令和元年度の事業報告書
第 9 回 フォーラム

「平安王朝文化と明日の京都」

■開催日／令和元年 10 月 14 日（月・祝）14 時 00 分～ 16 時 50 分
■場所／立命館大学朱雀キャンパスホール

■ 450 名

■開会挨拶／松浦晃一郎氏（明日の京都文化遺産プラットフォーム 会長）
■講演／「京都文化の原点とはなにか」
村井康彦氏（国際日本文化研究センター名誉教授）

松浦晃一郎氏

土岐憲三氏

杉本歌子氏

草川ひなた氏

村井康彦氏

冷泉貴実子氏

冷泉為人氏

■和歌披講／「雁音」
解説：冷泉貴実子氏（公益財団法人冷泉家時雨亭文庫常務理事）
披講：冷泉為人氏（公益財団法人冷泉家時雨亭文庫理事長）
冷泉家時雨亭文庫和歌会門人
■対談／「平安王朝文化と明日の京都」
村井康彦氏（国際日本文化研究センター名誉教授）
杉本歌子氏（公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会学芸部長）
■閉会挨拶／土岐憲三氏（明日の京都文化遺産プラットフォーム 副会長）
■司会／草川ひなた氏（同志社大学学生放送局）
■協力／山田松香木店（薫物「八千世」）

趣旨

薫物「八千世」

京都は桓武天皇の平安建都以来 1200 年余にわ

変容と進化を遂げながらも存続し、今も京都の街に息づいていま

たって、様々な勢力が台頭と没落を繰り返し、時

す。まさに京都は 1200 年余の歴史を通して、伝統と創造が刺激

代と共に、公家、武家、禅宗を中心とした寺社、そ

し合い、生き生きと交流してきた街と言えます。現代に生きる京

して町衆が複合的に社会と文化を築きあげ、独自

都文化、その原点は何だったのか。京都文化の原点に立ち返り、

の都市を形成してきました。原点である平安王朝文化は、混沌と

今日、明日の京都を考えるきっかけとすることを趣旨として開

した武家の戦国時代、町衆の台頭する江戸から明治へと、様々な

催しました。

当日の
内容

松浦晃一郎氏の開会挨拶の後、村井康彦氏の講

歌を歌いあげる儀式が披講と解説

演では「京都文化の原点とはなにか」をテーマに、

をいただきました。そして「雁音」

京都の文化の土壌になったものはなにかという観

と題し、冷泉為人氏と冷泉家時雨

点からお話をいただきました。日本における貴族

亭文庫和歌会門人の皆様が 3 首の

文化は平安京ではじめて育ち成熟した。特に嵯峨天皇の時代に都

和歌を歌い上げました。

として定まり、貴族たちが活躍する舞台が整い、その舞台の上で

再び村井康彦氏にご登壇いた

王朝文化も華開いていったのではないかと述べられました。

だき、
「平安王朝文化と明日の京都」をテーマに、杉本歌子氏が聞

続いて、和歌の披講が行われました。まず、冷泉貴実子氏より、

き手役として、お話をうかがいました。その中では、京都の「い

和歌とは「やまとうた」のことであり、五七五七七でつくられた和

けず」も平安時代からはじまっていたのではないか。それはひと
つの文化であるといえるのではないかと面白くお話をさ
れ、公家、武家そして町衆の平安時代に生きた人々の生き
方について語られました。また、今後の都市共同体を維持
するためには、京都に多くある大学が地域とのつながりを
深めていくことによって、明日に向かっていく力になるの
ではと述べられました。最後に、土岐憲三氏による閉会の
挨拶で幕を閉じました。
今回のフォーラムでは、ロビーにて高精細映像（4K）アー
カイブプロジェクト作品「和歌（やまとうた）の型と美―冷
泉家時雨亭文庫―」の上映が行われました。また、冷泉家ゆ
かりの香り「八千世」のお香が焚かれ、ご来場の皆様に高貴
な香りを堪能いただきました。
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緊急フォーラム

Cultural Herit age Plat form

「博物館は生きている ～ ICOM 京都大会に向けて～」

■開催日／令和元年 8 月 1 日（木）13 時 30 分～ 16 時 20 分
■場所／立命館大学朱雀キャンパスホール

■ 450 名

■開会挨拶／土岐憲三氏（明日の京都文化遺産プラットフォーム 副会長）
■メッセージ／佐々木丞平氏（ICOM 京都大会 2019 組織委員長）

土岐憲三氏

■講演／「博物館としての京都」
芳賀徹氏（東京大学名誉教授 静岡県立美術館名誉館長）

■パネルトーク／「博物館は生きている」
〈パネリスト〉 冷 泉為人氏（公益財団法人冷泉家時雨亭文庫理事長 京都美術工芸大学学長）
岩﨑奈緒子氏（京都大学総合博物館教授）
濱崎加奈子氏（公益財団法人有斐斎弘道館代表理事 専修大学准教授）
高見茂氏（京都光華女子大学学長）

