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〜ひとごとではなく,「自分ごと」,「みんなごと」として市民・行政が協働!〜 

 “みんなごと”のまちづくり推進事業 活動進化プログラム 

実績報告書 

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所  

代表 東 信史 

事業の主な内容 

 

当事業は,広く市民から,「京都がもっとよくなる」「もっと住みやすくなる」まちづくりの

取組提案を募集し,「まちづくり・お宝バンク」に登録・公開するとともに,提案の実現に向け

たきめ細やかなサポートなどを行う事業である。当業務は,提案の実現に向けたサポートの仕

組みの一つとして,取組提案者の実情に応じた,個別の「活動進化プログラム」等を構築し, 提

供することにより,提案の実現を後押しするものである。なお,本業務の実施に当たっては, 

「京都ならでは」といった観点を取り入れ,独創的な「活動進化プログラム」を構築し,取組提

案実現の後押し及び京都市全体のまちづくり活動の活性化を図った。 

 

⑴「活動進化プログラム」の提供事業  

 

  <全体プログラムの進行スケジュール> 

 

     

 

 



ア)成熟度の高い取組提案の実現に向けた伴走型プログラム 

 

提案者の活動を,補助金に頼らない自立した活動へと進化させるため,プログラムを運営。伴

走支援団体の公募を行い、下記4団体を選定し、支援を実施した。 

 

団体名 提案No. お宝バンクでの取組提案内容 

株式会社アイトーン・デ

ィレクションズ 

297 思いを大切にする事業承継支援事業を通じて京都流

イノベーションを 

霍野 廣由(ワカゾー） 247 宗教都市・京都で、お寺・若手僧侶をフルに使いた

おす！ 

鳥本 光照 243 減災カフェ 

伏見・お城まつり実行委

員会 

290 10/16 伏見まちづくり活動の集大成！「伏見・お

城まつり」 

なお、各団体に対して、以下のとおり伴走者を選定し、伴走プログラムを実施した。（伏見・

お城まつり実行委員会は，全体セッションまでの支援を実施した。） 

 

▶活動団体伴走者 

伴走者名 所属 支援先団体 

東 信史 まちとしごと総合研究所 株式会社アイトーン・ディレクションズ 

霍野 廣由(ワカゾー） 

鳥本 光照 

川人 ゆかり 合同会社ミラマール 株式会社アイトーン・ディレクションズ 

近藤 貴馬 京都移住計画 株式会社アイトーン・ディレクションズ 

滋野 正道 龍谷大学 霍野 廣由(ワカゾー） 

鍋島 野乃花 綾部市地域おこし協力隊 

(コミュニティナース) 

霍野 廣由(ワカゾー） 

 

 

 

 



▶全体セッション伴走者 

 

今年度は、伴走プログラム参加メンバーのセッションにて、多様なステークホルダー 

からの様々な意見や提案、アイディアをもらいながら進めた。 

 

▶伴走型プログラムの実施内容 

 

 30年度の伴走型プログラムでは、昨年度までに実施した進め方の中で「各団体間の情報共有

や連携/互いに学び合い、支え合う」については継続的に進め、新たに「プログラム初期段階

から伴走者との接点を増やす」ことを加え、全体セッション、中間報告、成果報告を実施し

た。また、同事業で開催する交流会イベント(19年1月、150名規模)への出展などもプログラム

として実施した。 

 

<伴走プログラム> 

①全体セッション（全3回）の開催 

  -取組提案の骨子を整理する -新たな問いをもつ- 

  -取り組む課題とビジョンを明確にする -共感の”軸”をつくる- 

  -アクションプランを具体化する -最初の一歩を決める- 

 

②中間報告会「チーム活動を振返る」―想いを持って活動するチーム同士のセッション 

 

③“みんなごと”のまちづくり推進事業交流会への参加 

 

④成果報告会「チーム活動を継続する」―ありたい未来の提案 

 

⑤団体への個別支援 

 

 

 

 

