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① 議題チーム 提言・行動計画一覧票 

議題チーム名 京都(^0^)/にこわく 

メインテーマ 子どもも大人もいきいき育つ 

■議題概要 

めざす姿 
子どもがいきいき育つような社会の実現（地域もおやじも企業も行政もそれぞれが子

どもに関心を持ち活発に活動する） 

現状の問題 子どもがいきいき育つことができるような環境が減っているのではないか 

問題解決への主
体的な係わり 

 

解
決
す
る
課
題 

課題 A にこわくな拠点の不足・存続の危機 

課題 B 市民への情報・周知不足 

課題 C 企業や社会に子育てを応援する意識が低い 

■行動計画一覧＜各課題とその解決策、及びそれらの行動計画＞ 

 行動計画／提言 議題チームや 100人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

課 

題 

A 

A1：『にこわ

く 』 な事例

紹介 

・『にこわく』な場所の運営事例をヒアリング・

調査 

・それぞれの事例の特徴、工夫点、課題な

どの情報を発信 

コ ミ ュ ニ

ティ放送

等 

番組で『にこわく』な場所を紹介する 

取組時期・スケジュール 必要経費 

  

行動計画／提言 議題チームや 100人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

A2：行政へ

の提言 

提言 京都市 ・支援措置（設置の助成金、運営費

の助成金、固定資産税の減免） 

・1％条例の創設 

・コミセン等、市の施設の有効利用 

取組時期・スケジュール 必要経費 

  

行動計画／提言 議題チームや 100人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

A3：『にこわ

く』な場の運

営 

・チーム自身により、『にこわく』な場所を運

営する。  

・チームメンバーの各々の活動フィールドで

の『にこわく』な場所・時間づくりを応援す

る。 

 

取組時期・スケジュール 必要経費 

  

課 

題 

B 

行動計画／提言 議題チームや 100人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

B1：情報発

信イベント

の開催 

・シンポジウム「「にこわく」な場所大集合！

（仮題）」の開催 

・「「おやじの遊び力」向上講座」の開催 

・「にこわく」な場所でのさまざまなイベント

の開催 

NPO シンポジウム、イベントへの協力 

地域 シンポジウム、イベントへの協力 
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取組時期・スケジュール 必要経費 

H21.冬季～  「「おやじの遊び力」向上講

座」を不定期開催 

H22.1     シンポジウム「「にこわく」な場

所大集合！（仮題）」の開催 

 

行動計画／提言 議題チームや 100人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

B2 ：ポータ

ルサイト「京

都(^0^)/にこ

わく」作成 

コンセプトの明確化 

京都市の共汗事業としての連携先の検討 

京都市 ポータルサイト作成への連携 

取組時期・スケジュール 必要経費 

  

課 

題 

C 

行動計画／提言 議題チームや 100人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

C1 ：プレマ

マバッジの

普及 

・マークの認知度を上げるためのイベント 

・行政のいろいろな場所でマークの露出 

 

取組時期・スケジュール 必要経費 

  

 

 

② それぞれの提言・行動計画 

 

 

A1:『にこわく』な事例紹介 

１． 内容 

(ア) 子どもたちが、にこにこわくわくできる場所（以下『にこわく』な場所）を、すでに運営し

ている事例をヒアリング・調査する。 

(イ) それらの事例の特徴、工夫している点、課題などを発信することで、『にこわく』な場所を利

用したい人、これから運営したい人などが参考にできるようにする。 

２． ヒアリング・調査対象 

(ア) ＮＰＯ、市民団体が拠点を運営している事例（A) 

西賀茂プレイセンターFKC、杖の水ころころハウス、ひこばえ、おとくにパオ、子ども

広場アンニョン 

(イ) 地域団体が実施している事例（B) 

にこにこ教室「下鴨」、復活した地蔵盆（京極） 

(ウ) 児童館、保育園などの既存の子育て施設での良好な事例（C) 

東福寺保育園、桃山児童館 

(エ) お店や企業の事例（D) 

きんだあらんど 
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３． 発信方法 

(ア) HPを作成。子育てのポータルサイト（解決策 B2を参照）からリンク。 

(イ) 同志社大学谷口ゼミの「まちかど放送局」に協力依頼。 

(ウ) コミュニティ放送「ラジオカフェ」での発信。 

 

 

