
 

 

京都市未来まちづくり１００人委員会＜第３期＞ 

部会： 

１００人委員会 

モデル形成部会 
メインテーマ 

取り組んできた課

題 

めざす目標 

幅広い層の市民が集まり、京都市や地域が抱える課題を自ら考え、テーマ化（チー

ム化）し、その課題解決に向けて２年以上活動した委員会について、行政・市民の

「協働」の取組におけるモデル化を目指した。また、取り組みの輪を広げる視点か

らその成果を社会に提案できる事業(全体行動)を行うこととした。 

第３期の 

行動概要 

モデル形成にあたり、委員個人とチーム（２期までの議題チーム）・プロジェクトの２つ

の視点から、当委員会の特徴を分析した。委員個人に対しては１００人委員会の活

動を通じて社会や所属チームなどに対して貢献したこと、およびそれを通じて得ら

れた気づきや学びをまとめるポートフォリオの作成を全委員にお願いした。また、

プロジェクトチームに対しては、目標や課題のうち、何が達成できて何が達成でき

なかったか、またその理由は何か振り返る作業をお願いした。 

一方、活動の成果を企画にまとめ「京都未来まつり２０１１」として平成２３年１

１月２３日に新風館で開催し、運営を統括した。チーム・プロジェクトや企画部会

の活動を紹介するだけでなく、協働のまちづくり活動の意味、意義、楽しさ等を共

に経験し味わってもらうため企画への参加を呼びかける広報をおこなった。 

主な第３期の活動経緯（メディア掲載履歴を含む）【※詳細は後出資料参照】 

モデル形成グループと全体行動グループの２グループ体制を設置 

【モデル形成グループ】（定例会議外にて計１１回の会合を開催） 

・８、９月定例会議において、ポートフォリオ作成のための作業を実施。 

・８月定例会議において、チーム・プロジェクトの振り返り作業を実施。 

・１０月の全体行動「京都未来まつり２０１１」で、ポートフォリオカフェを実施。 

【全体行動グループ】（定例会議外にて計７回の会合を開催） 

・｢全体行動を考えるワークショップ｣や企画会議を５回開催し、委員全員から企画を集め構成した。 

・全体行動を実施統括するため企画調整会議や定例会議において行動の共有をはかった。 

【部会共通】 

・ １０月２３日、新風館とこどもパトナを会場に「京都未来まつり２０１１」を開催。 

●メディア掲載：「市民しんぶん」10 月号掲載、ＫＢＳ京都ラジオで２回広報を発信、三条ラジオカフェ 

メンバー 

【部会長】  木村壽夫 

【副部会長】 佐藤友一（モデル形成グループ・リーダー兼任） 

       美濃部竜治（全体行動企画グループ・リーダー兼任） 

       乾 明紀  上原智子  筒井洋一  森 一代  吉川忠男 

【部会長代行】 荒木本惠  梶 宏   吉川哲雄 

【文書管理・連絡担当】松浦千晶 

【メンバー】 臼杵裕美子 勝見九重  熊谷正志  齋藤義憲  坂木めぐみ 

       白井敞子  鈴木陽子  田村 剛  土肥真司  冨田貫之 

       野村正樹 

連携した団体  

サポーター（委員会外） 

□ポートフォリオカフェでのコメンテイター： 

   山崎亮氏（studio-L）  松野智義仁氏（横浜市/イマジンヨコハマ） 

   亀和田俊明氏、栃木政章氏（ 宇都宮市/宇都宮プライド） 

□ポートフォリオまとめ作業： 

   安田裕子（立命館大学 衣笠総合研究機構 ポストドクトラルフェロー）、上岡由季（立命館大学大学院 

   応用人間科学研究科 修士１回生）、三谷翼（同志社大学 経済学部 2 回生） 



 

 

活動成果のまとめ 

■チーム・プロジェクトの成果と個人の貢献・学びや気づきから見る１００人委員会モデル 
（担当：佐藤、乾） 

【後出の自由記述欄・参照】 

 

 

