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はじめに 
コミュニティ・ラーニング・センター構想2年目 
大学と地域拠点の連携による市民活動活性化 

「まちづくり」は「人づくり」 
伏見のまちでアクションを起こす「若手人材」育成プログラム 

大学生が創りだす『コミュニティ・ラーニング』　　　 
学生「ミギウデ」プログラム×伏見事業課KUWADATE 

大学と連携した地域課題解決プロジェクト 

Ryu-SEI GAP2016 
参加学生レポート 

「地域」の最初の一歩に寄り添う 
シニア世代がもっと輝くための地域の拠点に 

多世代交流拠点 きょういく基地 
子どもの居場所づくり事業 
公園からはじまる竹田の魅力発信 
伏見グリーンシティ構想 

その他事業プレイバック 
  

活動支援の各種取り組み 
まちづくりの「もと」をつくる 

マチノモト～データのチカラ～ 

NPOと自治会・地域組織の連携促進 
田中宮市営住宅自治会×NPO法人京都子どもセンター他 

施設運営報告 
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　伏見いきいき市民活動センターでは、これまで多くの学
生たちと共に、地域の中の多様な課題に挑戦してきました。
学生の秘める熱量と可能性は大きく、多様な活動が伏見で
展開されています。 
　「体験」の枠を超えて大学生の本気を引き出し、『実践』
の中で「まちづくり」に携わる大学生のチカラは、これま
での窓口での市民活動相談を中心とした「支援」の枠を超
え、活動の「主体」として最前線で地域課題に取り組むセ
ンターの、中核としての取り組みを担っています。 
　事業課学生は実際にセンターの運営管理に参画するのは
もちろん、現場での市民活動コーディネートにも実践的に
取り組んで頂きました。事業課としてのあり方が特に有効
だった場面としては、「駆けつける支援」があげられます。

区内のある地域では孤独死が多く出たことでシニアの居場
所がスタートしましたが、シニアがより高齢のシニアをサ
ポートする状況が生まれていました。サロン運営の負担に
耐えられなくなっていた状況の中で、学生事業課がまずは
会場設営等のサポートから入り、参加者への運営参画の呼
びかけや、体制の見直しにつなげ、ボランティアマッチン
グを行いました 
　深刻な地域の課題にひるまず、窓口相談で終わらないこ
のような地域での活動が展開できる事が事業課という仕組
みから可能となりました。 

※2016年度ミギウデを勤めた小野賢也さんは、地元岡山
でNPOへ就職して次の一歩を踏み出しています。

学生ミギウデプログラム 
　伏見いきいき市民活動センターの副セ
ンター長として高校生以上の学生を有給
採用するプログラムです。地域とセンター
の『ミギウデ』を担う事を目指します。 

伏見事業課「KUWADATE」 
　ミギウデ副センター長と共に、伏見いき
いき市民活動センターに持ち込まれた様々
な地域の声に対して事業を開発、実施して
いきます。

「駆けつける」ことのできるセンターへ

～学生の本気が生み出すコミュニティ・ラーニング 

学生「ミギウデ」プログラム・伏見事業課KUWADATE
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Ryu-SEI GAP 課題解決アクション 

伏見は有機無農薬野菜を広める！今年度は廃棄野菜にも着目 
伏見わっしょい新党 

　伏見区は京都市内でも農業に従事する方の多いエリアであ
り、有機無農薬農法に取り組む農家さんも多いです。そのよう
な農家さんのこだわりを知ってもらえるような野菜市を展開
し、今年度は従来の活動に加えて、 
流通にのらず、廃棄されてしまう野菜についての活動の検討を
行い、製品開発等を準備しています。

大学と連携した地域課題解決プログラム Ryu-SEI GAP

　平成23年度の運営開始当初よりスタートした、
本プロジェクトも今年で6年が経過しました。これ
まで様々な地域と大学が結びついた活動が展開され
てきましたが、延べ300人近い大学生をマッチング
してきました。昨年度は世界の大学生によるまちづ

