
京都市未来まちづくり１００人委員会＜第 2 期＞ 

 

議題チーム 

  き わ み ～京都・若者・未来～ 

■議題チーム概要 
メインテーマ 

（めざす目標） 
所属にとらわれないで、「京都のため」「若者のため」という若者の発想を行動につな
げられる場の実現 

第２期の活動 
行動の概要 

京都市内の若者に参加を呼びかけて「きょうと若者１００人委員会」を設立しました。 
この委員会では、若者が集まって、若者らしい発想で議論するだけでなく、自分たち
の「行動計画」を策定し、さらにその実践まで目指しました。 
そして、「きょうと若者１００人委員会」の行動として、地下鉄駅構内での地下鉄利
用者などに対する“肩たたき”を行いました。 

第 2 期メンバー 
リーダー：新妻人平 
廣岡睦、堀田芳子、船戸潤子、秋元宏美、田中翔、筒井洋一、桑原真明、鈴木陽子、
岡本和徳、永井亮希、深田雄志、福永健、今村吉伸 

連携した団体／
サポーター 京都市交通局、＜サポーター＞国定若菜 

第３期 
プロジェクト名 なし 

■第２期の活動記録 
活動項目 日時／場所 内容／概要 

【第１回定例会議】 平成 21 年 10 月 24 日 新規議題出し、チーム再結成 
きょうと若者１００人委員会設立総会等の日程検討 

【第２回定例会議】 11 月 28 日 きょうと若者１００人委員会設立総会の内容及び参加者集めの検
討 

【第３回定例会議】 12 月 19 日 きょうと若者１００人委員会設立総会の参加呼び掛けおよび、準備 

きょうと若者 100 人
委員会設立総会 

12 月 20 日 
＠御池創生館 

きょうと若者 100 人委員会設立総会の開催 
・ワールドカフェ「各テーブルごとの共通項」 
・OST「ちょっとの仕掛けで京都を面白くしてしまう工夫」 
・きょうと若者宣言 

【第４回定例会議】 平成 22 年 1 月 23 日 
【第５回定例会議】 2 月 27 日 
【第６回定例会議】 3 月 20 日 

今後のきょうと若者１００人委員会の取組について検討 

【第７回定例会議】 4 月 24 日 
【第８回定例会議】 5月 22 日 

次回きょうと若者１００人委員会の内容、タイムスケジュール、準
備作業の検討 

第１回 
きょうと若者 100 人
委員会 

6月 5日 
＠こどもみらい館 

第１回きょうと若者 100 人委員会の開催 
・平井氏（未来まちづくり１００人委員会代表幹事）講演 

「未来の京都人として今すべき事」 
・全体行動に向けたアイデア提案及びチーム分け 

【第９回定例会議】 6月 26日 次回きょうと若者１００人委員会の検討及び準備、各チームの進捗
確認 

第２回 
きょうと若者 100 人
委員会 

7 月 4 日 
＠こどもみらい館 

第２回きょうと若者 100 人委員会の開催 
・チームごとの全体行動案の発表 
・全体行動案決定（⇒投票の結果“肩たたき”が選定された） 

【第１０回定例会議】 7 月 24 日 第２回きょうと若者１００人委員会ふりかえり及び、全体行動につ
いて検討 

【第１１回定例会議】 8 月 28 日 全体行動について検討 
きょうと若者 100 人
委員会全体行動 

9 月 18、19 日 
＠三条京阪駅 地下鉄駅構内での若者による肩たたきの実施 
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き・わ・み～京都・若者・未来の構想～ 
http://d.hatena.ne.jp/waka100/ 

き・わ・み～京都・若者・未来の構想～ 
成果報告会資料 

 

きょうと若者１００人委員会 設立総会 実施報告 
 

■ 日 時：平成２１年１２月２０日（日） 
      開会１３：００～閉会１７：００（受付１２：３０～） 
■場 所：京都御池創生館（京都市立御池中学校複合施設） 地階研修室 
■参加者：７５人 

■内 容： １２月２０日に「京都市未来まちづくり１００人委員会」＜きわみ＞チームの
提言に基づき、きわみチームや広く呼び掛けた市民の方々により、「きょうと若者 100 人
委員会」（田中翔実行委員長）が設立されました。 

 

当日は、「京都市未来まちづくり１００人委員会」の他のチームから多数の助っ人を受け、
７５人にも及ぶ若者（学生や２０代の社会人など）による、「京都を面白くする方法」に
ついての活発な意見交換が行われました。 
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き・わ・み～京都・若者・未来の構想～ 
http://d.hatena.ne.jp/waka100/ 

【掲載記事】京都新聞 朝刊：京を面白くする仕掛け議論 中京「若者１００人委」設立 
 
京都を面白くする仕掛けについて意見を交わす参
加者たち（京都市中京区・京都御池創生館） 

 学生や若手社会人が京都のまちづくりを考える「き
ょうと若者１００人委員会」の設立総会が２０日、京
都市中京区の京都御池創生館であり、若者約６０人が
京都を面白くする仕掛け作りについて意見を交わし

