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　伏見いきいき市民活動センターは、平成23年にコミュニ
ティセンターから転用されて以来、京都での市民活動支援
を行ってきた中間支援NPOである、（特活）きょうとNPO
センターが指定管理者として運営を行ってきました。 
　きょうとNPOセンターは、NPOの運営や活動に関する
各種支援活動を行い、団体の分野を越えたネットワークの
構築や、NPO活動の基盤整備を進めて行くことを目的とし
て1998年に設立された組織でした。 
　伏見いきいき市民活動センターの運営においては、龍谷
大学政策学部との「公共施設運営における連携協定」の締
結をはじめ、伏見の市民活動支援に留まらない、公共施設
運営の「新しい形」を模索してきました。 

　運営に取り組む中で、地域の課題を考え、より具体的な
解決を模索していく中で、これまでの市民活動支援の文脈
ではなく、「地域」を専門として考えていく必要をあらた
めて強く認識しました。 

　日本の地方都市は長引く不況、少子高齢化、人口減少等
の要因から、非常に厳しい状況にあると言われています。
調査によれば、2040年までに、現在約1800ある自治体は
半数に減少、523の自治体が人口1万人を割るという予測
も出されています。 

　京都、伏見においても予測としては大きな都市としてバ
ランスを保ちますが、地域が迫られている現実は、少しず
つ形をあらわしています。 
　地域の中の子どもの貧困、シニアの孤独、若い世代のま
ちとのつながり等、世代特有の問題。交通はこのままの形
でいいのか、シニアになっても買い物ができるか。魅力を
感じて訪れてくださる外国人の旅行客との問題もさること
ながら、伏見は在住外国人がとても多いまちでもあります。

　未来の予測をしっかりと受け止めつつも、地域に起こり
はじめている「コト」に気づき、これまでのあり方を捉え
直し、自らの判断で次の一歩を踏み出す、大きな転換の
チャンスであると捉えています。 
　 
　伏見の市民活動センターとしてのあり方においても、従
来の市民活動支援の枠に留まらず、地域の中で、地域の方
と共に、取り組みを進めていけるセンターとしてのあり方、
求められる機能を備え、地域づくりへ向けて更なる模索を
続けていきます。 
　 
　 
　

きょうとNPOセンターからまちとしごと総合研究所へ



 

発 掘 調査・研究 行 動 検 証 仕組み・事業

地 域 ・ 様々な組織

学 生大 学

学び・気づき

学び・気づき

『学び・気づき』  地域の『コミュニティ・ラーニング・センター』へ

　社会が変化をしていく中で、地域も様々な変化が
求められています。地域の変化を未来から見据える
には「知恵」が必要です。そして、地域で当たり前
と捉えられている「コト」に対して、「ヨソモノ」
が気づくこともあります。私たちは大学や学生といっ
た存在を、地域へつなげる事で知恵や行動力にもと
づいた相互の学びと気づきを生み出します。 
　地域の課題解決の道を探っていくには、NPOや
市民活動団体はもちろん、地域の足元である自治会
活動をはじめ、地域企業、地域の専門諸機関のみな
さまとの連携は不可欠で、地域づくりの重要なパー
トナーです。 

　私たちは一般的な「学び手」とされるような学生
だけではなく、地域の様々な主体が共通のテーマで
つながり、混ざり合い、共に行動を考え、解決の道
を探り、実際に行動を行っていく過程で、地域や学
生等が相互に学び、気づきあう営みとしての「コ
ミュニティ・ラーニング」が必要と考えています。 
　常に変化し続けるまちの課題や地域の中で、コミュ
ニティ・ラーニングを促進し、地域の課題に対して、
学び、気づき、行動し続けるための社会的施設とし
て『コミュニティ・ラーニング・センター』を目指
します。 
　 



　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。また、たくさんの市民活動団体のみ
なさんや、地域で活動する学生団体のみなさんのコー
ディネートに取り組んできました。学生の秘める熱
量と可能性は大きく、現在たくさんのチームが各所
で活躍しています。 

　私たちがこれまで伏見で共に活動をしてきた大学
生は述べ約３００人を超えました。そのような中で
触れてきた多くの大学生が更に地域で活躍する、そ
して地域とつながっていく新たな形として、今年度
から「学生ミギウデプログラム」、「伏見事業課」
通称KUWADATEをスタートしました。 

　「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
の取り組みを行っていきます。

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

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。予算執行、事業決済については副センター
長級の決定権をもちます。センターの運営、事業
企画等に持ち味を発揮しながら取り組み、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。スタッフ
は有給の大学生が担い、事業運営やセンターの運
営に参画します。