■京都未来まつり２０１１の成果報告                （担当：美濃部） 

「１００人委員会とは何か？」「１００人委員会の目指す「まちづくり」とは？」「１００人委員

会モデルとは？」「一般の市民とどう共有するのか？できるのか？」「『まちづくり』に関心のあ

る方を発掘できるのか？」「何をテーマにするのか？」「必要性は？」等々の観点から全くの０

（ゼロ）スタートとして取り組みました。 

３年間「１００人委員会」で時間を共有した仲間が「熱い『まちづくり』への思い」を胸に秘めな

がら、多くの市民と何かを共有しようではないかとこの 1 日のイベントに関われたのではないかと

思います。 

これからの未来に向けた京都ならではの「まちづくり」のスタイル・・・「モデル」を参加や体験

を通して、市民に伝え・問いかけ・語り合い・共有する・・・「まつり」としての成果があったと

考えております。 

第３期終了後の方針／行動計画 

 

ポートフォリオ、チーム振り返りシートの分析、補強アンケートも含めた「モデル形成」のために 

【 継続活動 】をおこなう。 

部会からのメッセージ 

モデル形成部会は、委員全員の理解と協力を必要とする活動を続けてきました。「全体行動」では

委員一人一人の思い、やりたいことを丁寧につなぐ作業を行いました。 

その結果、『京都未来まつり 2011』では多岐にわたる企画が多くの市民の参加を集め、委員会の

活動をご理解いただけたと評価しております。 

「モデル形成」ではポートフォリオ作成というなじみのない作業を皆さんにお願いいたしました。 

また委員会のモデル化にも皆様のご協力に応えるためこれも丁寧に分析・まとめを行い、その成果

はこの報告書の資料としてつけることができました。委員会は行政と市民の「協働」を主たる活動

領域として活動を行ってきました。それは京都市の進める「市民参加」の根幹を占める活動です。

しかし市民参加は始まったばかりです。委員が活動の中で成長し、市民の主体的力量をあげること

で「市民参加」の次のステージが見えてまいります。 

委員の皆様には改めてご理解、ご協力をいただいたことにモデル形成部会として御礼申し上げま

す。 

モデル形成部会一同 



 

 

主な活動記録写真 コメント 

 

自主ミーティング 

 

H23年 2月 22日 

谷口研究室にて 

 

 

第 5回定例会議部会会議 

 

ポートフォリオの作成 

 

H23年 3月 19日 

 

 

第７回定例会議 

 

全体行動を考えるワークショップ

開催 

 

H23年 5月 28日 



 

 

主な活動記録写真 コメント 

 

全体行動企画会議 

絹川道場にて 

 

H23 年 6月 14日 

 

第８回定例会議 

ポートフォリオの説明 

 

H23 年 6月 25日 

 

第１０回定例会議 

チーム振り返りワークショップ 

 

H23 年 8月 27日 



 

 

主な活動記録写真 コメント 

 

第 11回定例会議 

京都未来まつり 2011 

企画発表 

 

H23年 9月 24日 

 

京都未来まつり 2011 

 

H23年 10月 23日 

 

 

 

オープニングセレモニー 

 

 

 

▼下写真 

ポートフォリオカフェ 

 
■参加者 

 観客 120人（参加・観覧含め） 

 

■成果（良かったことなど） 

＊会場を満員にできたこと 

＊参加者の満足度が高かったこと 

＊参加者に１００人委員会のことを

伝えられたこと 

＊まちづくりを振り返るためのポー

トフォリオの有効性が認められた

こと 

＊参加者にまちづくりのヒントを与

えられたこと 

（以上アンケート結果より） 

 

■課題（見直しが必要なことなど） 

＊１００人委員にこの取組をもっと

理解して欲しかった 

＊１００人委員にもっと参加して欲

しかった 

 



 

 