くりコンペティションEnactusにて全国3位に輝く
など成果をあげてきました。今年度は新たに３つの
活動が立ち上がり、ますます取り組みが発展してい
ます。
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元気なシニアの新しい「いきいき」を実現したい！ 
Local Activities 

　伏見区竹田はシニア世代が多く住んでおられる地域です。伏
見いきセンの高齢者ふれあいサロンに集うおばあちゃん達と
一緒に、飲食店と連携したおにぎりカフェを実施しました。
今年度は黒字達成のイベントが増え、「シニアの小仕事」に向
けてさらなる取り組みを進めていきます。

すべて手づくりで子どもの貧困問題に地域で取り組み6年。 
まなサポ＋１ 

　「子どもの貧困」が地域でも話題になっている昨今。まな
サポ＋１がつくる放課後学習室フリスクも今年で6年目をむか
えます。今年度も受験生は無事に進級し、今年度からは高齢者
ふれあいサロンを活用した、みんなでご飯をつくり食卓を囲
む「まな食」事業の定期開催に向けて準備をすすめています。

ヒトとネコの共存を目指して 
あにまもる。 

　京都府動物愛護センターが開設され、京都でも殺処分の問
題に関心が寄せられています。殺処分のほとんどは猫である
ことに着目し、各種団体と連携した地下鉄くいな橋駅周辺等
にて、野良猫の去勢を行うTNR（捕まえて(Trap)、中性化し
(Neuter)、元の場所に戻す(Return)、活動）を活動として展
開しています。

伏見のたくさんのイベントをまとめて発信するサイトづくり 
Project.F 

　伏見区で発掘した様々な魅力やイベントをカテゴリーに分類
し、記事にして紹介することで、地元の人も驚き、魅力を再発
見できるきっかけや、行ってみたい！話してみたい！というよ
うな話の種や行動の種を生み出すことを目指して活動していま
す。
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地域課題解決プロジェクト 

子どもの将来の選択肢がもっと増える社会へ 
もりもり☆キッズ 

　家庭の様々な環境によって、子どもの将来の選択肢が狭く
なってしまうという事を解決していきたいと今年度から立ち上
がった団体です。現在は様々な地域でヒアリングを行い地域の
実情を知りながら、子どもの選択肢がもっと増えていくような
地域と連携した取り組みを模索しています。

団地のくらしの問題に取り組み、孤独死ゼロをめざす！ 
はうすまいる 
　全国的に深刻な問題が取り上げられている団地の問題。伏見
も市営住宅をはじめたくさんの団地がありますが、市営住宅
をはじめ困難を抱えた方が多くお住まいのエリアもあります。
地域のSOSからはじまった団地の高齢化による様々な問題の
解決に取り組んでいきます。

PICK UP！Ryu-SEI GAP卒業生による次のステージ

卒業生による起業挑戦。靴磨きで次の一歩を 
株式会社 革靴をはいた猫 

　GAPプログラムの経験者が伏見で新しい事業をスタートさ
せました。靴磨きを通して多様な人が輝ける社会を目指して活
動を行っていきます。伏見のみなさま、よろしくお願い致しま
す。

1期生 HNK[U-29]に出演！ 
株式会社はたけのみかた 

　GAP1期生が卒業時にたちあげた、有機無農薬野菜を活用し
た離乳食を製造する会社「はたけのみかた」。その取り組み
がNHKの番組U-29にて特集されました。伏見で培われたその
エネルギーが全国に広がっていく取り組みに育っています。伏
見のみなさま、よろしくお願い致します。
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Ryu-SEI GAP 卒業生レポート
農家プロモーションの必要性 