全体セッション伴走者名 所属 

木村 尚 大津市消防局 / ファシリテーター 

柳澤 洋行 スマイルプラス / 2017年伴走プログラム参加者 

近藤 貴馬 西喜商店/京都移住計画/2017年伴走プログラム参加者 

西濱 萌根 株式会社NINI(ホテル経営/西陣エリアの地域活性事業運営） 

北浦 真平 コネクトフィルム（ドローン・映像制作者） 

柴田 純治 Plan.c LLP（組織変革 / コーチング） 



①全体セッション（全3回）の開催 

  -取組提案の骨子を整理する -新たな問いをもつ- 

  -取り組む課題とビジョンを明確にする -共感の”軸”をつくる- 

  -アクションプランを具体化する -最初の一歩を決める- 

 

 同プログラムの参加者である、京都市、プログラム参加団体を交えキックオフを行うととも

に、各団体が互いの活動の理解を深め、プログラムにおいて実現したい未来の共有を行い、仲

間意識を高めていった。 

 

▼ 取組提案の骨子を整理する -新たな問いをもつ-（2018年8月20日） 

 

第1回では、各団体のこれまでの取り組みや活動を始めた背景などをスライドを用いな 

がら共有した。その上で、当プログラムで実現していきたいこと、各団体がともにプログ 

ラムに参加する意味などを理解しながら、各団体同士が、6ヶ月の間に仲間として取り組 

んでいくための意識づくりを、ビジョンメイキングの手法を用いて実施した。 

  

▼ 取り組む課題とビジョンを明確にする -共感の”軸”をつくる-（2018年9月3日） 

 

  第2回では、「実現したい未来」を具体的に描くために、全6名の伴走者を選定し参加  

してもらった。参加団体と伴走者が一緒になり、プロアクションカフェの手法を用い、そ

れぞれの背景や原体験を語ってもらい、活動の核となるテーマやポイントをフィードバッ

クしてもらい、軸の整理を行っていった。 

 



▼ アクションプランを具体化する -最初の一歩を決める-（2018年9月28日） 

 

第3回では、実現したい未来に向けた「最初の一歩」をセッションまでに考えてきても

らい、これから必要なステークホルダーとの連携や、リサーチの内容について具体的に進

めていくためのプランニングを行った。参加団体は、実現したい未来や最初の一歩を言語

化することで具体的なイメージを持ち、セッション後の3ヶ月のアクションプランを作成

した。 

 

   

全3回のセッションを通じて、当初描いていた「実現したい未来」が、それぞれにとって言語

化され、その背景をストーリーとして言葉にしステークホルダーに伝えられるための準備を行

った。参加した団体からは「時間をかけて言葉にする時間を持てておらず良い機会になった」

「言葉の壁打ち相手がいて、言語化ができるようになった」「自身の発想の枠に捕らわれてし

まっていることに気づいた」など、団体同士や伴走者という第三者の視点からのアドバイスが

あったことが、有意義なサポートに繋がったという感想が出ていた。 

 

   
 

   
 

 

 



②中間報告会「チーム活動を振返る」の開催（2018年12月12日） 

 

各団体が、全体セッションを経て3ヶ月の個別の活動を行った結果を共有し、次の一手を進

めていくための中間報告会を行った。各団体、30分ほどの持ち時間を取り、ヒアリングの実施

報告やミニセッションを開催して発見したこと、前回から進んだ構想などについて報告し、他

団体からは質問やアドバイスをもらいながら進めた。団体の進捗具合に差が出てきている点に

ついては、相互の活動報告を聞くことで背中を押す意味合いもあり、遅れている団体にとって

は良き中間報告の場となっていた。 

 

     
 

③“みんなごと”のまちづくり推進事業交流会への参加（2019年1月26日） 

 

 同事業の別プログラムである「交流会」に、各団体がブース出展を行った。まちづくりに関

心のある約150名の参加者に対して、各団体の推進している事業アイディアなどを紹介した

り、アンケートを取るなどし、協力者の獲得やアイディアの収集などを実施した。 

 

   
 

   
 

 

 

 

 



④成果報告会「チーム活動を継続する」―ありたい未来の提案（2019年2月9日） 

 日時:2019年2月9日 13時〜16時  

 場所:GROVING BASE  

 参加者:15名  

 

 プログラム:活動進化プログラムの全容報告及び公開講座の報告  

      伴走プログラム参加団体によるアクションプランの発表  

      伴走プログラム参加団体と参加者による全体セッション 

 

