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「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」は、

我々がいま目にするものだけでなく、

千年前に想いを馳せ、百年後に思いを巡らせることにより、

全ての人々が日々の暮らしの中で京都の歴史の重さを感じ、

それをかけがえの無いものとして捉えるようになることを目指します。

あなたは百年後の京都の姿を想像できますか？

百年前の四条通の様子。八坂神社西楼門から西をみる。（淡公社『京都百年パノラマ館』より転載　石田明氏 所蔵）

TOMORROW’S KYOTO Cultural Heritage Platform

〈趣旨〉

「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」は、次に掲げることを目的とします。

1） 古都京都の「文化遺産」を毀損することなく後世へ継承すること

2） 「文化遺産」に現代的な課題に応え得る価値を見出し、

未来に向けてその存在意義を高めていくこと

3） 百年先を見据え、新たに「未来の文化遺産」を創造すること

上記の目的を実現するための事業を国内外に広く受発信し、「国際的な相

互理解の輪」の拡がりが国際平和に結びつくことを目指します。これは、

UNESCO憲章前文で謳われている、「国際平和は人類の知的及び精神的連帯

の上に築かれる」という理念に通じるものです。
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平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、日本全体に甚大かつ深刻な被害

を与え、今もなお、多くの方が苦労を続けておられます。このような大災害から

立ち上がるためには、コミュニティの力を結集することが何より大切です。復興

のために努力しておられる、関係各位に心より敬意を表します。

この大震災以降、既存の価値観は大きく転換され、これまで以上に持続可能な

社会の構築が求められています。今後の日本はどうあるべきでしょうか。私はこ

の問いの1つの答えとして、日本が持つ文化のポテンシャルを大きく開花させて

いくべきではないかと考えています。日本人にとって、文化はそれほど身近で大

きな存在であると考えています。

「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」は、有形・無形の文化遺産をしっかり

保全していくこと、そして新たな文化を創造していくことに取り組みたいと考え、

平成22年10月に発足いたしました。

具体的には、京都の文化遺産所有者のネットワーク化をはかり、行政や研究者

と協同して文化遺産の文化的・歴史的価値をより深く広めていきます。また、歴

史都市京都に関する共同研究を行い、修復技術を持つヘリテージ・マネージャー

の育成も視野に入れています。そして、京都というコミュニティのメンバーであ

る皆さんが、これまで以上に京都の文化や歴史について関心を高め、文化遺産の

持つ景観・防災の課題に理解を深めて頂けるようなネットワークを形成したいと

考えています。

私は、このようなプラットフォームの取組みが布石となり、日本全体に文化を

通じた強い連帯感が生まれることを期待しております。

最後になりますが、皆さま方におかれましては、今後とも本活動を見守って頂

き、引きご指導ご支援を頂きますようお願い申し上げます。

文化財保護に関係する会議に出席した時のことです。用意された資料のなかに

「寺領観音堂」という見馴れない名の寺がありました。丹後半島中央部の山間にあ

る寺で、平安時代の仏像も伝えているとのことですが、この珍しい名前の由来は、

無住となったため寺領の住民（10数戸）の方々が寺の維持、管理に当って来たこ

とによるものでした。それにしても寺領観音堂という呼称には、地元住人の寺を

維持して行こうとする強い意思が込められているようで感銘を受けました。こう

した住人の努力がなければ文化財を維持できなくなることは火を見るよりも明ら

かです。ここでは「災害以前の災害」、「災害なき災害」にさらされているのです。

全国でいちばん寺社が多いのが京都ですが、一部を除いて、寺社の多くは維

持するのに困難な状況にあります。とくに地域の住民と結びつきの強い寺社ほ

ど、過疎化などのためにその深刻さは絶大です。わが国の文化財行政がこうし

た過疎地への目配りをしなかったわけではありませんが、文化財を維持する土

台・環境が急速に崩れつつあるのが実状でしょう。それには今日の日本人の間で

「絆」—人と人とのつながりが急速に失われて来ていることも無関係ではあり

ません。3.11はそうした日本人にあるべき共同体について鋭く問いかけたでき事

ではなかったでしょうか。

「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」は、災害から文化遺産を守ることを