奥田 祐香 
わっしょい新党

1．はじめに 
　現在、日本の農業は農家数の減少、高齢化
が深刻な問題となっている。またTPPが導入
され外国産の安値の農産物が輸入されるよう
になると、国産の野菜は「生き残り戦争」と
なっていくことが予想される。地域の農家が
これからも野菜に正当な価格を付け、野菜を
販売することが出来る社会にしていくために
は何が必要なのだろうか。 
私は2年間伏見わっしょい新党で「地元で地
元の農家を支えていける社会」を究極の目標
とし、活動してきた。その中で農業について
学び、多くの農家の方と出会い関わりをもつ
ことが出来た。消費者のためを思い農薬に気
を遣う方、高齢であるが丁寧にこだわりを持っ
て農業を続けている方、TPPに負けないと熱
い思いで農業をされている方。そんな方達と
出会い、私たちには何が出来るのか、どう理
想の社会に近付けていくのかを述べていきた
い。 

2．農業の現状、課題 
2－1農家数の減少、高齢化 
　京都市における農家数及び農業就業人口の
推移(H17～H22)をみると、総農家数、販売農
家数及び農業就業人口は減少傾向にあり、中
でも販売農家数及び農業就業人口は20年前の
6割を下回っている現状がある。また販売農家
数の推移を専兼業別にみると、専業農家数は
増加しているが兼業農家数が減少傾向にある。

また、農業就業人口を年齢階級別にみると、
65歳以上が2296人と最も多く，全体の半数近
くを占めている。平均年齢は60歳と農業従事
者の高齢化が見てとれる。 

2－2活動の中で発見した課題 
　私は、活動の中で多くの伏見区の農家を訪
問した。その中で感じたことは、生産者の思

いやこだわりが消費者に伝わっていないとい
う現状である。わっしょい新党は、こだわり
を持って農業をされている有機無農薬野菜や
減農薬で野菜を栽培している農家を中心に、
伏見区の農家を応援してきた。私は、手間を
かけこだわっている分これらの野菜に値を高
く設定するのは妥当であると考えている。し
かし、コンビニやスーパーなどで安く簡単に
野菜が手に入る社会となった今、どうしても
消費者は値段や形のみで野菜を選ぶ傾向があ
る。実際、私たちが野菜市を行っていた時も
通りすがりに「高いな」「形が悪い」と言わ
れ、興味を持ってもらうことすらが出来なかっ
たという悔しい経験がある。私がこだわりを
消費者に伝えていきたいと思うようになった
のには２人の農家の方々が強く影響している。
その農家の方々をここで紹介していきたい。 

2－3こだわりを持つ農家との出会い 
1人目は、先代からお世話になっている壇さ
んについてである。壇さんは、伏見区久我で
農業を営み自ら「だん弥」というブランド名
で無農薬野菜を販売している。壇さんには、
たくさんの野菜を卸して頂き、何度か一緒に
イベントにも出店した。区役所の朝市では、
私たちが壇さんの野菜を使った加工品を作りPR
を行った。その時に言われたことは、「私だ
けではこういう風にデザインに凝った売り方
が出来ないから嬉しい、野菜の宣伝になって
とても助かる」という言葉であった。この壇
さんとの関わりが、農家や野菜の価値を上げ
るためには「魅せ方」が大事なのではないか、
そして農家だけでは難しいプロモーションの
役割を私たちわっしょい新党が担えるのでは
ないかと気付くきっかけとなった。 
２人目は、伏見区深草で農業を営む大藪さ
んとの出会いである。大藪さんは、定年退職
後に農業を始め農薬を出来るだけ使わずに野
菜を作り、家の前の直売所で販売している。
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私は、大藪さんと定期的に連絡を取り、農作
業を手伝わせて頂く機会が多くあった。その
中で教えて頂いたことは農薬の怖さである。
大藪さんは大学時代に農業について勉強して
きたからこそ農薬の恐ろしさを知っている。
だからこそ、農薬をあまり使わずに手作業で
一つ一つ野菜を作っている。この大藪さんと
の出会いは、こだわりを持って消費者のこと
を思っている農家がいることを多くの人に伝
えていきたいという思いを再認識するきっか
けとなった。 