た。 

 同委員会は、京都市が市民の意見を市政に生かすために設置した「市未来まちづくり１
００人委員会」の若者版として市内の学生などが中心となって実行委員会を立ち上げた。 

 総会では田中翔実行委員長（２４）＝立命館大４年＝が「若者に集まってもらい、京都
について考える場をつくっていきたい」とあいさつした。 

 参加者は「ちょっとの仕掛けで京都を面白くしてしまう工夫」をテーマに意見を交換。
「伝統工芸を学ぶ場所作りを」「自転車の置き場所が足りない」「京都ならではの映像イ
ベントを開きたい」など、議題別にさまざまなアイデアを出し合った。今後はグループ別
に活動し、３カ月に１回程度全体会合を開く。        【 平成２１年１２月２１日】 

 

 

第１回きょうと若者１００人委員会 実施報告 
■ 日 時：平成２２年６月５日（土） 
      開会１４：００～閉会１６：３０（受付１３：４０～） 
■場 所：京都市こどもみらい館 ４階 第１研修室 
■参加者：４２人  
■内 容： 
◆１４：００～１４：１０ オープニング 
 実行委員長の田中より、平成２１年１２月２０日に実施した「設立総会」についての報
告、今回についての概要説明を実施 
◆１４：１０～１４：３０ アイスブレイク 
アイスブレイクとして、自分の特徴と性質が似ていると思う、
文房具を７種類から選び、文房具を活用しながら、アイスブレ
イクを実施。各自己紹介後、全体にて、各文房具の特性を発表
した。 
その後、京都市長より応援メッセージを頂く。 
 

111



き・わ・み～京都・若者・未来の構想～ 
http://d.hatena.ne.jp/waka100/ 

◆１４：３０～１５：００ 講演タイム 
演題：京都を知ろう「未来の京都人として今すべき事～３Ｋの観点～」※３Ｋ：環境・観
光・交通 
講師：平井誠一氏（株式会社 西利代表取締役専務、京都市未来まちづくり１００人委員
会代表幹事） 
 
 
 
 
◆１５：００～１５：１０ 休憩 
◆１５：１０～１５：３０ １/１００ワークショップ（みんな
で行動したいアイデアがある人の立候補＆チーム分け） 
アイデアを立候補により、参加者へ提案。９人の提案があり、
参加者は自分が参加したい議題を選び、チーム分けを行った。 
 
 
 
◆１５：３０～１５：３５ ワークシートの説明、次回までの
メンタリング体制の説明 
 
◆１５：３５～１６：１０ ７/１００会議（チーム会議） 
各チームに別れ、メンターを含むメンバーで今後につい
てなどを話し合った。 
 
【議題チーム】 
★ 心洗組・朝の木屋町お掃除 
★ 7月の工芸イベントを利用した京都を元気にするイベ
ント 
★ 一人ひとりがいのちを大切にする 
★ 三都の中で「京都」の魅力を発信する 
★ 遠いものを身近にする 
★ 若者の可能性を広げる 
★ 肩たたき・ふれあいを取り戻す 
◆１６：１０～１６：２０ 各チームリーダーから意気込み一言 
◆１６：２０～１６：３０ エンディング（次回わか１００の案内） 
◆１６：３０       閉会 
■その他（ブース出展） 
まちの学び舎ハルハウス：活動発表、雑炊の配布 
山紫水明の京都チーム：活動発表、笹の配布（里親募集） 
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き・わ・み～京都・若者・未来の構想～ 
http://d.hatena.ne.jp/waka100/ 

第２回きょうと若者１００人委員会 実施報告 
■ 日 時：平成２２年７月４日（日） 
      開会１３：４５～閉会１６：３０（受付１３：３０～） 
■場 所：京都市こどもみらい館 ４階 第１研修室 
■参加者：３８人  
■内 容： 
◆１３：４５～１４：００ オープニング 
実行委員長の田中より、本日の説明後、「日米学生会議」より、活動報告などを行い、学生
の活動により、いろいろと社会への発信している姿を目の当たりにした。 
◆１４：００～１５：１５ 各チーム行動案について発表・直後投票 
関西三都における京都の役割とは 
若者の可能性 
若者×地域 
照命係り 
taTAta 
KYT100 
 
 
 
京都市長より応援メッセージを頂く。→全員による集合写真撮影 
15:15 休憩 
15:25 夢はチームを作って叶えろ！SIVIO 物語 学生団体 SIVIO より活動発表 
15:35 投票結果発表→「taTAta」チーム（肩たたき・ふれあいを取り戻す）優勝 
15:45 ワークショップによる「「taTAta」チーム」の行動を内容をより具体的にする。 
16:30 次回への連絡・閉会 
 
■協力団体 
「京の七夕」実行委員会 
学生団体 SIVIO 
日米学生会議 
京都市選挙管理委員会 
 
■活動報告 
※９月１８日（土）１９（日）に行動実施（第３回）  実施 
※９月２５日（土）成果報告会（第４回）  実施 
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