大学生が実践的に運営する公共施設



 

 

KUWADATE’S  APPROACH

事業課メンバー
がまちの問題を
助け,調査し、カ
イケツを目指し、
生活で感じるさ
さいな困りごと
や悩みを調査し
ています。

地域から持ち込
まれた話題を、
多様なみなさん
とテーブルを囲
み、話し合う事
で垣根を超えた
気付きや、ステッ
プアップを目指
します。

カイケツテーブ
ルに持ち込まれ
た「本に触れら
れる場が欲しい」
というまちの声
から生まれた、
手作りの本の場
所。

まちづくりをイ
メージで語るの
ではなく、行政
データや気にな
る数字をまちご
とに再整理して
いき、「まちづ
くりのもと」を
作ります。

カイケツテーブ
ルに持ち込まれ
た「地域のポイ
捨て」が気にな
るという声から
清掃活動を始め
とした活動を行っ
ていきます。

 　KUWADATEは伏見地域の課題解決を目的に、横断的な学びと解決までの具体的な行動をコーディ
ネートしていきます。 

・顕在化している課題の背景や、潜在している課題を探る《発掘》 

・課題カイケツへ向けた視点を共有する対話の場づくりや、独自調査等を通した《深化》 

・課題の可視化や、具体的アクションを通して解決の仕組み化を目指す《解決》 

　活動の中で地域に関わるヒト、コト、情報が蓄積され、それを基盤にさらに新たな活動が展開され
るサイクルを確立することで、《地域の困りごとを、地域に関わる人たちの力で解決できる》そんな
地域の学び合いの仕組み化を目指します。



地域課題解決プロジェクト Ryu-SEI GAP

伏見の課題解決！全国３位に入賞！ 
　平成23年度より実施する龍谷大学政策学部と
連携して実施する、大学生による伏見の地域課題
解決プログラム。今年度はプログラムがスタート
して５年目に突入し、チーム活動も益々活発となっ
ています。 
　今年度は平成23年度当初より目標としてきた、
課題解決に取り組む大学生の世界的なアワードで
あるEnactus日本代表を決める国内予選大会に
Ryu-SEI GAPが出場し、これまでの伏見での課
題解決アクションについて発表を行いました。 

  取り組んできた、６つのプロジェクトを、「伏
見の『ほっとけない』と向き合うプロジェクト」
として、その成果をまとめました。 

　４校による予選リーグを見事に突破し、決勝リー
グに進出。惜しくも優勝は逃しましたが、全国３
位に輝く事ができました。 

　終了後の懇親会では、審査員の方々よりたくさ
んのエールと、1つひとつの取り組みの社会的な
重要性について改めてコメントを頂きました。 
　 
　

Enactusとは… 
　アメリカ・ミズーリ州に本部を置く団体で、起
業家的アクションで人々の生活を変化させ、より
持続可能な世界を創造するために行動するコミュ
ニティです。Enactusは、グローバルなビジネス
リーダーの養成を目的とした教育プログラムであ
り、世界36カ国、1,700を超える大学で70,500
人以上の学生が参加しています。 

Ryu-SEI GAPチームの決勝リー
グでのプレゼンテーションは、以
下のQRコードを読み取って頂くと
ご覧頂けます。 
※Youtubeアプリが立ち上がります。



 

 

 

 

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。

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、今年度は焼きおにぎりの販売を行い
ました。昨年度は赤字だった事もありましたが、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５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５
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。



 

活性化事業多世代交流拠点　きょういく基地
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　昨年度、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4,500人を超える
など、昨年を大きく上回る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、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、来館される
みなさんをシニアのみなさんが楽しませていくよう
な取り組みをスタートしました。

　　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 
　今年度は、運営に関わるみなさんと共に、以下のようなきょういく基地「３つの柱」を決め、それに基
づいた事業展開を行っていきます。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。



 

 

 

活性化事業多世代交流拠点　きょういく基地
ロゴデザイン：NOEL GRAPHIC、イラスト：ミクロ

うたごえ喫茶 × 京都ピアノとうたの音楽ひろば 
　今年度もうたごえ喫茶を開催し、多くのシニアのみなさまが声を出す
ことや、歌を通したつながり、ひとつの事をみんなでやるという体験を
みんなで共有しました。