大きな使命としていますが、このような「災害なき災害」にも心配りをしながら進

めることが大切だと思っています。

会 長

松浦 晃一郎
（前ユネスコ事務局長）

副会長

村井 康彦
（国際日本文化研究センター名誉教授）

〈プロフィール〉

まつうら・こういちろう

山口県出身。1937年生まれ。59年4月に東京

大学法学部中退、外務省へ入省。61年6月米

国ハヴァフォード大学経済学部卒後、経済

協力局長、北米局長、外務審議官（先進国サ

ミットのシェルパ兼任）等を歴任。94年に駐

仏大使、98年に世界遺産委員会議長。その

後、99年11月にユネスコ事務局長（第8代）

に就任（〜09年11月）。公益財団法人日仏会

館理事長（10年〜）パソナグループ社外役員 

他。立命館大学学術博士号取得（11年）。

〈プロフィール〉

むらい・やすひこ

山口県出身。53年京都大学文学部史学科卒、

58年博士課程修了、64年「律令国家解体過程

の研究」で文学博士。58年京都女子大学助教

授、66年教授、87年に設立された国際日本文

化センター教授となり、95年退官、名誉教授。

同年、滋賀県立大学教授、00年退任、名誉教

授。01年京都造形芸術大学教授、04年退職。

97年京都市歴史資料館長、04年京都市美術

館長となり、11年退職。06年より京都市芸術

文化協会理事長、13年退職。

ごあいさつ
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「文化遺産」の
保全と継承

新たな
「文化遺産」の

創造

「文化遺産」を
災害から

守り育てる

「文化遺産」に
関する

教育・研究と
人材育成

京都の
「伝統文化」の

保存と活用

役員一覧
［五十音順・敬称略］

氏 名 職 名 氏 名 職 名

会 長 松浦 晃一郎 前ユネスコ事務局長

理 事

杉本 秀太郎 公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会代表理事

副 会 長

土岐 憲三 立命館大学教授 千　宗室 茶道裏千家家元

村井 康彦 国際日本文化研究センター名誉教授 立石 義雄
京都商工会議所会頭
オムロン株式会社名誉会長

理 事

赤松 徹眞
公益財団法人大学コンソーシアム京都理事長
龍谷大学学長

田中 恆清 京都府神社庁長・石清水八幡宮宮司

有馬 賴底 京都仏教会理事長・臨済宗相国寺派管長 長尾　真 前国立国会図書館長

池坊 由紀 華道家元池坊 次期家元 長谷 幹雄
一般社団法人京都経済同友会代表幹事
株式会社長谷本社 代表取締役社長

井上 八千代 京舞井上流五世家元 堀場 雅夫
株式会社堀場製作所最高顧問
国際ロータリー第2650地区パストガバナー

柏原 康夫
公益社団法人京都府観光連盟会長
公益社団法人京都市観光協会会長

松本　紘 京都大学総長

門川 大作 京都市長 山折 哲雄 宗教学者

川口 清史 立命館総長 山田 啓二 京都府知事

坂田 藤十郎 歌舞伎役者・重要無形文化財保持者 吉田 孝次郎 公益財団法人祇園祭山鉾連合会理事長

佐藤 禎一 元ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 冷泉 貴実子 公益財団法人冷泉家時雨亭文庫常務理事

佐藤 義彦
弁護士
ライオンズクラブ国際協会335-C地区元ガバナー

監 事

岡田 博邦 一般社団法人京都銀行協会専務理事

白石 方一 株式会社京都新聞社代表取締役会長兼社長 宮城 泰年 京都仏教会常務理事・聖護院門跡門主

百年先に向けて、文化遺産を守り、育み、創造する。

（平成25年4月1日現在）

［5つの事業領域と6つの部会］

〈第 3 部会〉

地域社会と共に将来へ継承すべき文化遺産の

在り方について考えます。

社会との連携と社会への貢献

「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」は、

5つの事業領域をカバーする6つの部会を設けて、様々な事業を展開しています。

〈第 4 部会〉

無形文化遺産や伝統文化・伝統産業を継承する

ための仕組みを考究します。

無形の文化遺産と伝統産業：今日と明日

〈第 6 部会〉

文化遺産と歴史都市の将来の課題を

解決へと導く若人を育てていきます。

明日の主役：若人の役割

〈第 5 部会〉

文化遺産を自然災害、人為災害から守る

ための施策を具体化していきます。

文化遺産の危機管理

〈第 2 部会〉

研究者が文化遺産の持続可能な在り方について

調査・研究を進めます。

フォーラム・ユネスコ：大学の役割

文化遺産の所有者が保存・継承・公開・情報共有の

あり方について検討します。

〈第 1 部会〉

京都の世界遺産・文化遺産：今日と明日
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百年先に向けて、文化遺産を守り、育み、創造する。
TOMORROW’S KYOTO Cultura l Heritage Plat form