各団体が6ヶ月間取り組んできた活動の報告とともに、今後の事業展開についてプレゼンテ

ーションを行った。セッションを通じて見つけた、活動に対する想いや実現したい未来、関係

者とのセッションやイベントを開催して見えてきた次の展開などが紹介された。発表後は、参

加者と各30分ほどのミニセッションを2回行った。その中では、参加者から次のステップに関

する質問をもらい具体的な展開を再度考えたり、アドバイスをもらいながら実現に向けた計画

を再構築していった。それぞれのテーマに関心があり参加された方が多かったためか、今後の

事業に参加したい方やイベントに呼んでほしいという声が多く、今後の展開に向けて良い繋が

りが生まれる報告会となった。 

   
 

   
 

   

 

 



⑤団体への個別支援 

 

 全体セッション後に、各団体の活動に対して、必要に応じたサポート(事業推進の課題発見

やアクションプランの整理、ファーストアクションの設定、ステークホルダーとの連携)を実

施した。委託団体では、各団体のMTGに入りながらファシリテーションを行いつつ、参加者の

意欲やモチベーションを保ちながら、事業実現に向けた方向性や進捗状況の調整、協力などを

行った。下記にて、各団体の活動状況を報告するとともに、個別打合せ等については、別添に

て報告とする。 

 

▼株式会社アイトーン・ディレクションズ 

代表の篠田氏自身から提案のあった「思いを大切にする事業承継支援事業を通じて京都流イ

ノベーションを」がどのようなイメージかを紐解きながら、ご自身が実現したい未来像をを整

理し、実現したい未来に向けた実施可能なプラン、及び実施のためのメンバー獲得や情報の収

集などを進めるための相談を行った。事業を進めるにあたっては、地域活性などに専門的に関

わる川人氏、昨年度の伴走プログラム参加者で後継ぎでもある近藤氏が伴走者となり、多面的

なアドバイスを行なってもらった。 

 

日時 場所 参加メンバー 内容 

10/27 GROVING BASE 篠田、東 ・事業プラン相談 

・リサーチ項目の整理 

11/29 GROVING BASE 篠田、東 

川人(伴走者)、近藤(伴走者) 

・ヒアリング結果共有 

・事業に関する情報共有 

・事業プランの相談 

12/26 オンライン会議 篠田、東 

川人(伴走者)、近藤(伴走者) 

・中間報告の内容共有 

・イベント企画の相談 

1/27 GROVING BASE 篠田、東 

川人(伴走者)、近藤(伴走者) 

参加者:昌子、千原、藤井、山口、

奥田、吉田 

・後継ぎ座談会 

(ヒアリング＆情報共有) 

 

 

 

 

 

 



- 開催したイベント 

 

 アトツギトーク＠GROVING BASE(2019年1月27日) 参加者/6名 

 「後継ぎが抱える様々な悩み」を可視化するため、後継ぎに限定した座談会を開催した。会

の中では、それぞれが話したいテーマを持ち寄りながら、後継ぎならではの悩みを可視化して

いきつつ、親子での承継問題について、親子間の関係や家族関係、また社員の方との関係につ

いての言及があったり、事業自体の衰退についての問題なども浮き彫りになった。 

 

  
 

    

  

 



- 団体への支援内容 

 ・実現したい未来を言語化するための整理 / ヒアリング 

 ・活動を実現していくための実践を行う伴走者の獲得 

 ・伴走者との対話による、事業プランの策定と事業機会の設定 

 ・ステークホルダーマッチングのためのイベント企画の準備 / 運営 

 ・上記活動を推進していくための情報発信サポート 

 

 

 - 支援を実施したことにより、実現・達成した内容 

 ・活動のビジョンや事業計画の整理 

 ・事業承継に関する情報発信の開始(篠田氏によるブログ開始) 

 ・アトツギズの発足、イベントの開催（その後も継続的な活動を進めている） 

 

 

 - 支援を受けた各団体の声 

 何より良かった点は、自身がやりたいと思っている事の背中を押してもらえるところ。人を

巻き込んでくれるところや、交流会や報告会など形がまとまっていなくても表に出さなければ

ならないという事は、前進するために必要だったと思う。 

最初、アウトプットの形が見えてこなかったので、今まで伴走プロジェクトに参加した人た

ちがどのように考え、どのような形で活動しているのか等の事例がいくつか見れるとイメージ

しやすかった。（逆に人によってはそのイメージにとらわれる可能性もあるかもしれません

が・・・）最終報告も終わりましたが、まだまだ構想が変わって良い形に変化していきそうで

す。ありがとうございました。 

 