3．取り組み 
　私たちは生産者の思いやこだわりを知り伝
えること、つまり農家をプロモーションする
ことで農家のファンを作っていくことを目標
とした取り組みを行ってきた。プロモーショ
ンとして私たちの代で特に力を入れてきたの
が野菜市と加工品であるが、その可能性につ
いて考えていきたい。 

3－1こだわりを伝える野菜市 
　野菜市は農家のファンを地域に作るために
欠かせない事業の一環である。農家から野菜
を卸してもらうことは、毎回大きな責任をと
もなう。わっしょい新党はただ八百屋として
野菜を売っているのではない。では、ただの
八百屋にならないためにはどうすればいいの
か。その中で大事にしてきたことが野菜の「魅
せ方」である。魅せ方の一つは、お客さんと
の会話である。野菜市では対面販売で一人一
人のお客さんと丁寧に接することで、農家の
こだわりを知ってもらうことが出来る。また、
お客さんの関心をひくツールとして野菜の情
報や農家の情報を書いた看板、農家を紹介す
る冊子、店のレイアウトも「魅せ方」の工夫
である。 
　こうした継続的な野菜市の開催により「こ
の団体、前にもみたことある」「うちの野菜
もこういう風に売ってもらいたい」などの嬉
しい声も頂くことが出来た。また、伏見区役
所が主催するイベントに定期的に呼んで頂け

るようになったことも地域で起こった嬉しい
変化の一つであった。 

3－2野菜の魅力を引き出す加工品 
　加工品は消費者の関心を引き出すツールと
して可能性を感じる事業であった。この加工
品こそがただの八百屋とは違う役割を担って
いるのかもしれない。それを確信したのは、
じゃがいもの冷製スープを区役所の朝市で提
供した時である。先ほど紹介した大藪さんか
らじゃがいもを卸してもらうことになったが、
この日は私たちが自分たちで収穫を行った。
収穫、加工、販売を自分たちで全て行う初め
ての機会であったこともあり、お客さんから
「おいしい」「この野菜はどこで作ってるの」
「レシピを教えて」と好評の声をたくさん頂
いた時は何とも言えない嬉しさと手ごたえを
感じた。加工品のレシピの意外性はお客さん
の関心をここまで引き付けるのである。また、
加工品で野菜本来の味を引き出しその場で味
わってもらうことは、野菜の購買意欲をも高
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める効果があることも分かった。 

4．活動を振り返って 
　私は、実際地域に出て農家と出会い、野
菜市を行う中で徐々に自分の中で変化が現
れた。それが「わっしょい化」である。こ
れはメンバーと話している中で生まれた言
葉である。「わっしょい化」とは食にこだ
わりを持ち、いい食材の選び方を知ること
であったり、農業に関心を持ち農業を身近
なものとして考えるようになったりするこ
とである。これは、メンバーと話している
中で生まれた言葉である。私は、活動して
いく中でこの自分の中で感じた「わっしょ
い化」を社会に広めていきたかったのだと
最近気付くことが出来た。そして、それを
社会へ訴えていくことがわっしょい新党の
学生が担うべき役割なのかもしれない。 
消費者を思いこだわりを持って野菜を作
る農家と関わり、そのこだわりを知った上
で野菜を選びおいしく食べる。簡単なよう
で現在の社会では難しく、生産者が誰かも
分からない、農薬がどれだけ使われている
のかも分からないのが今の日本の現状であ
る。こういった課題を解決していくために
は、個々の意識が変わっていくしかない。
わっしょい新党は生産者と消費者の橋渡し
となれる存在であり、これからも自分たち
の目でみた農業の現状を社会に訴え続けて
ほしい。 

5．おわりに 
　私は政策学部に入ったからには何か地域
のために活動したいという気持ちでRyu-SEI 
GAPに入った。農業に対する関心も薄く、
活動が始まった頃はただ先輩に頼ってばか
りであった。しかし、活動を継続するに連
れて「食と農」に対する関心が徐々に高まっ
ていき普段の食生活に対する意識も変わっ
た。わっしょい新党の活動を辞めてもこの
意識は残り、食に関心を持ち続けていくだ
ろう。この２年間の活動を通し、自分自身