■モデル形成部会 活動概要 

年月日 内容 

1月 15日 自主ミーティング 

1月 20日 自主ミーティング 

2月 22日 自主ミーティング 

3月 10日 モデル形成グループ会議 

3月 15日 チーム班自主ミーティング 

5月 18日 モデル形成グループ会議 

5月 23日 連携会議 

6月 2日 連携会議 

6月 12日 会場下見 

6月 13日 モデル形成グループ会議 

6月 14日 未来まつり企画調整会議 

6月 16日 未来まつり企画調整会議 

6月 20日 未来まつり企画調整会議 

6月 23日 未来まつり企画調整会議 

6月 29日 モデル形成グループ会議/部会懇親会 

7月 20日 全体グループ会議 

8月 4日 第２回全体Ｇ会議 

8月 9日 第３回全体Ｇ会議 

8月 11日 モデル形成グループ会議 

8月 16日 第４回全体 G会議 

 会場打ち合わせ 

9月 1日 調整会議 

9月 12日 モデル形成グループ会議 

9月 16日 モデル形成グループ会議 

10月 11日 モデル形成グループ会議 

10月 14日 企画者コア会議 

10月 18日 モデル全体会議 

10月 15日 三条ラジオカフェ「まちづくり”チョビット推進室！」出演 

10月 19日 リハーサル 

10月 23日 京都未来まつり 2011 

11月 1日 モデル形成グループ会議/事務局との懇談意見交換会 

11月 23日 モデル形成グループ会議 

11月 30日 モデル形成グループ会議 

12月 5日 モデル形成グループ会議 

12月 10日 モデル形成グループ会議 

 

メディア掲載 

・「市民しんぶん」10月号掲載 

・ ＫＢＳ京都ラジオで２回広報を発信 

・ 三条ラジオカフェ「まちづくりチョビット推進室！」出演し広報（10月 15日） 

   http://www.kohsei-const.co.jp/chobitto/111015.html（音声ファイル有） 

 



 

 

 

チーム・プロジェクトの成果と個人の貢献・学びや気づきから見る 

１００人委員会モデル 

（担当：佐藤友一、乾 明紀） 

 

１．チーム・プロジェクトによる目標や課題の達成要因 

チーム・プロジェクトの視点からみる行政・市民の「協働」のとりくみモデル化（佐藤友一） 

 

モデル形成部会では、これまで３年にわたり活動してきた京都市未来まちづくり１００人委員会の特徴

を明らかにし、行政・市民の「協働」の取組におけるモデル化を目指した。分析は委員個人とチーム・

プロジェクトの２つの視点から行い、本項目はそのうちチーム・プロジェクトの視点からのものである。 

※チームとは、第２期後半までの「議題チーム」を示す 

 

■チーム・プロジェクトによる目標や課題の達成要因 

ふりかえりシートのまとめから、目標や課題の達成・未達成の要因について分析すると（＊1）、 

① つながりによる解決 

② チーム内の人の技術・能力や人間関係による解決 

③ 的確な目標設定の必要性 

の大きく３つの視点がある。 

また、それらの要因と関連する具体的なチーム運営上の工夫も指摘されていた。 
（＊1）【参照：別冊モデル形成部会資料編 02チーム・プロジェクトふりかえりのまとめシート】 

          

①つながりによる解決 

・ 行政、他団体との協力、外部講師に協力いただくなど、外部とのつながりが効果的だった。 

・ 中でも京都市に対しては、担当課による調整が有効だった。 

 ⇒協力者とのつながり、担当課のサポート 

 

②チーム内の人の技術・能力や人間関係による解決 

・ チームメンバーの持つ能力や人脈によって解決したことも多い。また、チーム内の人間関係が豊か

であることも課題の解決にプラスに作用した。 

・ 委員の能力の発揮については、最初の委員選定プロセスにおいて、しかるべき能力や経験を有して

いる人を選んでいるということに加え、行政から誘導されたテーマではなく、委員が自主的にテー

マを提起するプロセスや、事務局から提供された OST やワールドカフェなどの委員の交流を促進さ

せるプログラムの効果が考えられる。 

 ⇒委員の持っている能力や経験、それを支えたチーム内人間関係 

 