 

 - 伴走者の声 

 これまでに様々な事業者の方々とお会いし事業サポートをしたり、人口減少していく地域の

新たな魅力を再発見しながら移住促進をサポートしてきました。今回の「後継ぎ」は自身にも

関わりあるテーマであり、また多面的な問題点があるプロジェクトでしたので、篠田さん含め

皆さんが本気で取り組みたいと思っていて、これからの楽しみとなっています。伴走期間で

は、この問題に対してどういった未来を実現していきたいのかを長く深く対話しました。事業

については各専門家がいますが、そこに任せきれないのは何かや、私たちだからこそできるこ

とは何かを話し合いました。そして、篠田さんから「親子間の承継問題に絞りたい」という言

葉が出てきて、その点でスタートを切ることができ今も定期的に集まっています。ここでの始

まりが、今後京都において、また全国に向けて良い事例になるように進めていければと思いま

す。(川人) 

 

 

 

 

 

 

 



▼霍野 廣由(ワカゾー） 

 

参加メンバーの霍野氏、藤井氏から「宗教都市・京都で、お寺・若手僧侶をフルに使いたお

す！」という提案があり、具体的に今回は「お寺活用について考えたい」という旨をもらった。

現在、お寺活用については全国的にも様々な事例が増えていく中で、どんな未来を実現してい

きたいかや、現在の事例に対する違和感などをヒアリングしながら、展開していきたいイメー

ジなどを言語化していくところから進めていった。その後、キーワードにマッチした伴走者を

招き、レクチャーやセッションを繰り返しながら実施した。 

 
日時 場所 参加メンバー 内容 

10/15 ラクエ烏丸 

スターバックス 

霍野、藤井 

東、滋野(伴走者) 

・事業プラン相談 

・ステークホルダー

ヒアリング 

11/9 龍谷大学 

大宮学舎 

霍野、藤井 

東、滋野(伴走者)、鍋

島(伴走者) 

柳原(参加者)、千葉

(参加者) 

 

・コミュニティナー

スについて 

・地域での貢献につ

いて意見交換 

・事業プラン検討 

1/10 オンライン会議 霍野、藤井 

東、滋野(伴走者)、鍋

島(伴走者) 

・ミニセッションの

企画相談 

2/1 一念寺 藤井、東、鍋島(伴走

者) 

・イベントの開催 

  
- 開催したイベント① 

コミュニティナースについて学ぶ＠龍谷大学大宮学舎 (2018年11月9日) 参加者/7名 

 

 医療従事者が、地域に出て地域支援を行うプロジェクト「コミュニティナース」の取り組み

をケーススタディとして、お寺やお坊さんが地域に貢献するとはどういうことなのか，考える

機会を設定した。参加者には、コミュニティナースとして活動する鍋島さん、また今回の活動

に関心のある龍大大学院生も参加し、全体で議論を進めた。 

 

  



- 開催したイベント② 

弱さへのチャレンジ、弱さって何？＠一念寺(2019年2月1日) 参加者/3名 

 

 お寺が寄り添うためのキーワードとして「弱さ」という言葉を軸に、話せる機会を作ってい

くことを体験するために、実験の場として座談会を企画した。実際には参加者が集まらずに団

体メンバーと伴走者のみとなったが、少人数だからこそ安心して話せることがある点や、どん

な話題が出てくるか（仕事や家族関係のことなど、周りに普段話せない話題など多かった）が

わかるなど、今後のお寺の役割に関するヒントを見つけることができた。 

 

  

 

 

 

 

 

 



- 団体への支援内容 

 ・団体の実現したい未来を整理するヒアリング 

 ・ケーススタディによる情報収集の機会の設定 

 ・活動を実現していくための実践を行う伴走者の獲得 

 ・ステークホルダーマッチングのためのイベント企画 

 ・上記活動を推進していくための情報発信サポート 

 

 

 - 支援を実施したことにより、実現・達成した内容 

 ・活動のビジョンや事業計画の整理 

 ・コミュニティナース、龍谷大学との連携した授業企画 

 ・弱さについて語るための座談会の企画 

 

 

