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1．はじめに 

 
京都市未来まちづくり 100 人委員会は、平成 20年 9月に設立され、148名の委
員が市長の委嘱を受け、1年間に渡って活動してきました。 
 
本報告書は、委員自らが発案した議題に基づいて形成された 13の議題チームの議
論を元に、その成果を【提言】と次期への【行動計画】としてまとめたものです。
作成にあたっては、以下の点を重視しました。 
 

・議題チームのめざす姿と目標  
・現状の問題分析と解決する課題 
・具体的な解決策と主体ごとの行動 
 

本報告書は、京都市民や行政に向けての【提言】だけでなく、その提言を実現し
ていくための【行動計画】までを記載しています。つまり、言いっ放しだけでは
なく、自分たち自らも、未来の京都を創っていく担い手であるという「宣言書」
でもあります。 
 
 図：100人委員会 1年の流れ 
  ※第 4回会議（11 月 26 日）での配付資料より抜粋 
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2．代表幹事挨拶 

 
『１年を振り返って』                 代表幹事 平井 誠一 
 
 この委員会の代表幹事を仰せつかって１年が経ちました。多くの皆様にご指導、ご協力いただきました
ことに、まずは感謝申し上げます。 
 
 就任当初は、理解できないことや戸惑いばかりでした。特に「答えありき」「行政主導」ではない集いで
あること、市民主体で問題提起していくことなど、この委員会の特徴でもある「何も決まってない」「これ
からみんなでやることを決める」このような理想論の運営で本当にことが起きるのか、実行する委員会と
なるのか、大変な不安とともにスタートしたことを覚えています。幹事の最初の仕事は、「自分たちの理解
できないことは、委員会メンバーも理解できない。」を合言葉に毎月の反省と次月への反映を業務として幹
事会を開催し、新たな会議手法の理解や言葉の定義付、委員会のあり方などを積極的に議論してきました。
時には事務局と意見の相違も生まれることもありましたが、お互いに根気強く進めてきたことが少し懐か
しく思えてきます。 
 
 そのような中で、運営事務局の提案する新しい会議システムが有効的に機能し、委員会に意思が生まれ
始めてきました。その躍動が、チーム会議として誕生し、中間発表では力強いチームの誕生を見たような
気がします。いよいよやることが決まりました。しかしながら、実際にチームとして動き出そうとした時
に様々な不安が各チームに生まれ始めました。「どのように動いたらいいのだろう」「いつまでにやらなく
てはいけないのだろう」「他のチームに比べてこのチームは大丈夫？」など新たな課題も出てきました。そ
んな不安が運営事務局との距離を生み始めていたようにも思います。そこで新たに組織されたのが「リー
ダー幹事会」でした。これにより、各チームとのコミュニケーション強化や委員会としての意思決定など
を行うことができるようになり、運営事務局と力を合わすことで委員会としての実行力が更に増していき
ました。そして何より、後半からの各チームの動きが変わり、とても力強さを感じました。おかげ様で本
日、次期に繋がる報告会を開催することができました。 
 
 これ以降は、我々の考えを多くの方々に知っていただき、理解者や賛同者を増やしていくことが必要と
なります。委員会上げての広報活動や各チーム単位での委員会以外の方々との協働など、外に向けて発信
し、影響力を付けていかなくてはいけないと思います。 
 
 まちづくりは、市民主体で行われるべきです。そのためにも多くの市民を巻き込んでいける我々であり
たいと思います。まずは、我々が主体となって一人でも多くの市民の皆様に語りかけていくことが重要に
なってきます。 
 
 いよいよ「行動する委員会」の始まりです。我々の声を多くの市民に届けましょう。 
そして、明るい京都の未来に向けて委員会メンバー、力を合わせて頑張っていきましょう。次期もどうぞ
宜しくお願い申し上げます。 
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『未来まちづくり 100 人委員会の 1年』          代表幹事 宗田 好史 
 
 この報告書に上げた数々の提案は、「京都市未来まちづくり 100人委員会」に集まった 148人の市民の
皆さんがゼロから考え出した。一人ひとりの思いを発表し、その思いに共鳴した人々が、13の議題チーム
で 1年間の議論を重ね、今回の報告書に記された提案にまとめ上げてきた。 
 

 市民とは多様である。野心的な若者もいれば、老練な先輩たちもいる。素朴な思いをそのまままとめ上
げた提案があれば、委員会内外の多くの人々、専門家、市役所の担当者との議論を重ねて練り上げた提案
もある。議題チームは、それぞれに複雑な市民社会、業界の構造、市役所の縦割りを知り、その絡み合っ
た関係を解きほぐしてきた。自分たちの提案をどうすれば実行に移すことができるのか。直ぐにも行動に
移せば、社会が大きく変わりそうな提案もあれば、実行できない様々な理由の一つ一つを解決しなければ
ならない時間のかかる提案もある。 
 