今、私たちが目にしている京都の歴史的建造物は、千年の過去から現在に至る

まで様々な移り変わりを経てそこに在ります。この京都のまちの変遷を3次元映

像で再現することにより、各時代の生活習慣や人口稠密地の移行、歴史的建造物

の建造過程やこれらの多くが大火により灰燼に帰し、そこから復興してきた歴史

について、立体的かつスケール感をもって学ぶことができます。これらは、未来

を担う若い世代に対しても、極めて付加価値の高いものであると言えます。

京都の歴史を再現する3次元映像の製作

歴史都市京都の町なみを守るためには、伝統ある旧家や文化的価値の高い町

家の保存が絶対条件といえます。しかし、現状は相続税対策としてその土地を売

却せざるを得ない状況があり、京都の伝統的な町なみは危機的な状況を迎えて

います。こうした状況の抑止策として、例えば特定の地域には相続税を課さな

い、あるいは減免する文化遺産相続の特別区の設定を呼びかけていきたいと考

えています。

文化遺産相続税特別区の設定

京都盆地には鴨川、桂川の豊富な水が貫流していますが、中央部の堀川には僅

かな観光放流が行われているのみです。僅か100年前には京都盆地の人口稠密地

域は1/5程度でしかなかったのですが、今は京都盆地の全域が市街化されて文化

遺産は可燃物の海に漂っているのです。このような状況下で阪神淡路大震災時の

ような同時多発火災が発生すると、鴨川と桂川の近傍以外は全焼するであろうこ

とは明らかです。これを防ぐため、プラットフォームでは、京都盆地の水利事業を

提言していきます。桂川からの導水、北山からの地下水の表流化、あるいはもっと

大胆に、琵琶湖からの新たな運河を開削することが必要となるかも知れません。

かつて京都には羅城門、平清盛邸、聚楽第など、京都の歴史を代表する建造物

がありました。京都を歴史都市として見てもらおうと考えているプラットフォー

ムでは、これらの歴史的建造物を1つでも多く復元したいと考えています。しか

しながら、その実現は容易なことではありせん。例えば、復元にかかる費用を京

都に住まう私たちや観光客の方に支援してもらった場合を想定しても、実現には

30年、あるいは50年といった長い歳月を要するでしょう。しかし、このような事

業を推進することにより、京都人、日本人あるいは海外からの観光客などに、京

都が歴史都市であることの再認識をしてもらう良い機会となります。

歴史的建造物の復元 京都盆地の防災水利事業

職人大学校（ヘリテージマイスターの育成）

大工・左官・瓦職などの伝統技術は、現代社会における要請が減少しているこ

とから、技法の衰退や後継者不足という厳しい状況に置かれています。これは、

京都においても例外ではありません。このままでは現存する文化遺産の修理さえ

行えない危機的な状況を迎えてしまいます。このような状況を打開するため、プ

ラットフォームは職人大学校の設立を目指します。この学校の役割は、高度な技

術を持つ職人が若手職人を再教育していくことです。同時に、伝統的技術の継承

のためには、その技術を必要とする複数の事業が必要となるでしょう。

「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」

は平成22年10月21日に発足しました。この

会の主旨は、先人から受け継いだ文化遺産

を毀損することなく後世に伝えることにあ

ります。そのためには、着手可能な事業に迅

速に取り組むとともに、新しい文化遺産を

創造していかなければなりません。これら

を具体化すべく、プラットフォームの中核

である理事会の下に、運営の主体となる6つ

の部会を設置しています。さらに、各部会か

ら定期的に事業の進捗報告を受けてこれを

サポートし、また部会間の調整を行う企画

調整委員会も設置しています。このように、

プラットフォームでは各部会と委員会を中

心に毎年度の事業計画を推進していますが、

これと合わせて、50年・100年先におよぶ中

長期事業も視野に入れて活動しています。

この中長期事業は、企画調整委員会を中心

にプラットフォーム全体で検討を進めてい

ます。以下にその一例をご紹介いたします。

50年、100年におよぶ中長期事業を実現させましょう。

中長期ビジョン（イメージ）

実現を目指している中長期事業の例

副会長／企画調整委員長

土岐 憲三
（立命館大学教授）
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平成24（2012）年度は、世界遺産条約採択40周年記念事業の最終記念会合が京都で開催されることを受け、