 - 支援を受けた各団体の声 

 伴走型プロジェクトを始める前は、次へ繋がっていくような大きなイベントや企画ができた

らいいなぁとぼんやりと思い描いていたが、数回のセッションを通じ、様々な方から「寺院」

「僧侶」や「公共性」に対する意見や想いを聞かせていただき、いろんな角度から寺院・僧侶

について見つめ直せました。特に最終報告では、参加くださった方からアイディアをいただけ、

寺院という「非日常」の空間と、お坊さんという「日常」で出会えて相談もできる、両面の魅

力があるということも再確認できました。また、ワカゾーという大きな団体でのくくりで企画

を考えることはもちろん、ワカゾーという団体に属する「私自身」がやってみたいことに挑戦

できるような道筋も建ててもらったような時間となりました。いろんな方が、その時々で、し

っかりと意見をくださっていたので、プロジェクトが終了後にも、あの時のアドバイスや感想

を思い起こして、企画に必要なことを考えています。 

 

 

 - 伴走者の声 

 私たち自身が、宗教者の取り組みに関心があるところから伴走活動が始まりましたが、医療

従事者との対話や大学院生たちとの対話を通じて、お互いを知ることから共通点やともに取り

組める可能性が生まれることを目の当たりにしました。紹介させて頂いたコミュニティナース

の取り組みも、ワカゾーの皆さんに興味を持ってもらえる内容で、次の展開に向けて動き出す

きっかけになってもらえて何よりでした。これを機会に、私たちも医療従事者と宗教者、また

哲学者の方々だからこそ向き合える死へのあり方や関わり方、またそこに大学としてどのよう

な関係を作っていけるのかを考えていきたいと思います。(滋野) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼鳥本 光照 

 

 代表の鳥本氏からは「減災カフェ」を展開することで、京都の地域の防災に関する意識を高

めていきたいというプランが提案されており、実際に展開していくための課題点などを探ると

ころから始まった。運営土台の構築やメンバーの確保といった組織運営の問題点や、地域との

連携方法などについて、改めてこれまでの活動を振り返りながら現状を把握し、不足している

点について１つずつ課題解決を進めていった。 

 

日時 場所 参加メンバー 内容 

10/19 鳥本さん自宅 鳥本、東 ・事業プラン相談 

・関係者のリストアップ 

11/18 オンライン会議 鳥本、東 ・事業プランの精査 

・関係者のヒアリング準

備 

12/28 鳥本さん自宅 鳥本 

坂巻、牧野(京都市役所) 

・事業プラン相談 

・課題の洗い出しと整理 

1/8 オンライン会議 鳥本、東 ・イベントの企画打合せ 

1/22 NINIROOM 鳥本、東 

参加者:其田、大手、大武、西濱 

・イベントの開催 

 

- 開催したイベント 

減災カフェナイトミーティング＠NINIROOM (2019年1月22日) 参加者/6名 

 

 現在までの活動の報告とともに、参加したメンバーが社会で防災意識を高めていくためのネ

ックとなっているポイントを探るためのセッションを行なった。防災士や行政事業で地域と防

災に携わった経験者、地域コミュニティの運営者などが集まり、それぞれの視点からアイディ

アや意見を出し合った 

  
  



- 団体への支援内容 

 ・団体の実現したい未来を整理するヒアリング 

 ・団体内メンバーでの方向性の整理 

 ・オープンソース化に向けた事例の共有/紹介 

 ・ステークホルダーマッチングのためのイベント企画 

 ・上記活動を推進していくための情報発信サポート 

 

 

 - 支援を実施したことにより、実現・達成した内容 

 ・活動のビジョンや事業計画の整理 

 ・活動拡大に向けたロードマップの作成 

 ・減災カフェナイトミーティングの開催 

  

  