③的確な目標設定の必要性 

・ 特に最初である１期は大きな目標を設定しがちであったが、それにより活動も分散したり目標達成

までの道筋も描きづらかったり、なかなか達成できなかった。 

・ ２期、３期を中心に、目標を具体的に絞り込む作業と遂行により、確実に達成できた内容も増えて

いった。 

 ⇒目標の絞込みのための時間（３年間の継続）、事務局のサポート 

 

○具体的なチーム運営上の工夫 

・チームを運営する中で、意見交換の技術、参加者プログラムの工夫、効果的な広報活動、資金の入

手先の検討、情報の入手など、多岐にわたる技術が役に立った。それらは②で指摘されているメン

バー個人によるものと、チーム全体として獲得してきた技術によるもの、事務局・担当課のサポー

トによるものなどが挙げられる。 



 

 

■１００人委員会モデル 

１００人委員会モデルとは、上記で見た目標や課題の達成要因を生み出すような１００人委員会の運営

についてのモデルであろうと考える。委員会の内部について、および内部と外部のつながりについて整

理して特徴を指摘したい。【図 1】 

 

 

＜委員会内部の運営の特徴＞ 

チーム活動による解決を中心に据えた

ことが大きな特徴である。チーム形成

の時間を多くとったことや、３年間の

期間を設定したことにより、チーム内

の豊かな人間関係づくりや目標の絞込

みをサポートした。 

 

また、ふりかえりシートのまとめから

明らかになった視点のとおり（＊1）、 

 (1) 委員の持っている能力や技術 

 (2) それを支えた人間関係 

 (3) 的確な目標設定 

なども運営の特徴として挙げられる。 
 

（＊1)【参照：別冊モデル形成部会資料編 

02 チーム・プロジェクトふりかえりのまと

めシート】 
 

＜委員会の外部とのつながりにおける運営の特徴＞ 

外部協力者とのつなぎとして、担当課と事務局の果たした役割は大きい。特に、京都市に対しては担当

課が全面的に調整を行ってくれた。 

 

また、これらを踏まえて、１００人委員会の運営についてのモデルとして表した模式図は【図２】の通

りである。 

 



 

 

▼チーム運営と全体運営の 2層構造 

１００人委員会では、チームの形成と運営にエネルギーをかけると同時に、委員それぞれが１００人

委員会の委員であることを認識して活動するように、全体会議を毎月１回設け運営してきた。これに

より委員は他チームの活動状況を知ることや、他の委員と交流することで人脈を増やしていくことが

できた。チーム運営と全体会運営の２層構造が１００人委員会モデルの 1点目であろう。 

 

▼OSTやワールドカフェをはじめとする、委員どうしの交流プログラム 

また、この 2 層構造を支える基本となるのが、委員それぞれが技術・経験・人脈といった、持ってい

る能力をいかに発揮するかということと、チーム内での人間関係が豊かになるように委員どうしのコ

ミュニケーションを深めることである。OST やワールドカフェのような委員個人の思いを大切にした

プログラムや全体会における委員の交流の工夫などをチーム運営の推進力としたことが１００人委員

会モデルの 2点目であろう。 

 

▼担当課および事務局の存在 

外部協力者とのつなぎとして担当課や事務局の果たした役割は大きく、特に、京都市に対しての調整

は担当課の努力が大きい。担当課及び事務局の存在が１００人委員会モデルの３点目であろう。 

 

 

なお、３期からはチームをプロジェクトに移行し、新たに５つの部会を設けた。部会についてのモデル

としての分析は、この考察をしているモデル形成部会がそのうちのひとつであること、部会が進行中の

ものであることなどから、後の作業にゆだねたいと考える。ここでは、上記のモデルの視点から部会導

入の意義について簡単に触れておく。 

 

 

 

【図２】に見られるチームと全体の２層構造と、それを支える個人の能力発揮とチーム内人間関係とい

うモデルは、３年間を通じて見られた１００人委員会の理想像であり、おそらくこの理想像に近づくよ

うに、また離れないように、絶えず様々な努力や試行がなされてきた。 

 