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。

きょういく基地１周年イベント ver1～３ 
　市民活動団体、専門機関などのみなさんが一緒になってつくる連続イ
ベントを３ヶ月にわたって開催しました。NPO法人発起塾さんの「オレ
オレ詐欺問題の普及啓発ミュージカル」を筆頭に、様々な団体が工夫を
凝らした場をつくりました。また、今年度は日頃サロンを利用している
地元のおばあちゃんたちが練習した歌の披露があり、利用者さんがステー
ジに立つようなコーナーも開催することができました。

シニアのやりたい！を実現するリカバリー教室 
　今年度スタートした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。今年度は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学んできたり、教え合った
りゲストを探したりすることで、主催者になっていく取り組みがスター
トしました。今年度は新しい体操や、音楽や工作を楽しむイベントがシ
ニア主催で行われました。



 
活性化事業子どもの居場所づくり事業　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は、地域の「子
どもの貧困」問題に取り組んで５年目を迎えるチー
ムです。今年度も多くの中学生が大学生とのふれあ
いながら、学習を行いました。また、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」に力を入れた取り組みが積極的に行わ
れました。 

　加えて今年度は小学生を対象とした活動を展開す
る CLUB ATTRACTION と連携し、「うーたん王
国」イベントを開催。大学生と子どもがつくるひと
つの町を模した空間で、仮想の通過や仕事を行い、
実際に働くことを体験できる事で、生きる力、遊ぶ
力を子どもたちが身につける事を目的としています。

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

　子どもの貧困問題に大学生グループと取り組んで
いく中で、「これから始めたいけど、どうやって始
めたらいいかわからない」、「スタートしたものの
悩みがあるが、誰に相談したらいいのか」、「子ど
もの貧困そのものについては学べるが、それを解決
していくためにどう動いたらいいのかを学びたい」
といったような団体の声を多く耳にしました。その
ような伏見をはじめとした地域で子どもの育ちに寄

り添い、活動していくみなさんを対象に連続勉強会
を開催しました。 
　今年度はゲストに滋賀県社会福祉協議会、日野さ
んからボランティアを中心とした運営の極意や、ら
いとぴあ２１、松村さんからは地域通貨を活用し子
どもが働いたりご飯が食べられる仕組みの事例共有、
また、伏見福祉事務所からゲストをお招きし、行政
から見た子どもの貧困問題について学びました。

これまでのノウハウを支援者たちと共有。相互交流・更なる学びの場づくり



 

 

本でつながる人と地域　　ブックマーク伏見 活性化事業

＞只本屋＠伏見店 
　本に親しむ場所をもっと伏見に増やし
たいという声から生まれたブックマーク
伏見。実際に本は販売できないけれど、
最近のフリーペーパーはスゴイんです！
「只本（ただほん）」を自由に持ち帰り、
交流し、ゆっくりカフェスペースでくつ
ろげる。そんな月１回の只本屋さんが
OPEN。

＞ブックマーク公開ミーティング 
　イベントや場の運営は誰もが参加でき
ます。「地域と本ってどんなことができ
そう？」「料理に関する本を置いて、そ
この横で出汁についてのワークショップ
をしようか？」そんなアイデアがどんど
ん生まれています。

＞みんなでつくる手作りのスペース ブックマーク伏見 
　今年度は本のスペースを土日限定で試験的に開放。まちのみなさんのお気に入りの本を置
く本箱には、まちの昆布屋さん、お坊さん、木工職人さん、まちの若者たちのおすすめがつ
まっています。次年度は貸館利用者さんの待合室としても開放していく予定です。



 

 

活性化事業課題解決型フューチャーセッション　カイケツ・テーブル

　まちのみなさんに持ち込んで頂く様々なテーマを多
様なみなさんに集って頂き、「カイケツ」することを
目的に話し合う課題解決型フューチャーセッションと
してスタートした「カイケツ・テーブル」。 
　今年度は具体的なアクションにつながる取り組みが
たくさん生まれました。昨年度より継続で実施してい
る「伏見のまちに本屋が少ない。図書館も東側に集中
している。もっと本に親しめる場所を。」という声か
ら生まれたセッションは今年度前述の「ブックマーク
伏見」として取り組みがスタートしました。 

　また、「まちにポイ捨てゴミが多い事がとても気に
なっている。」という声を受けて、セッションをスター
ト。清掃活動が実際にスタートしました。 
　学びの場としても、「空き家問題に関心があるので、
多くの人と一緒に学ぶ場を作りたい」という声から生
まれた伏見の空き家について学ぶセッションなど、実
際に形になった場はとても多様です。 
　カイケツ・テーブル宛にテーマ依頼のお手紙が送ら
れてくる事も生まれ、今後も様々なテーマを多くの方
と共に考え、行動していくためのきっかけを生み出し
ていきます。 