 - 支援を受けた各団体の声 

 活動進化プログラムに参加したきっかけは、自分の活動がこれでいいのかという漠然とした

不安があったからです。SNSの普及もあり、各地で様々なイベントが企画され、アップされて

います。そんな中で、自分が主催しているイベントは好きで始めたものの、本当に京都市や社

会に役立つ、還元できるようなものになっているのか、イベントの内容や企画もこのままでい

いのか、漠然とした不安がありました。活動進化プログラムを通して、課題と次にやることが

明確になるのは、非常にありがたかったです。 

ただ、明確になった中で、やりたいことと、時間がない、足りないというところでの葛藤が

生まれました。事務局機能・オープンデータ化と自分の発想になかった部分でのアイディア・

提案をたくさん頂き、現在は、新年度に漠然とした不安というよりは、やるべきことの優先順

位を整理しながら、活動していこうと非常に前向きに捉えております。活動進化プログラムの

おかげで、自分や仲間では考えていなかった部分の発想やアイディアをたくさんの方から頂け

たことと、活動についてもう一度向き合い、深く考える時間を取れたことが非常に大きかった

です。 

 

 

 - 伴走者の声 

 今回の団体は、活動に対する地域や周りからのニーズはあるが実際に運営が回らない状況だ

ったことが判明をしました。そこで、プロジェクトに共感して協力してくれるメンバーを募り

チームを作っていくことや、事務局機能を備えることで活動を広げていくことを伴走すること

を決定し、仲間のつくりかたや人の巻き込みかたについてサポートを行いました。想い溢れる

活動家であっても、一人でできることには限界があり、そういった事例は街の中では多いかも

しれません。誰かだけが頑張るのではなく、誰かのグッドアイディアを広げていくチームを作

ることも大切なことだと思いました（東） 

 

 

 

 

 



イ) 幅広い取組提案者を対象とする参加型プログラム  

京都がもっとよくなる、もっと住みやすくなる、まちづくりの取組み提案を、市民グ 

ループ・ 地域団体、NPO、企業、大学から募り、実現を進めてきた。今回は、多様なステ

ークホルダーたちと共感を生みながら活動を起こしていくための「新たな問い」を学ぶこ

とを中心に添えながら、その問いを中心とした広報、資金調達の仕組みを学び、さらには

京都での実践者のリアルな声を聞ける機会を創出し、講座後に様々なアクションが生まれ

ることを想定したプログラムづくりを、全5回の講座プログラムにて行った。 

 

イ-1 全5回の活動進化プログラム公開講座の開催 

 ※各講座の内容については、別途レポートを参照 

日時 テーマ / 会場 ゲスト 参加

人数 

8/19 協創が促進していくチームが生まれ

るためのビジョンメイキングとは？ 

 

会場/ Jimukino-Ueda bldg 

安斎勇樹 (Anzai Yuki) /東南裕美 (Tonan Yumi) 

東京大学大学院 情報学環 特任助教 

株式会社ミミクリデザイン 代表取締役 
42 

9/27 物語を通じ想いを伝え、共感を力に

かえる情報発信とは？ 

 

会場/学び場 とびら 

中西 須瑞化（Nakanishi Suzuka） 

㈱morning after cutting my hair 取締役 

一般社団法人防災ガール 事務局長 

 

28 

10/24 想いとお金が集まる、これからのプ

ロジェクトのつくりかたとは？ 

 

会場/oinai karasuma 

村井 琢哉（Murai Takuya） 

公益財団法人京都地域創造基金 事務局 

NPO法人山科醍醐こどものひろば 理事長 

公益財団法人あすのば 副代表理事 

24 

11/28 SDGs×食：フードロスを減らすため

に私たちができること 

 

会場/GROVING BASE 

近藤 貴馬（Kondo Toma） 

西喜商店 四代目 / さらえるキッチン主催 

 

河本 歩美（Komoto Ayumi） 

おいでやす食堂 / みんなの居場所制作委員会 

 

龍谷大学 深尾ゼミナール / かんきょうと 

30 

12/19 SDGs×観光：京都の持続可能な観光

のために私たちができること 

 

会場/ GROVING BASE 

マナベ リョウ（Manabe Ryo） 

あっちこっちプロジェクト 代表 

 

西村 環希（Nishimura Tamaki） 

WOWJAPAN Experience+ TABICA訪日事業部関西代表 

 

吉岡 史樹 (よしおか ふみき) 

岩戸山ソーシャル寄町 代表 

30 



⑵「活動進化プログラム」の実施に関する広報 

 

