町 加茂
長竹、竹ノ倉、横山、本村西、本村東、弘岡
（6）

1,008 461 41.7 H29.3.31
集落活動センター加茂の里
（集落活動センター加茂の里）

加茂の里づくり会

38 黒潮町 蛎瀬川 馬荷、大方橘川、御坊畑（3） 313 158 47.9 H29.4.2
集落活動センターかきせ
（旧馬荷小学校）

集落活動センターかきせ

39 佐川町 斗賀野

舟床、川ノ内、山瀬、西山組、岩井口、塚谷、
下伏尾、上伏尾、二ノ部、二ノ部丁、駅前丁、
芝ノ坊、角口、狩場、野添、薄木、入寺山、大
平、上美都岐、西下美都岐、東下美都岐、襟
野々、川原田、兎田、砂止、埴生ノ川、楠谷、
中谷、南谷、鉢ヶ森、囃田、古用地、花ノ木、
梅の木、鉢ヶ森西、山崎、鳥の巣(37)

3,145 1,440 38.6 H29.6.29
とかの集落活動センターあおぞら
（とかの集落活動センターあおぞら）

とかの集落活動センターあおぞら運営委
員会

40 大豊町 岩原 岩原、筏木、西峯三谷（3） 157 89 60.5 H29.8.21
集落活動センター「絆の里・いわはら」
（岩原老人憩いの家）

いわはら地区活性化推進委員会

41 土佐清水
市

下川口

下川口郷、下川口浦、歯朶ノ浦、貝ノ川郷、貝
ノ川浦、大津、鳥渕、鉾ノ平、藤ノ川、坂井、有
永、珠々玉、木ノ川、宗呂上、宗呂下、横峰、
片粕、松山（18）

932 544 54.7 H29.8.26
集楽活動センター下川口家
（旧下川口保育園）

集楽活動センター下川口家

42 大豊町 東豊永
大平、大滝、高原、中内、怒田、南大王、八畝
（７）

194 116 71.1 H30.2.4
東豊永集落活動センター
（東豊永集落活動センター）

東豊永集落活動センター推進協議会

43 越知町 横畠西部
袖野、柚ノ木、栗ノ木、薬師堂、清水、深瀬、稲
村（７）

176 99 57.4 H30.3.20
山笑ふ横畠集落活動センター
（横畠西部公民館）

チーム横畠

44 本山町
上関・
下関

上関・下関（２） 221 120 49.8 H30.3.21
集落活動センターなめかわ
（なめかわの郷）

集落活動センターなめかわ運営協議
会

45 須崎市 安和 南谷、田ノ浦、中の川内、本谷、沖、領久（６） 715 329 45.2 H30.4.1
集落活動センターあわ
（集落活動センターあわ）

集落活動センターあわ

46 香美市 平山 平山、東川、曽我部川、大法寺北（４） 258 145 53.1 H30.4.1
集落活動センターひらやま
（新改北部構造改善センター）

集落活動センターひらやま推進協議
会

47 津野町 白石
大川、中野、中谷、駄場、桃ノ木、竹ノ谷、二ツ
家、重谷、大西（９）

360 164 43.6 H30.5.20
集落活動センターしらいし
（旧白石小学校）

白石活性化委員会

48 馬路村 魚梁瀬 魚梁瀬（１） 149 85 40.9 H31.1.9
集落活動センターやなせ
（馬路村開発センター）

集落活動センターやなせ運営協議会

49 仁淀川町 下名野川
向井、土屋、斧ノ谷、松木、上屋敷、中、津江、
長坂（８）

117 70 68.4 H31.3.8
集落活動センター山村自然楽校しもな
の郷
（山村自然楽校しもなの郷）

集落活動センター山村自然楽校しもな
の郷運営協議会

50 津野町 船戸
下桑ヶ市、上桑ヶ市、西倉川、岩土、桂、船戸
町、船戸奈路、中村、西の川（９）

418 198 46.4 H31.4.14
集落活動センターふなと
（船戸地区集落活動拠点施設）

船戸活性化委員会「四万十川源流点」

51 須崎市 浦ノ内

切畑、馬路、谷、刈谷、山崎、菅、中ノ谷、北浦、
土取、大星、長万、清水、天神、大島、中平、
戸波浦、横浪、鳴無、坂内、摺木、立目、出見、
塩間、深浦、灰方、埋立、下中山、今川内、浦
場、福良、池ノ浦、須ノ浦（３２）