 当初は、せっかく自由意思の市民が集まったのだから、具体的に行動できるテーマが多いのではないか
と思った。だから、行動の輪を広げる力を備えるための相談が続くと思った。実際、議題チームのいくつ
かは行動し始めている。しかし、その一方で深く沈潜していった議論もあった。考え続ける、話し続ける
ことこそが重要な議題もあるのだと思う。その意味で、行動に移しても移さなくとも、1 年間の議論とは
思いを口にするだけでなく、立場の異なる多くの人と出会い、知らなかった事実を知るとともに、多くの
異なった思いを受け入れることであった。 
 

 言うまでもないが、ここに上げられた 13の提案は、事務局や市役所の担当課が用意したものではない。
市役所が市民のためにすることを要望しているのではなく、100人委員会に集まった市民委員が自ら京都
と京都市民のためにできることを提案している。市民自らが望むことを自らが提案し、行動することに具
体化したものである。そして中には、議論し続けることで、他人任せではなく、市民として考えなければ
ならないことを、より多くの人々に提起しようという結論もあった。 
 

 市民参加とは、市民が市政に参加すること、まちづくり活動に参加すること、これら二つが補完しあい、
相まって進むことだと 2003 年に制定された「京都市市民参加推進条例」に書いてある。しかし、市民参加
は近年急速に進化している。100人委員会は、おそらくこの定義を超えたのかもしれないと思う。 
 

 市役所によって開かれた場に招かれる内に、実は与えられるものが余りに多く、主体的に決定し、活動
できる範囲が限られていることにも気付き始めた市民が増えた。地域社会の一員としての自覚を持つ市民
が着実に増えてはいても、一人ひとりのその自覚は多様で、熟度も違う。しかし、これらの限界と違いを
乗り越えてなお、市民の力を発揮しようという市民の意思がこれら 13 の提案に込められている。100 人
委員会の市民は、提案することで市民と市役所に協働と共汗を呼び掛けている。これら一つ一つの提案に
は従来の発想にない自由な感性が込められている。そして、市民の主体性の限界に挑戦し、自らが与える
側に回りうることをも試そうとしている。この挑戦が意味することは、社会の大きな変革の一端であるこ
とを信ずる仲間は多いと思う。 
 

 100 人委員会はこれからも続く。この報告書から始まる次の１年に、その変革はより具体的な姿を現し
てくるだろう。  
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３．100人委員会『宣言』 
 

京都市未来まちづくり 100人委員会宣言 
 
町衆が支えてきたまち京都。古くは祇園祭から、幕末の争乱による市街地焼失からの復興、そ
して明治維新後の全国に先駆ける小学校づくりまで、ここ京都には、まちで暮らす町衆によっ
てかたち創られ、支えられてきた文化が息づいています。 
 
市民皆が自治の意識と責任を共有し、従来の行政の縦割りを超えた市民主導のまちづくりを進
めること。それがこの 100 人委員会が目指す形です。「自分の暮らすまちを自分たちで創って
いく」。自分たちの目で見て、問題を見つけ、考え、行動する。かつての町衆が魅力ある京都
を創ってきたように、私たちはここに集い、「行動する委員会」「進化する委員会」を目指し動
き始めました。 
 
各界各層から幅広い世代の委員が集まり、各々の立場の違いを超えて議論すること。それは初
めての経験であり、当初は、戸惑いや難しさもありました。しかし、多様な視点でお互いの議
論をぶつけ合ううちに、長い歴史の中で京都のまちに培われた「市民力」、「文化力」、そして
「地域力」を改めて認識し、自ら課題解決に取り組んでいこうという熱が高まってきました。
現場に足を運び、現場の話を聞くことでチームや委員会を超えた新しいネットワークも生まれ
始めています。 
 
どんな変革もすべては一人から始まるものです。私たちはまちづくりを「自分ごと」と考える
問題意識から、「自分の暮らすまちを自分たちで創っていく」という動きを生み出していきた
い。 
ここに「京都市未来まちづくり 100人委員会宣言」を高らかに宣言します。 
 
 
一、私たちが変化の火付け役となります 
  ・自分が責任を持って取り組める課題を起点として、活動に取り組んでいきます 
 
一、立場を超えて力を合わせ、夢のある京都のまちを描いていきます 
  ・市民、民間、行政等の枠を超え、共汗・協働関係を創りながら行動していきます 
 
一、想いを伝え、想いをつなげ、まちを創っていきます 
  ・多くの市民に私たちの声を届け、共に、愛する京都の未来のまちづくりを進めます 
 
 