 伴走型プログラムでは、団代の選定段階から専用のwebページを制作するなどして広く広報を

行った。また、8月の活動開始以降も、各セッションのレポートや、個別活動の情報発信など

を行いながら、他のお宝バンク登録者への発信や、地域・まちづくり活動に関心のある方向け

にPRを実施した。 

 公開講座プログラムでは、各講座ごとにイベント広報・集客のためのページをFacebook、

Peatixを利用し発信した。各講座修了後には、フォトレポートとイベントの詳細やアンケート

をもとにしたレポートの作成を行い、専用のwebページ及び、Facebook等で情報発信を行っ

た。 

 

 

▼Facebookページ「活動進化プログラム -”みんなごと”のまちづくり推進事業」 

投稿回数 13 回 ・累計リーチ数 58,689 ・いいね! 682 

  

 

 

 



各イベント毎のTOPページデザイン 

 

  
 

  
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 



活動進化プログラム広報チラシ 

 



3.「活動進化プログラム」の提供に係る窓口及びコーディネート業務 

 

 伴走支援団体および伴走者メンバーとの事前打ち合わせや会議は随時メールやZoom(オン

ライン会議システム)で実施した。各伴走者と支援団体のミーティングおよび連携先となり

うる他団体との会議やワークショップ等を開催し、事業の進め方についての協議、ワークシ

ョップのシミュレーション 等を行った。京都市との会議については、随時市役所への訪問

および電話、メールにて行った。その他、上記実施に必要な会議用資料作成、説明等を実施

した。  

 

4. “みんなごと”のまちづくり推進事業交流会の開催 

 

 様々な主体同士の協働のまちづくりを推進することを目的に、「まちづくり・お宝バンク」

取組提案者が、他の取組み提案者や地域のまちづくり活動の担い手等と、出会い繫がるととも

に、新たな連携などを生み出すことを目的に、2019年1月26日に交流会を開催した。 

 

 今回のプログラムでは、これまでに様々な繋がりを作る機会は増えてきたけれど、繋がりを

増やすだけでなく「じぶんごと」として一歩を踏み出していくことが、より人との繋がりを有

機的にしていくと考え、ゲストには自ら新たな一歩を創り出す実践者であり、多くの人の背中

を後押しする言葉をくれる方々を招いた。 

 

 兵庫県丹波市の元市議会議員で全国で「小商い塾」を企画する横田氏、四国にて地元食材を

全国に届けていく仕組みづくりとして「四国食べる通信」を手がける眞鍋氏、飲食業界の常識

を覆す事業モデルで様々な人たちが働きやすい職場環境とフードロス削減を実践する「佰食

屋」を手がける中村氏にお越し頂き、自身のストーリーを語って頂いた。参加者を交えたトー

クセッションでは、一歩踏み出すことや何かをやりたいということは恥ずかしいし勇気がいる

ことだが、それを受け止めてくれる人たちが集まるこういった場では話すことが何より大事と

いうことを語って頂いた。 

 

 プログラム後半は、「京都市の豊かな未来を実現するために」をテーマに、話したいお題が

参加者から「若者が活躍できる環境」や「子育てしながらでも働きやすい街」など19個あが

り、他の参加者も自身が話したいテーマに集いながら1時間ほどセッションを行った。最後に

は全体の前で、当日の話した内容を共有しながら自らの次の一歩を宣言し、それに対して各ゲ

スト及び、京都市長より激励のコメントが送られた。 

 

 上記のプログラムを通じて、一歩を踏み出す人たちとそれをフォローする人たちがいれば新

たな取り組みが生まれ、かつ繋がりが自然とできていくことを体感してもらえたと思われ、一

定の成果を創出できたと考えられる。(参加者/運営スタッフ総勢150名) 

 

 

 

 



参加者からの声 

 

・ゲストの皆さんの話から始まり、徐々に聞いている参加者の皆さんの熱が高まる会場。ゲス

トを中心にして囲うように参加者が座る大きな円を外側から見ていると、なんだかエネルギー

の塊のような熱気を感じました！ 

 

・みんな、何か自分でもやってみたい、やりたいことを形にしたい、そんな熱をもった気持ち

をもってトークを聞いていたからかもしれませんが、後半のOST(オープンスペーステクノロジ

ー)でのテーマを決める時に「京都の未来のために取り組みたい提案」を募集したところ、多

くの人が立ち上がり、テーマの提案をしようと前に駆け付けたことに驚きました！ 

 