2,747 1,497 35.3 R1.5.21
集落活動センターうらのうち
（浦ノ内公民館）

浦ノ内地区地域自主組織

52 大豊町 穴内
敷岩、穴内一１、穴内一２、穴内二、穴内三、
磯谷、尾生（7） 207 126 60.9 R1.5.25

集落活動センターあなない
（穴内公民館）

穴内地区活性化推進委員会

53 室戸市
日南・
大平

日南、大平（２） 72 43 68.1 R1.8.10
日南・大平集落活動センターひなた
ぼっこ
（旧日南小学校）

日南・大平集落活動センターひなた
ぼっこ運営協議会

54 東洋町 甲浦
甲浦東、中町、西町、白浜、小池、原、河内、
生見（８） 1,405 800 50.8 R1.8.30

甲浦集落活動センターなぎ
（白浜地区集会所）

甲浦集落活動センターなぎ協議会

※正式名称において、「楽」の字を使用

２



　　集落活動センター開所地区の状況（令和4年5月8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

55
中土佐

町
大野見北 神母野、寺野、大股、萩中、下ル川（5） 282 162 63.5 R1.10.1

集落活動センターおおのみきた
（旧大野見北小学校）

大野見北地区振興会

56 大豊町 立川 立川三谷、中央、刈屋、中和、仁尾ヶ内（5） 95 70 85.3 R1.10.7
集落活動センター そばの里 立川
（立川公民館）

立川地区活性化推進委員会

57 日高村 能津
鴨地、長畑、宮ノ谷、本村、大花、名越屋、柱
谷（7） 427 253 59.5 R1.10.25

能津集落活動センターミライエ
（能津集落活動センターミライエ）

一般社団法人能津未来

58 高知市 梅ノ木 小山・梅ノ木・葛山・増原（4） 76 40 55.3 R1.11.1
集落活動センター梅の木
（梅ノ木公民館）

集落活動センター梅の木運営協議会

59
田野町
安田町

大野 田野町大野、安田町大野（２） 195 82 45.6 R2.3.17
集落活動センター大野台地
（大野地区集会所）

集落活動センター大野台地運営協議
会

60 香南市 岸本

岸本1区、岸本２区、岸本３区、岸本４区、岸本
５区、岸本６区、岸本７区、岸本８区、岸本９区、
岸本１０区、岸本１１区、岸本１２区、岸本１３
区、岸本１４区、岸本１５区、岸本１６区、岸本１
７区、岸本１８区、岸本１９区、岸本２０区、岸本
２１区、岸本２２区、岸本２３区、岸本２４区
（２４）

1,009 487 42.2 R2.6.17
岸本地区集落活動センター
（かっぱや）

岸本地区集落活動センター推進協議
会

61 土佐町 松ヶ丘 溜井、伊勢川、上野上（３） 242 112 45.5 R2.6.28
集落活動センター松ヶ丘
（松ヶ丘コミュニティセンター）

集落活動センター松ヶ丘運営委員会

62
四万十

町
野地・
家地川

野地、家地川（２） 207 97 44.0 R3.3.28
集落活動センター「けやき」
(旧家地川小学校)

四万十オルモ組合

63 土佐町 森
五区、駒野、中央、上ノ土居、中村、大谷、南
境、東境、南泉、宮古野（10） 855 464 45.4 R3.10.22

森地域集落活動センター
（旧森中学校跡地）

森地域集落活動センター推進協議会

64 土佐町 地蔵寺 上地蔵寺、中地蔵寺、下地蔵寺（３） 221 111 45.2 R4.4.6 地蔵寺ふれあい笑学校 集落活動センター地蔵寺実行委員会

65 高知市 仁ノ 南、中、北、仁崎・間、浜（５） 430 221 53.0 R4.5.8
集落活動センター仁ノ万葉の里
（春野公民館仁ノ分館）

集落活動センター仁ノ万葉の里
運営委員会

３