京都市未来まちづくり 100人委員会 一同  
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４．第 1期のまとめと第 2期に向けて  

 
1．京都市未来まちづくり100人委員会の設立 

1-1．京都市未来まちづくり100人委員会について 

 京都市未来まちづくり 100人委員会（以下 100人委員会）は、幅広い分野の市民の参加を
得て従来の行政の縦割りを排し、京都のまちづくり全体に関するテーマを市民自らの発想によ
り、大局的な観点から設定したうえで、今後のまちづくりの方向性や具体的な取組方策につい
て議論する「市民組織」として平成 20年 9月に設立されました。 
 148 名の市民が参画し、従来型の審議会や委員会とは異なり、 
  ①市民自らがテーマを設定し、白紙の段階から議論する「市民主体の委員会」 
  ②提言するだけでなく、自ら実践する「行動する委員会」 
  ③行動、実践を更に議論に反映させる「進化する委員会」  
として、この 1年間を第 1期として活動を進めてきました。 
 なお、運営は京都市から、公募で採択された2団体（NPO法人場とつながりラボhome’s vi、
NPO法人アートテックまちなみ協議会）による連合体に委託され、「市民主導の運営」を行っ
ています。 
 
 この成果報告書では、この第 1 期の活動の状況を設立総会から振り返ってお伝えしたいと
思います。 
 

1-2．設立総会 

 平成 20 年 9 月の第 1 回会議（設立総会）では、100 人委員会の独自性を伝えるための映
像、そして、初めて集まった委員がお互いを知るアイスブレーキングからスタート。その後、
「京都はこんなまちになってほしい！」、「京都の市民はこうであれ！」、「100 人委員会はこ
のようにあるべき！」について話し合う「ワールドカフェ※1」を実施しました。 
 会議の後半では、こうした話合いを通じて感じたことや気付いたことを振り返りながら、各
委員が「京都の課題・問題点」、「京都の理想像」、「私が100人委員会に貢献できること」、「100
人委員会に対する思い・意気込み」をワークシートにまとめ、委員会への帰属意識を高めてい
きました。 
 
 
 
  
 

※1 ワールドカフェ  

人々がカフェにある空間のようなオープンで創造性に富んだ会話ができる場とプロセスを用意することで、

組織やコミュニティの文化や状況の共有や新しい知識の生成を行う対話手法の一つ。 
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2．議題チームの形成 

2-1．議題出し 

 第 2 回（10 月）、第 3 回会議（11 月）では、100 人委員会の大きな特徴である「ゼロか
らの議題出し」を、「オープン・スペース・テクノロジー※2」という手法を活用して行いま
した。 
 自由でリラックスできる空間の中で、委員から「情熱と責任」を持って話し合いたい議題が
数多く提案され、その議題に興味を持った他の委員が自由に集まって、グループ議論を行いま
した。 
 「議題を出すこと」、「自分が参加する議題を決めること」、「議題から議題に移動すること」、
「休憩すること」など、すべてが自由な中、個々人の参加の仕方によってこの委員会で過ごす
時間の質が決まるということに各委員が戸惑いを感じながらも、積極的な参加による熱心な議
論が展開されました。 
 このとき、現在の 13の議題チーム（当初は 14議題チーム）の元になる 55の議題が誕生
しました。 
 
 
 
 
 

2-2．議題チーム決定会議 

 第 4 回会議（12月）は、これらの 55の議題の中から、今後も継続して議論していく議題
を決める「議題チーム決定会議」として開催しました。 
 議題ごとにブースを設置し、議題の発案者が内容を説明。各委員は、自分が本格的に関わり
たい議題を探してまわり、発案者と意見交換。そして、4人以上の委員が集まった議題が選定
され、14の議題チームが生まれました。 
 
  

3．「提言」「実行」に向けての本格的な始動 

3-1．議題チーム会議 

 これまでは、委員がテーブルを自由に移動する流動的な会議形式をとってきましたが、平成
21年 1月から、本格的な議題チームの議論が始まり、メンバーを固定して議論を積み重ねま
した。メンバー同士の相互理解、議題チームの基礎固めから始まり、議題に関する現状把握や
課題分析、更には、行動計画づくりまで、徐々にチームでの議論を深めていきました。 
 第 5 回会議（1 月）、第 6 回会議（2 月）、第 7 回会議（3 月）は、議題チームごとの会議
を中心に置きつつも複数のチームでミニ発表会をしたり、全体でテーマを決めワールドカフェ

※2 オープン・スペース・テクノロジー  

5 人から 1000 人までの参加者が一堂に会し、参加者が自ら出した議題をもとに自由に集まり、主体性をベ

ースとした話し合いを通して、垣根を越えた問題解決を行う会議手法 
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で議論する時間を設けることで、チームを超えた情報交換や意見交換も行いました。 
 なお、こうした議論の過程の中で、扱うテーマや方向性の近い 2 つの議題チームが自主的
に合併し、議題チーム数が当初の 14から 13に変更となりました。 
 