 A2:行政への提言 

１． 行政による支援措置 

☆『にこわく』な場所の多くはオーナーの好意によって維持できている 

これまでのヒアリング・調査から明らかになったように西賀茂プレイセンターFKC、ひこばえ、

杖の水ころころハウスなど土地や建物のオーナー自ら運営していたり、無償もしくは格安にオー

ナーから貸してもらったりと、土地・建物のオーナーの好意によって、『にこわく』な場所が成り

立っているケースが多い。 

東福寺保育園のような宗教法人が保育園を運営している例でも、施設整備など法人が持ち出し

ている部分によって、トトロの森の整備や園舎の整備など高い保育の質を保っている。 

→ 行政による支援措置（設置の助成金、運営費の助成金、固定資産税の減免）などが考えられる。 

「つどいの広場事業」は 400万円の運営費補助があるが、ボランティアで運営することが前提となっ

ている金額であり、有給スタッフを置こうとすると人数が限られる。さらなる増額、特に人件費に関わる

運営費が重要である。 

  また、現在は土地や建物をオーナーが提供して成り立っている場合でも、維持修繕費の増大、さらに

は相続が発生したときの相続税などが、将来的に『にこわく』な場所の継続を妨げる可能性がある。 

２． １％条例の創設 

☆運営する団体への寄付はなかなか集まらない 

『にこわく』な場所の運営者（NPO）はボランティアによってなりたっていると同時に、団体への

寄付はなお少ない状態が多い。 

→ １％条例（千葉県）を参考に（プレゼンの評価による支援額決定で、団体のモチベーションＵＰや知名

度の向上が期待できる） 

３． 市の施設の有効利用 

☆コミセンをはじめ市の施設で使っていないものがある 

平成 21年にコミセンから市職員が引き上げたが、今後の活用方針については京都市で検討中で

ある。現在は体育館や集会室など一部の機能のみ活用している状態であり、施設によっては絵本・

児童書や図書室が使われていないところもある。また、小学校の統廃合により閉校した小学校が、
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用途が決まらずに暫定利用にとどまっているところもある。（立誠、西陣、教業、聚楽、春日、待

賢、生祥、格致、有隣 、安寧） 

→ それぞれ『にこわく』な場所として使える可能性がある。特に、元格致小学校で京都ユースホステル協

会が「格致つどいの広場」を開設しているのが参考となる。 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000051481.html 

ただしそれらの場所を「にこわく」な場所として（子どものために）使っていきたい、という市民が周辺

にいることが大切であろう。 

 

 

A3:『にこわく』な場の運営 

１． 内容 

(ア)チーム自身により『にこわく』な場所を運営する。 

(イ)チームメンバーがそれぞれ活動しているフィールドで、子どもたちがさらに『にこにこわくわ

く』することのできる場所や時間をつくることを応援する。 

 

 

B1:情報発信イベントの開催 

１． 内容 

ヒアリング・調査した良好な事例のうち、いくつかの事例を集中的に発表したり、地域を絞っ

て発信したりと、様々なパターンのイベントを行う。様々な年代の子育て層が参加できるように、

内容の工夫や絞込みを行う。 

(ア)『にこわく』な場所大集合！ 

子どもセンター１０周年記念イベント（2010/1/11＠ひと・まち交流館）において、『にこわく』

な場所運営主体の方々に集まってもらい、シンポジウムを行う。 

(イ)「おやじの遊び力」向上講座 

おやじが子どもの頃にやりたかったような遊び、おやじ一人ではなかなかできないような楽し

みを経験する企画。（素焼きの壷づくり、ペットボトルロケット、ピザ釜作り、燻製作り、シカの

解体・・・）「子どもも来ていいよ」というスタンスで、おやじがいきいきする姿を子どもに見せ

ること、また、ここで得たノウハウを家族キャンプや学童のイベントで披露してもらい、子ども

に一目置かれるようになることを目指す。 

(ウ)『にこわく』な場所での様々なイベント 

上記(ア)のような様々な事例を集めて情報発信するタイプとは異なり、実際に子育て世代が参

加して楽しいプログラムとして、『にこわく』な場所でのイベントや地域を絞った形での情報発信
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型イベントを実施する。例えば、子どもが主体性を発揮して遊べる場所としてプレーパークの実

施を杖の水ころころハウスと共同で実現するなど。 

 

２． 行動計画 

(ア)『にこわく』な場所大集合！（仮題）2010年 1月 11日 

(イ)「おやじの遊び力」向上講座（仮題）2009年冬季より不定期開催 

 

 

B2: ポータルサイト「京都(^0^)/にこわく」作成 

１． 背景・現状分析 

(ア)子育てに関する情報がばらばらで調べにくい。行政の情報は、担当ごとに発信されていて（幼

稚園は教育委員会、保育園は保健福祉など）、子どもという視点で探そうとすると、他部署に

またがる。 

(イ)京都市、京都府の情報がばらばら 

(ウ)子どもの発育によって必要な情報が変わるが、一人目の子育てでは、自分にとって必要な情報

がどれかわからない。 

２． 取組み内容 

ポータルサイトをつくる。 

３． 類似の事例 

(ア)京都子連れパワーアップ情報、京都 妊娠・出産情報（NPO法人おふぃすパワーアップ） 

子連れで使いやすいお店や施設、幼稚園・保育園情報、妊娠・出産時に便利な情報を掲載した

雑誌を出版。 

http://www.office-powerup.com/ 

(イ)みやこ子ども土曜塾（京都市教育委員会事務局 生涯学習部） 

小学生対象の京都市内のイベント情報を中心に掲載。小学校で全校生徒に配布されるので、と

ても強い広報力がある。 

http://www.doyo-juku.com/ 

(ウ)Happy Kids(京都市日本保育協会運営) 