関連事業を複数実施しました。世界遺産「古都京都の文化財」ネットワーク会議や世界遺産所有者による

連続講座、研究会、子ども向けの体験事業、無形文化遺産シンポジウムも引続き継続しています。

〈平成24年度の事業報告〉

世界遺産「古都京都の文化財」ネットワーク会議

■ 開催日／平成24年11月7日　　■ 場所／国立京都国際会館

京都の世界遺産17 社寺城が一堂に会する、第2回 世界遺産「古都京都の文化
財」ネットワーク会議を開催しました。永井座長は、世界遺産所有者の共通課題
である、バッファゾーンの意義や目的が正確に理解されておらず、設定範囲や考
え方について更なる議論を要すると説明し、この課題に取組むための「バッファ
ゾーン研究会」の発足を提案、採択されました。続いて、伊藤延男氏（元東京国
立文化財研究所所長）より世界遺産に登録された際の指定基準やその背景、バッ
ファゾーンの危機について講演いただきました。その後、文化財に関わる防災、
景観、公開・保存の3つのテーマで意見交換が行われ、所有者からは、境内の外に
高層建築物が建設されること等についての危惧が述べられました。最後に、松浦
会長は「コアやバッファゾーンだけでなく、その隣接した地域でも、景観を一体
として捉えることが必要である」と述べ、行政に対しては、建物の「高さ」や「デ
ザイン」、「バッファゾーンの拡大」についての要望を述べられました。

「世界遺産所有者が語る明日の京都」講座

二条城を維持・管理する上での苦
労や、芸術家の育成、景観問題への取
り組みについてご講演いただき、「京
都につながる日本の文化を、次の世
代に、世界に発信することが大切で
ある」という強いメッセージを伝えら
れました。

天保6年3月11日に行われた第27

回賀茂御祖神社式年遷宮や、国家の大
事として、20年に1度の式年遷宮が制
定された時代背景を中心に、神事の伝
承や文化の育成に貢献してきた賀茂御
祖神社の歴史についてご講演いただき
ました。

第5回「世界遺産 二条城を守る。伝える。」 
京都市長   門川 大作

第6回「天保六年 賀茂御祖神社 式年遷宮について」 
賀茂御祖神社 宮司   新木 直人

■ 開催日／平成24年11月3日　■ 場所／元離宮二条城 台所　■ 参加者／ 100名 ■ 開催日／平成24年12月8日　■ 場所／賀茂御祖神社 直会殿　■ 参加者／ 100名

研究会   文化遺産の持続可能な保護を目的に、幅広い専門分野の研究者が活動しています。

第3回｢二条城の歴史と御殿の変遷｣
■ 開催日／平成24年4月24日
■ 報告者／後藤 玉樹（元離宮二条城事務所 担当課長）

第4回｢フランスの景観整備｣
■ 開催日／平成24年7月12日
■ 報告者／和田 幸信（足利工業大学 教授）

第5回「京都の文化遺産と風致保全」
■ 開催日／平成24年10月16日
■ 報告者／福島 信夫（元京都市都市景観部土木担当部長）

京の七夕 友禅体験学習 葵サミット 夏休み企画

講師に五代 田畑喜八氏を迎え、京
友禅の歴史や工程についてお話いただ
いた後、近隣の工場を見学しました。
翌日は、職人さんの指導のもと、伸子
（しんし）を張った生地に、色を挿す作
業を体験しました。この手作り友禅は
「京の七夕」堀川会場で展示され、友禅
流しの様子を再現しました。

二葉葵が減少し、古式に沿った「葵
祭」の継承が危ぶまれている問題につ
いて学び、「葵の森」の再生に向けて堆
肥作りや和紙葵作りを通して、自然と
文化のつながりを体験しました。

［1日目］ ■ 開催日／平成24年7月25日　■ 場所／田畑染飾美術研究所　■ 参加者／50名
［2日目］ ■ 開催日／平成24年7月26日　■ 場所／元西陣小学校　　　　■ 参加者／50名

■ 開催日／平成24年7月31日　 ■ 場所／賀茂別雷神社　 ■ 参加者／ 23名
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〈平成24年度の事業報告〉

シンポジウム

「京都の文化財を描こう」コンクール

ボコバ・ユネスコ事務局長との懇談

第2回フォーラム「明日につなげよ、京の文化」

「大船鉾の復興～祇園祭山鉾巡行の今日と明日～」

平成26年に鉾本体焼失から150年という節目の年を迎えるにあたり、山鉾巡行への参加を目指してきた「大船
鉾の復興」についてシンポジウムを開催しました。冒頭、四条町大船鉾保存会の松居理事長より復興までの経緯
が述べられ、復元・設計に関わった末川協氏からは、山鉾の構造の実測調査や残された懸装品からの作図の経過
が説明されました。パネルディスカッションでは、祇園祭に関係の深い4名のパネリスト・畑正高氏、市田ひろみ
氏、大角安史氏、吉田孝次郎氏がそれぞれ祇園祭に関わるエピソードを披露されました。最後に吉田孝次郎氏よ
り「後祭単独の巡行を行うにあたって課題も多いが、祭本来の意味を捉えなおすよい機会になる。大船鉾を歓迎
する形で、先祭と後祭の分離ができたらいいと考えている」というメッセージが伝えられました。