が大きく成長することが出来た。責任感、
行動力、チームのマネジメントなどを学び、
２年前の引っ込み思案な私を変えたのはこ
のわっしょい新党での活動が大きいと言え
る。最後に、いつも親身に相談に乗って下
さった三木さんと奥野先生、サポートして
下さった教務課の皆さん、素敵な先輩方、
一緒に頑張ってきた同期と後輩達、かけが
えのない時間を本当にありがとうございま
した。 

6．参考文献 
・益 貴大、小野 邦彦、藤野 直人　「社会
起業家が＜農＞を変える」ミルネヴァ書
房 2015 
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2016年度の 
きょういく基地
　きょういく基地という愛称でスタートした本事業は、
今年度も多くの皆様にご利用頂きました。特に全体のご
利用は年間で延べ6000人近いみなさんにご利用を頂き
ました。これらの全体の取り組みを、地域の様々な市民
活動団体のみなさま、学生団体、地域のシニアを取り巻
く組織のみなさまのご支援をいただきながら、取り組み
を行っています。　 
今年度はきょういく基地の取り組みに対して着目してく
ださった外部の団体や行政などからの視察を受け入れる
など、取り組みを評価して頂きました。また、昨年度活

動をスタートされたグループがきょういく基地を卒業し、
活動団体として独立されるなど、ますます活発な活動が
行われています。　 
　引き続き、利用者として来館されるシニアのみなさん
の「得意を引き出す」をテーマに取り組みを行っていき
たいと思います。

　　①シニアがいつまでも「やりたい!こうありたい!」という思いを持ち続け、叶えられる地域。 
　シニア世代になると、「隠居」という言葉から「やってもらう」側にまわるイメージ を持たれますが、
私たちの見てきたシニアのみなさんは、与えられる存在ではありませんでした。様々な世代と交流する中
で自分の「得意」や「やりたい!」、「こうありたい!」という思いを見出し、それが叶う拠点づくりを目指
します。 

　　②いつまでも心も体も環境も「健康」で、今日行く所を持ち続けられる地域。 
　いくつになっても健康でいられるための知恵をつなぎ、様々な体を動かすための取り組みが無理なく自
然とできる拠点づくりを目指します。やらなければならない!ではなく、自分のやりたい事をやっていたら、
結果的に健康でいられるような取り組みを行っていきます。 

　　  ③いつまでも「やりがい」が持てる事を目指し、「シニアがシニアらしく頑張れること」 
　　　  を目指して挑戦できる地域。 

　生涯現役という時に学びや交流などでゆっくりしながら運動や趣味を深める事も大事ですが、「まだ頑
張りたい！」という方にもっと選択肢を生み出したいと考えています。田舎のおばあちゃんがいつまでも農
作業などができるように、都会ではどんな生涯現役が作れ、無理なく働ける世の中にどうすればなれるの
か、シニアの「小仕事」や「地域活動」から挑戦していきます。

きょういく基地３つの柱 
　昨年度定めたきょういく基地「３つの柱」に基づいた事業展開を行っています。単なるシニアの居場所に留まら
ず、「シニア世代になっても豊かに暮らせる地域とはどういうことなのか」という点から、シニア世代の豊かさを模
索する地域拠点として運営していきます。

多世代交流拠点　きょういく基地
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多世代交流拠点　きょういく基地

お庭の達人project × 難波造園 
　昔は旦那さんが家の庭づくりにこっていたけれども、お亡くなりなってから
は荒れているのが偲びない…簡単にでもできる方法があれば…という声からス
タートした取り組み。剪定方法を学び、終了後は参加者同士がコミュニケーショ
ンをとれるような場をつくり、それぞれの思いを語り合いました。