 議題チームでの議論が開始されてからは、委員の自主的な活動がより積極的になってきまし
た。市職員へのヒアリング調査や実地調査、アンケート調査票の作成など、各チームメンバー
が自主的に集まって、月例会議の枠を超えた議論や情報収集活動が展開され始めました。 
 

3-2．中間発表会 

 第 8 回会議（4月）では折り返し地点としての中間発表会が行われました。1月から個別の
議題チームを中心に活動を進めてきましたが、中間発表会では、 
  １）13議題チームの発表と意見交換を通じ、各議題を委員会全体で共有し合うこと   
  ２）多様な交流を通じ、100人委員会全員（また外部）の知恵と資源を活かし合うこと  
  ３）以上から『議題チーム』の実現性を高めること 
を目的とし、ユニークな発表と活発な議論が行われました。多様な参加者との意見交換を通じ
て新しいアイディアや課題が発見され、委員会後半への大事なステップとなった1日でした。 
 

3-3．第一期終了に向けて、13の行動計画、提言の誕生 

 第 9 回会議（6月）、第 10回会議（7月）、第 11回会議（8月）は議題チームごとの議論
を中心に開催しました。中間発表時に明確になった課題や問題意識に基づき、行政の関係部署
へのヒアリング調査、既存の事例や活動団体等の調査など、具体的な提案に向けて必要になる
ネットワークづくりや情報収集が活発になっただけでなく、広く市民に活動を伝えるべく成果
報告へ向けての発信の準備が始まりました。 
 それぞれのチームの行動、議題の実現に向けて議論を収束してく中で、多くのチームの議論
が具体性を伴ったプランとして磨きあがっていきました。ここに 13の行動計画、提言が生ま
れてきたのです。 
 
  

4．振り返りとこれから 

4-1．1年を振り返って 

 委員の規模、議論のプロセスともに今までにない新しい形態で始まった 100 人委員会。試
行錯誤の 1 年間でした。100 人を超える多様な委員での議論は簡単ではありませんでした。
様々な意見が出る半面、議論の方向が見えなくなることもありました。また、それぞれに多忙
な委員同士が集まって議論する時間を作るのも容易ではありませんでした。 
 しかしこの 1 年で、100 人委員会ならではの価値も生まれてきました。今まで関わること
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がなかった多様な委員が時間を経る中で関係性を作り、経験や資源を出し合い、多角的な議論
が可能になってきました。高い問題意識のもと、多くの現場でのヒアリングや視察調査を行い
ました。その過程を通じて、100 人委員会を超えたネットワークが生まれつつあります。組
織の枠を超え、京都のまちを良くしていこうという「うねり」が生まれようとしています。 
 
 今回の報告書の中にある 13の議題はすべて委員会の中で生まれたものです。この 1年のあ
りのままが今回の報告書です。議論の進ちょく、提言内容、行動形態もバラバラですが、各議
題チームが徹底的に議論し、現場に足を運び、試行錯誤してきた表れです。 
 100 人委員会の目的は議論をすることだけではありません。それぞれの委員が発信した問
題意識を委員会内で共有するだけにとどまらず、行政・民間・市民の枠を超え形にしていくこ
とが大きな目標です。 
 
 そういう意味では 100 人委員会はスタートしたばかりとも言えるでしょう。今回の報告書
が、お読み頂いた一人一人の心に火を付けるきっかけとなり、多くの方の協力を得て、より議
論が発展していくこと、そして本当に形となっていくことが期待されます。 
 

4-2．100人委員会の今後、2期目に向けて 

 100 人委員会は、平成 21年 10月から 2期目がスタートします。「進化する委員会」とい
うコンセプトも 100人委員会が大事にする考え方です。この 1年蓄積してきた議論及び行動
計画を結実させていくこと、また行動することで更に深い議論を進めていくことが求められて
います。 
 
 1 期目の後半は、議題チームを中心に活動を進めてきましたが、2期目では、これまで以上
に委員会全体の一体感を作り出すため、議題チーム同士の連携や相互支援、そして時には全体
での議論や行動にも取り組んでいきます。 
 各チームの行動計画を議題チーム内にとどめず、他の市民や行政・民間にも広く発信し、巻
き込み、プロジェクトチーム化を進めていくことで、実現への一歩を踏み出していきたいと考
えています。 
 
 100 人委員会は今後も、「自分の暮らすまちを自分たちで創っていく」という古くからの町
衆の心意気を継承し、更なる進化を図っていきたいと考えています。 
 