・出会ったばかりの人たちに思いをはっきりと口に出せること、またその思いに賛同するこ

と。そうやってできたコミュニティでの話し合いは、新たなアイデアだけでなく、心の充実を

うみだすということを知ることができました。 

 

・交流会の場を通じて、ここは「何かしたい、やってみたい」そういう想いを抱えた人たちの

エネルギーの交換場所だったのかな…と思います。私も皆さんからいただいたパワーをしっか

り変換して、頑張っていこうとおもいます。本当にありがとうございました！ 

 

 

・とっても熱い場でした！提示したテーマにも興味を持ってきてくださった方がおられてハッ

ピーでした。ありがとうございます！ 

 

 

・土曜日に参加した「交流会3.0final」そこで出会った人が紹介してくれた、里山ベース ハ

ナビ。そして早速日曜日に参加した、里山ベース ハナビのBBQ。色んな人と出会い、話し、つ

ながった二日間となりました！ 交流会で、私たちは「都会と田舎の交流を盛んにする」とい

うテーマで話し合い、その中で出てきたキーワードは、人とのつながり。観光で終わらない、

何度でも来たくなる場所というのは、人とのつながりがある場所なんじゃないか。そんな風に

「人」がきっかけでその場所が好きになって、また来たくなる。私がはじめようとしている

『田舎くらし部』も、人とのつながりが生まれる場にしたい。 

 

 

・みんなで考える時間に「仕事と育児の両立体験、興味ある人」とテーマをあげさせていただ

くと、中村さん含め、学生さん3人、社会人男性2人、子育て経験者3人と色んな方々に集まっ

てもらい話ができました。参加してみたい！という学生さんも、受け入れてみたいというご家

庭にも出会えて嬉しかったー！誰も興味持ってくれないかと思いましたが、話せて良かったで

す。 

 

 

 

 



交流会の参加者募集チラシ 

 
 

  
 

 



<活動進化プログラムを実施した効果、事業の課題、今後の展開等について> 

 

 伴走型プログラムでは、これまでの活動進化プログラムの反省点として「より多くの関わり

を作ること」に取り組み、多くの伴走者を全体セッション時に交えることで、多様な視点から

のアドバイスをもらえる工夫を行った。また、個別のプロジェクト支援では現状の把握や他事

例のリサーチを心がけながら、伴走者に実践者を交えながら具体的な活動が生まれていくよう

サポートに取り組み、各団体がプログラム終了後にも活動を継続して進めていける仲間づくり

を行った結果、各団体が持続して活動を続けている。 

 公開講座では、昨年と同様に全体でビジョンづくり、資金調達、広報を学びながら繋がりを

つくる講座と、今年は「フードロス」「オーバーツーリズム」など京都市が抱える課題を取り上

げ企画したところ、ステークホルダーとなる方々が集い、ともに課題解決に向けての意見交換

やアイディアづくりを行うことができた。 

 交流会 3.0 では、これまで取り組んできた「繋がりがなぜ必要か？」「誰と繋がっていくこと

が必要か？」という点も踏まえながら、繋がりを生み出すための起点となる「じぶんごと」か

ら声を発することの大切さを実感するプログラムとし、オープンスペーステクノロジーの手法

を使い、19 の新たな動きを生むことができた。 

 

 一方で、伴走型プログラムについては、活動の基盤づくりの最中の団体の応募だったため、

プログラムの中では今後のビジョンや活動の方針、目標などを考え、それを実行していくため

の仲間づくりを重点とした。活動は継続的なものとなっているが課題解決への取り組みとして

はスタートラインから一歩を踏み出していくまでとなった。 

 公開講座、交流会 3.0 では一定の参加者の募集や、繋がりが生まれるプログラムの運営の型

ができ、今後はゲストやテーマを変えていくことで、さらなる関係者たちを巻き込み展開して

いく方向性が見えたが、一方で「関心の高い課題」に留まってしまいかねないため、制度に埋

もれてしまっていたり、生まれている新たな課題へ目を向けていくためのプログラムの検討が

あっても良いと思われる。 

 

 以上、全体を通じてこれまでの反省点を改善していきつつ、3 カ年でのプログラムの型が出

来上がったように思える。次年度以降については、さらに関わりの薄い事業者や大学、または

行政職員の方々を巻き込みながら、セクターを超え協働が生まれていくプラットフォームを目

指すことに着手できればよいと考える。 

 

 