子どもの病気、保育園や幼稚園、発育と発達について、妊娠時期の知識など出産から育児まで

の様々な知識が得られる。 

http://www.kosodate-expert.jp/frame.php?SID=3205 
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４． 取組の具体策 

子育てサロンやつどいの広場などで行われるイベント情報の収集発信は上記「みやこ子ども土

曜塾」を参考に、京都市との共汗事業として企画する。（共汗相手となる京都市の部署について、

なお検討が必要である） 

それに加えて「お得情報」「行政の取り組み」「地域の事例紹介」「子育てコラム」「体験談」「企

業の取り組み」「ショップ情報」「etc…」などを掲載する。 

５． 行動計画 

＜課題＞ ポータルサイトとしてのコンセプトの明確化。 

     京都市の共汗事業としての連携先を検討する。 

＜進め方＞第 2期 100人委員会での事業の中心にすえる。 

 

 

C1: プレママバッチの普及 

１． 妊娠状態を知らせるマークの現状 

(ア)厚生労働省マタニティマーク H18年作成 

 

(イ)京都市プレママバッチ H15母子手帳交付時に配布開始 

 

(ウ)BABY in ME（個人） H11作成 

どのマークについても認知度は低い。様々な主体がマークを作っていることも一因かもしれな

い。最近、京都市ではキーホルダー型のバッチにして、京都市のものと厚生労働省のものを表と

裏に配置している。 

２． 取組の具体策 

(ア)マークの認知度を上げるためのイベント 

(イ)行政のいろいろな場面でマークを露出させる 

 

 

 

 

 



京都(^0^)/にこわく 

 - 8 - 

 

 ③ 活動記録 

活動項目 日時／場所 内容／概要 

第 5回定例会議  2009/1/24 

御池創生館 

4 チームの議題統合 

チーム名「京都 にこわく」 

第 6回定例会議  2009/2/28 

西京高校？ 

行動計画について検討 

子どもの成長段階に応じた、にこわくとしての課題を整理 

第 7回定例会議  2009/3/14 

御池創生館 

行動計画について 

チーム会議 2009/4/3 

京都府庁 

行動計画の絞込み 

参加者：竹内、青木、廣江、佐藤、篠原、石盛、山形 

チーム会議 2009/4/19 

喫茶 yaomon 

中間発表に向けて 

ヒアリング調査と発信を中心に検討 

参加者：青木、廣江、佐藤、篠原、石盛、佐々木 

定例会議 第 8 回 

（中間発表） 

2009/4/24 

御池創生館 

中間発表 

定例会議 第 9 回 2009/6/27 

御池創生館 

ヒアリング先の絞込み 

ヒアリング（京都市 

人権文化推進課） 

2009/7/21 

京都市役所 

コミセンの現状に関して、また、今後の活用方針策定のスケジ

ュールに関して、担当者にヒアリングした。 参加者：佐藤 

ヒアリング（東福寺保

育園・児童館・つどい

のひろば） 

2009/7/25 

現地 

乳幼児に関する京都市の施策をほとんど実施している東福寺

を見ることで、高レベルの子育て支援の内容を見るとともに、

施策の課題や足りない点が見えた。 

参加者：竹内、篠原、佐藤、青木、石盛、岡本、、爾 

（絹川） 

定例会議 第 10回 2009/7/25 

御池創生館 

東福寺保育園ヒアリングにより、高レベルの子育て支援が持続

可能でない状況にあることがわかる。行政への提言の重要性を

認識。 

ヒアリング（杖の水こ

ろころハウス） 

2009/7/26 

現地 

NPOが行政の支援に頼らずに拠点の運営を行う事例を調査。 

参加者：佐藤 

ヒアリング（西賀茂プ

レイセンターFKC） 

2009/7/28 

現地 

ボランティア組織で数年の経験の後に、つどいのひろば事業に

参入した事例。 

参加者：石盛、佐藤、 

定例会議 第 11回 2009/8/22 

御池創生館 

発表会に向けて 

チーム会議 2009/8/28 

喫茶 yaomon 

発表会に向けて 

参加者：竹内、佐藤、石盛、佐々木、（絹川） 

チーム会議 2009/9/8 

喫茶 yaomon 

発表会に向けて 

参加者：竹内、佐藤、廣江、石盛、篠原、勝見、佐々木、 

（絹川） 

 