シニアのやりたい！を実現するリカバリー教室 
　リカバリー教室では、継続的に歌や体操を行うコミュニティづくりを目指し
ています。主に地元のシニアのみなさんが参加し、そこに地域外から来られた
みなさんが混ざり合っています。こんな事をやりたい！という声をうけ、新し
い体操を取り入れたり、次の活動が生まれたり、スタッフとのコミュニケーショ
ンから活動の種が生まれています。

シニアが主催するイベントDAY 「◯◯さんの日」 
　リカバリー教室をはじめとした様々な取り組みの中で、シニアのみなさんの
得意が見えてきました。それらの得意ややってみたい！という気持ちをもとに、
シニアのみなさんが主催者になっていく取り組み。今年度は健康マージャン教
室、筋トレ教室、書道教室、コグニ体操教室、デコパージュ教室などが行われ
ました。

大学生がつくるシニアの居場所「十八番料理食堂」 
　大学生がつくるシニアの居場所づくりが進んでいます。十八番料理食堂では、
シニアのみなさんが得意な料理をもちより、その自慢のレシピを持ち寄りみん
なで教え合いながら行う交流主体のお食事会です。 
　「そんなレシピあるんだー」という思わぬ料理上手な方の得意が見られると
共に、大学生とのコミュニケーションが生まれています。

おばあちゃんと大学生による一歩「まごころおにぎりカフェ」開店 
　おばあちゃんの得意を小仕事にすることを目指し、おばあちゃんのおにぎりを販売する「まごころおにぎりプロジェ
クト」。伏見深草商店街のカフェと連携し、「まごころおにぎりカフェ」が開店しました。きょういく基地のおばあ
ちゃん達が実際に厨房に立ち、新聞にも取り上げられました。
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放課後学習室フリスク

　Ryu-SEI GAPから生まれた「まなサポ＋１」チームと
共に進める放課後学習室フリスクでは、今年度も多くの
中学生が大学生とのふれあいながら、学習を行い、無事
に通っている中学生は全員高校に合格することができま
した。中学校の生き方探求チャレンジの受け入れや、先
生方との連絡会など、連携が深まっています。サポート
してくれる大学生についても、今年度は京都教育大学と

の連携により「まなサポ京教」が立ち上がるなど広がっ
ています。 
　勉強だけでなく、今年度は大学生と中学生が一緒に食
卓を囲む子どもの食育イベント「まな食」や大学生とつ
くりあげるお化け屋敷など、様々なイベントが開催され
ました。

子どもが自分で竹田の魅力を発見して、もっと大好きなまちへ子どもまち探検

どんな子どもたちも、さまざまな「機会」を手に入れることのできる場を目指して

　京都市は他府県で仕事をする人が関西で二番目に多いまち。大人になっても
竹田に思いを残せるような素敵な魅力を子どもたちに発見してもらいたいとい
う思いからスタートした取り組み。竹田の様々な魅力を、子どもたちが子ども
たちの目線で発見し、何が素敵だったのかを自分の言葉で表現していくまちあ
るきを行いました。当日は地元の商店にもご協力頂き、様々なワークを提供し
ていただきました。次年度は小学生や中学生を対象に地域を知って頂けるよう
な取り組みをますます行って参ります。 

地域での子どもの育ちを応援  子どもの居場所づくり事業
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活性化事業

　地元の方から寄せたれた、ゴミのポイ捨てに関する
真剣な悩み。「もう女性と病人と年配のわたしたちし
か住んでいない。自治会もないしどうしたらいいか。」
という、なんとかしたい思いをお伝え頂いた事からは
じまりまった取り組みです。 

　一方でセンターではこんな声もきかれました。 

「ボランティアや市民活動に関心があるけど、何をし
たらいいかわからない・・・」「自分にはそんな大き
なことはできない」 

　市民活動やボランティアというのは、何かすごい能
力を持った方が突然ひらめくのではなく、日頃通って
いる道だったり、ちょっと目につくところに落ちてい
る何気ないポイ捨てゴミにも、ちょっとした関心から
気づくことができえる。そんなことを感じてもらうきっ
かけとしての地域清掃活動をスタートしました。 
　「ただ拾う」だけでなく、なぜゴミが落ちているの
か？どこにどんなものが落ちているのか？といった事
を調べ、まとめながら進めていくと、「この壁のラク
ガキがゴミをよんでいるのでは？」という気づきが生