　70名近い若者が集い、地域の一斉清掃を実施。今後も定
期的に深草の清掃活動を行うプロジェクトに発展しました。

空き家についての勉強会では、京都市担当部署や不動産会社
さんから資料を頂き、施策も含めた学びの場になりました。



 

 

 

 

市民活動支援市民活動相談とそこから生まれた取り組みのサポートが多く生まれています

田中宮市営住宅自治会 
　 

　田中宮自治会の行事イベントではなく、テーマ型で行っていく
取り組みを総合的に支援。「地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事
業助成プログラム」の申請相談とNPO法人京都子どもセンターの
マッチングに関してのコーディネートを行いました。 
　自治会のみなさんの、「市営住宅の子どもにも、他のまちと同
じくらいいろいろな機会を提供してあげたい！」という思いから、
取り組みが検討されています。 

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。 

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、「京都子ども食堂ネットワーク」は、フードバ
ンク活動を行っている団体と連携し、京都市内での子ども食堂の
ような食のプログラムを応援しています。センターとは「学習支
援コトハジメ」の取り組みでつながり、桃山東エリアでの子ども
の貧困を考えるセミナーや、様々なイベントの開催支援を行って
きました。 
　具体的には、セミナー後の意見交換会で多様なみなさんが発言
できるような場づくりや、その際の進行案、当日の流れの作成や
運営のアドバイスを行いました。また、向島エリアにて、文教MJ
を会場として子どものための活動を展開しようとしている方のサ
ポートをはじめ、これまでの展開をベースにした多様な取り組み
を展開しています。

平成27年3月31日　　発行：有限責任事業組合 まちとしごと総合研究所　



	

 

まちの市民活動を応援しています

市民活動支援

貸し会議室

利用件数約６０００件！多くの活動団体のみなさんにご利用頂きました！ 

　伏見いきいき市民活動センターに転用され５
年が経過いたしました。 
　多くの市民活動団体、サークル活動、NPO法
人等にご利用頂いております。施設的には、か
つて子どもための学習センターだったところが
転用されておりますので、みなさんにはご不便
をおかけしている点もあるかと思いますが、こ

れだけ多くのみなさんにご利用頂けている事に
感謝致します。 
　市民活動情報の発信や、様々な情報集約、活
動のステップアップのための各種取り組みをこ
れからも進めていきます。

ホームページのリニューアル！ ロゴを利用者参加型で決めました！ Facebookいいね！1,000件突破！



 
 

 

 
 
 
 

 

 

まちを楽しむ視点を学ぶ！

　まちの自然を楽しむ『まちくさ』ワークと,魅力発見まちあるき！


活性化事業まちに気づき、まちで学ぶ　伏見しみん大学 　　

■ゲストプロフィール 
1985年生まれ京都出身。2007年より町に生える雑草に自ら名前をつけ
分類する「まちくさ」を考案,図鑑や絵本などを制作する。また,同時期より
参加型の路上探検プログラム「まちくさワークショップ」のプロジェクト
も開始。自らまちくさ博士となって各地の小学校や施設をまわる。 
町をフィールドにした「価値の創造」をテーマに考察と実践を続けている。
公式ホームページ　 http://machikusa.com

ゲスト：重本 晋平さん （まちくさ博士）

西喜商店 近藤さんに聞く！


地元カンパニーから京都の八百屋へ！魅力を引き出して思いをつなぐ仕事のコツ


ゲスト：近藤 貴馬さん（西喜商店 ４代目）

■ゲストプロフィール 
1984年5月生まれ。卸売業をメインとした京都の老舗青果店、
西喜(にしき)商店の四代目。 SEGA→地元カンパニー→八百屋の
セガレ。 現在はリノベーションした京町家に住みながら、先代
の父親にノウハウ指導を仰ぎつつ、西喜商店の事業拡大に取り組
む。

　今年度もまちで活躍する方をゲストにお招きし、
①地域に気づく、②地域で気づく、③活動の次の
ステップに気づく、という３つのステップで講座
を実施しました。地元産のステキな産品を地元の
ギフトとして展開している注目企業、「地元カン

パニー」を退社し、京都にUターンした近藤さんを
はじめ、大学生の先生やをお招きしたり、まちあ
るきイベント等、多様な講座を展開しました。

http://machikusa.com
http://machikusa.com