人類共通の財産である世界遺産について、子どもたちがその大切さを見つめ直し、次代
に引き継ぐことの必要性について考える機会として絵画コンクールを実施しました。京
都府全域および大津市の小学校より1255点の作品の応募があり、100点の優秀作品が選
ばれました。応募いただいた全作品は京都駅ビルにて12日間展示を行いました。

■ 開催期間／平成24年8月～ 9月　　■ 展示期間／平成24年10月20日（土）～ 10月31日（水）
■ 対象／京都府・大津市の小学生　　■ 応募総数／ 1255点　　■ 場所／京都駅JR伊勢丹2F出入口前、他

■ 開催日／平成24年11月7日　　■ 場所／裏千家センター
■ 出席者／イリーナ・ボコバ（ユネスコ事務局長）、千 玄室（ユネスコ親善大使・裏千家前家元）、

木曽 功（ユネスコ日本国特命全権大使）、松浦 晃一郎（前ユネスコ事務局長）、有馬 賴底（京都仏教会理事長）、 
山田 啓二（京都府知事）、門川 大作（京都市長）、土岐 憲三（立命館大学教授）

■ 開催日／平成24年10月29日　　■ 場所／立命館大学朱雀キャンパスホール　　■ 参加者／ 500名　　■ コーディネーター／松浦 晃一郎（前ユネスコ事務局長）
■ 基調講演／千 玄室（ユネスコ親善大使・裏千家前家元）　　■ 狂言／茂山 千五郎 （狂言大蔵流 茂山千五郎家 当主）
■ パネルディスカッション／田中 安比呂（賀茂別雷神社宮司）、杉本 歌子（奈良屋記念 杉本家保存会学芸部長）、土岐 憲三（立命館大学教授）

世界遺産条約採択40周年記念最終会合の意義や、今後の文化遺産の保護・継承のあり方等についての
懇談を行いました。ボコバ事務局長は、「京都は日本の歴史のエッセンスであり、「古都京都の文化財」は
顕著な普遍的な価値を有している。今後の世界遺産は地域社会が守らなければならない。特に若い世代
には積極的に関わってほしい」と述べられました。

基調講演では、ユネスコ親善大使 千 玄室氏が「世界遺産は突如として現れたものではなく、先人の叡智と情熱の結晶であり感謝の心と謙虚さを
忘れず大切に守り伝えていくことが、現代に生きる私たちの責任である」と述べられました。パネル討論では、土岐副会長が日本付近で起こる地震
の種別（海溝型・内陸型）とその影響度を説明し、断層が多い京都が内陸地震と火災に弱いことを踏まえ、未来への備えを訴えました。田中安比呂
氏は、1400年以上の歴史を有する上賀茂神社は、式年遷宮により継承されていることを述べられました。これは職人の技術を伝承する意味も持ち
合わせ、井桁に組んだ土台の上に建てられている神社の建物が地震でも倒壊しにくいことを説明されました。杉本歌子氏は、杉本家が幾度もの大
火により類焼し、その都度、再建を果たしてきた歴史や、現在の母屋が1870年の再建の際に防災の備えをしたことを説明されました。討論に先だっ
て、茂山千五郎師による「那須語」が披露
されました。最後に、村井副会長が鼎談
の内容について振り返りながら、江戸時
代の京都見聞録を引き合いに、「火災など
災害を防ぐ上で謙虚さも必要」と語られ
閉会の挨拶とされました。

■ 開催日／平成25年3月16日　　 ■ 場所／立命館大学朱雀キャンパス　　■ 参加者／ 400名
■ 講演者／末川 協（建築設計士）　 ■ コーディネーター／坂本 孝志（京都観光文化を考える会・都草 理事長）
■ パネリスト／畑 正高（香老舗松栄堂主人）、市田 ひろみ（服飾評論家）、大角 安史（京都青年会議所2011年度理事長）、

吉田 孝次郎（祇園祭山鉾連合会理事長）

※すべて敬称略
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明日の京都 文化遺産プラットフォーム事務局（学校法人立命館 社会連携課）
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