まれ、実際にその壁のラクガキを綺麗に塗り直すこと
も実施しました。 

　地域が綺麗になること、この地域をほっとかない気
持ちになる人が増えること、更に参加してくださった
方に、「自分の地域はどうだっただろうか？」そんな
事に思いをはせて頂けるような取り組みを目指します。

伏見グリーンシティ構想

「市民活動ってささいなことからでいいんですね」
連携：NPO法人国際ボランティア学生協会
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活性化事業

活動紹介WEBマガジン「UTTOCO」 
　地域の市民活動情報の収集、発信を目的に取り組みを行っています。
WEBマガジンとしてホームページに併設させ、「伏見でみつけたきらめ
く人たちUTTOCOな人」、「話しかけたくなる店主 UTTOCOなお店」、
「行ってきました UTTOCOな催し」の３つのコーナーを中心に発信を
行っています。https://ikik243.com/uttoco

クラフトヴィレッジ竹田 
　前述した「お母さんを対象にした交流会～mamanらふれ～」から生
まれた本取り組み。ひごろセンターで行っている様々な活動の成果をみ
せたり、実際に教室を体験できたりするお母さんも喜ぶ手づくり市のよ
うなイベントができないかという声からスタートしました。当日は様々
な利用団体さんが出展し、多くのお母さんで賑わいました。

只本屋伏見店～五感で楽しむ伏見 
　昨年度からスタートした「伏見のまちに本屋が少ない」という市民の
気づきによる本のイベント。しかし、普通の本ではなく、ここでならぶのは
「フリーペーパー」。全国津々浦々から集まったフリーペーパーを取り扱う只
本屋と連携して開催しました。また、今回は大学生がしつらえた伏見を五感で
感じるワークショップをあわせて実施し、地元伏見の老舗昆布屋さんによるお
出汁のワークショップ等全５回のワークが行われました。

お母さんを対象にした交流会～mamanらふれ～ 
　センターの利用団体の中でも特に、お母さんを対象にした利用団体同
士の交流会を行いました。こんな取り組みをやっているという紹介から
スタートしていきましたが、お母さんとして、活動を行っている方とし
ての様々な悩みや、もっとこんな事ができたらいいのに、あったらいい
のに、という様々な思いが語り合われ、活動見本市クラフトヴィレッジ
竹田が生まれました。

活動団体交流会「バリアフリーの会」と「カイケツ・テーブル」 
　「所属を超えて、地域課題や問題について語り合いたい」という声を
うけ、バリアフリーの会を定期開催しました。京都市まちづくりアドバ
イザー白水育世さんと連携し、市民活動相談や地域情報の交換が行われ
ました。また持ち込まれた議題に様々な主体が集ってセッションを行う
カイケツ・テーブル事業では、市民活動団体「ちょい乗り京都」からの
伏見でのシェアサイクル検討の場をひらきました。

その他事業プレイバック

https://ikik243.com/uttoco
https://ikik243.com/uttoco
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活動支援の各種取り組み

まちづくりにデータリサーチを 「マチノモト～データのチカラ」発行
　センターに頂くご相談の中には「◯◯向けに活動を行っている
が、中々人が集まらない。どうしたらいいか？」という事からよ
く聞いていると、そもそもそのエリアには活動対象者がほとんど
いないといったケースが多くあります。それらをうけて、今年度、
学生事業課のメイン事業のひとつとして、「マチノモト～データ
のチカラ」の発行を行いました。 