３期ではチームがプロジェクトに移行したことによって、目標の絞込みが進み課題解決をより推進させ

る、という効果があった。もしチームのままだったら、課題解決の遅さから委員のやる気が低下したか

もしれない。一方、チームの目標を絞り込んだことで、大きな目標の多くは当面の活動対象から外れて

しまったが、部会という一回り大きな枠組みを導入することによって推進を図った。 

 

これについては、チームではできなかった規模の事柄ができたという成果の反面、部会活動の忙しさで

チーム活動に支障が出たという指摘が同時にある。しかし、委員の交流促進を目的とした活性化部会の

おかげで委員の交流や新たなつながりが生まれたことから、部会もまたプロジェクト運営に役立っただ

ろう。 

 

このように、３期に導入された仕組みも、１００人委員会モデルを維持・補強するための工夫のひとつ

であったと考える。 

（以上） 

 



 

 

2．ポートフォリオから見る「貢献と学び」 

ポートフォリオから見る京都市未来まちづくり１００人委員会の「貢献と学び」（乾 明紀） 

 

■はじめに 
モデル形成部会では、プロジェクトチームあるいは委員個人の評価を第三者的な立場からすることは、

当委員会にふさわしくないと考え、チームによる振り返りと個人によるポートフォリオ作成という２つ

の“自己評価的な振り返り”をお願いし、委員会全体としての総括的な評価を実施しない方向で活動し

てきました。 

しかしながら、１０月の運営会議において、当部会が提案・依頼した “自己評価的な振り返り” の結

果について、整理・分析を求める意見があり、また、この意見が運営会議の決定事項となったため、プ

ロジェクトチームおよび個人の振り返り内容から京都市未来まちづくり１００人委員（以下１００人委

員）会モデルを考察しました。 

 

■ポートフォリオ提出数とその内訳 
   提出数：１８ 

＜振り返りの視点＞ 

① 参考フォーマットとして示した「『社会への貢献』、『部会・プロジェクトチームへの貢献』、

『個人への貢献』とその過程での『気付きや学び』」を振り返りの視点に加えているもの：１４ 

② 上記以外を主な視点として振り返っているもの（上記視点が一部含まれるものもある）：  ４ 

 ⇒視点①での振り返りの部分に着目し、ポートフォリオを整理・分析し、「１００人委員会モデル」

を検討した。 

 

■ポートフォリオから見る１００人委員会モデル 

【１００人委員会の活動はどのような形で市民に役立つ委員会だったのか？】 

＜整理・分析の視点＞ 

１００人委員会の公式 WEB サイトによると、委員会活動は、１年目（第１期）は、「約１年を目途とす

る議論、検討の結果は、行政、企業、市民等の各主体が未来の京都のために果たすべき役割を盛り込ん

だ提言書」を作成し、京都市長に政策提言し、３年目（第３期）には、「ゴールを『３年間の経験を全

体行動やプロジェクトチームとして結実させる。』そして『「このような活動から生まれた感動や、こ

れだけ多く市民が公共の担い手として成長し、活動していることを【１００人委員会の『成果』】とし

て、広く市民に伝えていく。」の二つに定めました。』と紹介されている。 

つまり、「政策提言」と「公共の担い手としての活動」が１００人委員会が目指した活動や成果であっ

た。 

そこで、１００人委員がポートフォリオで自らの活動を振り返ったときに、「政策提言」と「公共の担

い手としての活動」について、 

① 政策立案・変更による社会貢献 

② 行政サービス向上による貢献 

③ 直接行動による社会貢献 

のいずれを成果として認識しているかを整理することとした。 

なお、「公共の担い手としての活動」を「②行政サービス向上による貢献」と「③直接行動による社会

貢献」の２つに分類した理由は、委員会発足時の市長の「あいさつ」（同公式 WEB サイト）に「これま

でのように、市民が行政にどんどんと注文をする。それを受けた行政は、できもしないのに『検討しま

す』、『考えておきます』と言って問題を先送りにする。そんなことでは、最早、立ち行かないのでは

ないか。もちろん、行政が責任回避をしてはならないのですが、皆さん自身が一生懸命に考えていただ

き、そして同時に行政も役割を果たすことが重要だと思います」とあることから、委員が行政に働きか

け、行政も役割を果たした「行政サービス向上」と、委員自らが直接的に市民に働きかけた「直接行

動」の２つを区別した。 



 