　　①学区ごとの人口予測 
　　②小地域別の高齢化率と18未満同居率のクロス集計 

などを掲載し、取り組みを行う際に何に絞っていくのか、「やり
たいこと」と「やるべき」ことのバランスを考えるきっかけとな
るような情報を提供します。 
　また、伏見のまちの話題についてきっかけになるような話題を
提供し、それについて専門家や市民活動をされている方へのイン
タビュー記事などを掲載して、伏見のまちの活動トピックスにつ
いてまとめています。 
　これらは行政データとして公開されている国勢調査などをもと
に作成できますが、今後も市民の方へデータをベースにした取り
組みができるような情報発信を行っていきます。
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「地域らしさ」を担う自治会などの地域組織をサポート

　田中宮市営住宅自治会からお寄せいただいた、「市営
住宅の子でも、いろんな事を経験させてあげたい」とい
うご相談を頂いた事からスタート。どんな事を経験させ
たいかという事を整理することからはじめ、「NPOと地
域組織の連携助成金」の採択をめざしてNPO法人京都子
どもセンターとのマッチングを行いました。これらをベー
スに子どもに昔遊びを伝えるイベントなどを行いつつ、

地元で歌い継がれる「竹田の子守唄」をベースにした盆
踊りをつくり、「田中宮ふれあい祭り」の開催への伴走
支援を行いました。 
　このような地域組織とNPOとの連携には可能性がたく
さんあり、地域により密着した地域の市民活動センター
の役割の可能性として次年度も引き続き検討していきた
いと思います。

NPO（市民活動）×地域組織（地域活動）の連携と支援の可能性

京都の子どもの貧困問題に取り組むみなさんの活動支援 
　市民活動団体やNPO法人セカンドハーベスト京都が中心となり
子ども食堂シンポジウムが開催され、開催支援に入りました。伏
見区区民活動支援事業としても重点施策として子ども食堂の動き
があげられていますが、センターにもこの問題に関するご相談が
多く寄せられました。地域での子どもをとりまく課題に対して、
当センターとしても重点的に対応していきたいと思います。

南浜学区社会福祉協議会 
　南浜学区の社会福祉協議会は団地でのサロン運営にも力を注いでおら
れます。その中で、団地での孤独死の問題や、シニアのコミュニケーショ
ンの問題に地元が声をあげ、伏見区社会福祉協議会との取り組みが始まっ
ています 
　センターでは、活性化事業を通じて取り組んできた「きょういく基地」
事業でのノウハウを活かし、大学生のボランティアコーディネートや、
活動へ向けたミーティング、主体的に取り組むための話し合いの場づく
りのサポートを行い、継続的なサポートを行っています。 
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施設運営報告

平成28年度の貸会議室利⽤状況 
平成28年度の貸し会議室利⽤状況については以下の通りです。 
①年間使⽤件数 5782件（23年度⽐255％増、前年⽐1.8％減） 
②年間使⽤時間 15075時間（23年度⽐320％増、前年⽐2.7％減） 
③述べ利⽤者数 33034⼈（23年度⽐148％増、前年⽐11％減） 
④稼働率平均 34％ 

利⽤団体（団体数、新規・継続、地域内外） 
利⽤傾向は以下の通りです。 
①総利⽤団体数 678団体 
②①のうち週1回以上（48回以上として計算）の継続利⽤団体は29団体（4.2％） 
③②のうち京都市外 67団体（10％）、伏⾒区内団体382団体 （56％） 

情報発信成果について 
  ホームページ   28年度総ページビュー 25592 (27年度 9286) 
           新規セッション率61.98％（27年度 73.79） 
           ユーザー数 7523（27年度 4754） 
  Facebook     ページいいね!数 1165（市⺠活動センター14施設中最多） 

  Twitter      フォロワー数 786 
  UTTOCO      28年度総ページビュー 2462 （27年度1138） 
  他メディア掲載  京都新聞2回、伏⾒経済新聞8回 
           ふしみん（伏⾒⻘少年活動センター情報誌）1回

発行：平成29年3月31日 まちとしごと総合研究所