 

＜整理・分析の視点＞ 

 
 

＜ポートフォリオから見る具体的な「社会への貢献」＞ 

 

＜結果＞ 

ポートフォリオを整理した結果、１００人委員会を通じておこなった社会貢献は、 

 「直接行動による社会貢献」が   １６件 

 「行政サービス向上による貢献」が １２件 

 「政策立案・変更による社会貢献」が   １件 

であった。 

＜考察＞ 

これにより、１００人委員会は、委員自らが市民に対し必要な貢献活動をし、また行政とも

連携しながら行政サービスの向上に資する委員会であることが読みとれた。 



 

 

【「貢献」過程で委員は、どのような「気付きや学び」があったのか？】 
 

＜整理・分析の視点＞ 

参考フォーマットとして示した「社会への貢献」、「部会・プロジェクトチームへの貢献」、「個

人への貢献」のそれぞれの過程で委員が振り返った「気付きや学び」を KJ 法に準じた方法で分類、

整理した。 

 

＜結果＞ 分類、整理結果は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■それぞれの貢献過程における「気付きや学び」に関する考察 

①「社会への貢献」 

ここでは、理解を深めるためのコミュニケーションが、委員や行政組織との間に必要であるとの振

り返りが多かった。その際に大切なものは、委員間では、「お互いの尊重」であり、行政組織との

関係では「時間」であった。また、「課題や成果の可視化の必要性」もコミュニケーションについ

ての気付きや学びであると考えられる。 

また、質の高い社会貢献のためには、「組織力を高めることの必要性」や「良質な企画の必要性」

も挙げられていた。 

さらに、活動に対する個人のモチベーションとして、使命感や誇りなどの「mind」の必要性も挙げ

られていた。 

②「部会・プロジェクトチームへの貢献」 

ここでは、委員への信頼の大切さ（「メンバーにはポテンシャルがある」、「委員への尊重の大切

さ」）についての気付きや学びがあった。また、委員会内部や外部との相互理解のための「現地・

現場」に赴くことの大切さ、「視点」や「見せ方」に注意することの大切さが気付きや学びとして

挙げられている。 

また、「マネジメントの大切さ」も挙げられている。 

③「個人への貢献」 

ここでは、人間関係のコンフリクト（衝突、対立、葛藤、緊張など）と成長についての気付きや学

びが多かった。委員は、「巻き込むことの大切さ」や「共有・協働の難しさ」を感じながら活動し

ていたことが読み取れる。そして、それらを乗り越える過程において、「人との関係の中で成長」

を感じていたり、「自らの活動が他者の成長の機会」となることに気付きながら活動をしていたこ

とが読み取れる。 

 

■総合考察 

今回のポートフォリオを整理分析した結果、１００人委員会は、プロジェクトチームや部会活動時のマ

ネジメント力や組織力に課題があるものの、他者との関係や組織との関係に生じるコンフリクトに対し

て、委員が他者を信頼し、時間をかけながら、視点を変えたり、見せ方に工夫しながらコミュニケーシ

ョンを取ることで解消しつつ活動していたことが伺える。 

１００人委員会の公式 WEB サイトには、第 3 期の活動目標について、全体行動やプロジェクトチームと

して成果を出す一方で「このような活動から生まれた感動や、これだけ多く市民が公共の担い手として

成長し、活動していることを【１００人委員会の『成果』】として、広く市民に伝えていく」とあるが、

ここで述べたコンフリクトへの対応は、「公共の担い手として成長」の証であり、１００人委員会モデ

ルとしての特徴であると考える。 

（以上） 



 

 

▼『京都未来まつり 2011』ポートフォリオカフェ フライヤー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