佐々木丞平氏

芳賀徹氏

冷泉為人氏

岩﨑奈緒子氏

濱崎加奈子氏

高見茂氏

平井俊行氏

札野優希氏

■コーディネーター／平井俊行氏（京都府立京都学・歴彩館副館長）
■司会／札野優希氏（関西学生放送連盟前副委員長 立命館大学放送局アナウンス部長）

趣旨

1946 年創設の国際的な非政府機関 ICOM（国

博物館・美術館が存在し、博物館都市とも言われる京都で開催さ

際博物館会議）の 3 年に一度の大会が、日本で初め

れるこの大会を契機に、人類の叡智の結晶である文化遺産を時代

て京都で開催（9 月 1 日～ 7 日）されました。ICOM

を超えて繋いでゆく博物館・美術館の役割と意義を、京都の誇り

及び京都大会に係る趣旨に賛同し、京都大会の機

として共に考える機会となるよう開催しました。

運を盛り上げるために緊急フォーラムを開催。街全体に大小の

土岐憲三氏の挨拶の後、
「文化をつなぐミュー

パネルトークでは、冷泉為人氏より京都の歴史と文化につい

ジアム ー伝統を未来へー」をテーマに、世界 141

て、自然、宗教、大学、祭りなど様々な観点からのお話、続いて

の国と 地 域 か ら 3000 人 を 超 え る 博 物 館 の 専 門

岩﨑奈緒子氏は京都の市内 14 大学の大学博物館が連携して行っ

家が集まるICOM京都大会 2019 について、組織

ている活動である「京都・大学ミュージアム連携」についての紹

委員長である佐々木丞平氏から、有形・無形の文化遺産の保護

介、濱崎加奈子氏からは街そのものが博物館といえる京都の街

など国際的なミッションについての説明と、京都大会に向けて

を失わないための、有斐斎弘道館をはじめとする文化の再生・再

のメッセージをいただきました。

興に関する紹介、高見茂氏からは経営という観点からみた博物

当日の
内容

芳賀徹氏の講演では日本における博物館の意義と歴史、その

館、そして持続可能な博物館経営についてお話いただきました。

背景にある明治の岩倉使節団の活躍と重要な役割について紹介

最後に平井俊行氏からICOM京都大会に合わせて京都府内・市

がありました。また京都には多くの博物館・美術館、さらに寺社

内の美術館・博物館において開催記念の催しが行われるので、ぜ

仏閣が存在し、自然との調和という点においても、まさに京都の

ひ足を運んでほしいと述べられました。

街全てが博物館といえるのではないか、と述べられました。

2

文化遺産の保存と継承
共同開催

第 9 回 世界遺産「古都 京都の文化財」ネットワーク会議
第 2 回 文化財補修用材に関する円卓会議

■日時／令和 2 年 2 月 16 日（日）14 時 00 分～ 18 時 00 分
■場所／立命館大学朱雀キャンパス 601 会議室
■テーマ／「文化財補修用材の確保は危機的な状況にある」
■内容／開会挨拶：内山節氏（一般社団法人文化遺産を未来につなぐ森づくり会議 会長）
基調講演：「文化財補修用材を取り巻く現況について」
山本博一氏（東京大学名誉教授）
「大径材と大工技術の継承」
鳥羽瀬公二氏（株式会社鳥羽瀬社寺建築代表）
意見交換
閉会挨拶：松浦晃一郎氏（明日の京都文化遺産プラットフォーム 会長）
■司会／長澤香静氏（一般財団法人京都仏教会事務局長）

厳島神社能舞台床板類（速水林業）

木造文化財を受け継いでいく上で共通課題を持つ“世界文化遺産「古都 京都の文化財」ネットワーク会議”と“文化財補修用材に関する円
卓会議”の共催により、文化財所有者、国有林・民有林等の森林所有者、堂宮大工や技術者、研究者が一堂に会しました。
神社、寺院、城に代表される木造文化財は、分野や世代を超えて数多くの人の思いや努力によって支えられています。木造文化財を後世
に受け継いでいくためには、補修に必要な木材をいかに確保していくか、木材を供給する森林をどう維持していくか、また木材を扱う職人
の育成など多くの課題があります。その解決の糸口を探るべく、山本博一氏、鳥羽瀬公二氏の基調講演を踏まえ、総勢約 40 名による活発な
意見交換が行われました。

開会挨拶：内山節氏

基調講演：山本博一氏

基調講演：鳥羽瀬公二氏
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閉会挨拶：松浦晃一郎氏

司会：長澤香静氏

TOMOR ROW’S K YOTO

Cultural Herit age Plat form

京都・文化遺産アーカイブプロジェクト
［事業者］ 明日の京都 文化遺産プラットフォーム／大日本印刷株式会社／株式会社毎日放送

このプロジェクトではアーカイブ事業として京都の有形・無形の文化遺産の保存と継承を目的に収録を進めています。また、京都の歴史的発
展過程の視覚化にも取り組んでいます。

高精細映像（4K）による収録

YouTube 期間限定配信

宇治上神社、永観堂、延暦寺、上賀茂神社、清水寺、金閣寺、銀閣寺、
高 山 寺、西 芳 寺、下 鴨 神 社、杉 本 家 住 宅、醍 醐 寺、天 龍 寺、東 寺、
仁和寺、元離宮二条城、龍安寺、冷泉家時雨亭文庫 （五十音順）

新型コロナウイルスの影響によって先行きを見通すことが困難な
日々が続くなか、美しい京都の姿が人々の不安やストレスを軽減
し、心の平穏の一助となることを願い、これまで「京都・文化遺産
アーカイブプロジェクト」で保存してきた京都文化遺産の映像作品

映像アーカイブ制作中

（下記写真 3 作品）を期間限定で YouTube にて公開しました。

茶道裏千家

醍醐の桜

東寺の四季

龍安寺

文化遺産に関する公開研究会
■日時／令和元年 8 月 28 日（水）15 時 30 分～ 17 時 30 分
■場所／立命館大学朱雀キャンパス 6 階 601 西会議
■テーマ／京都市における袋地・細街路対策と膏薬辻子の
まちなみルール策定について

■内容／代表挨拶：増井正哉氏（主催団体代表、座長）
講演：「京都市の景観政策及び袋地・細街路対策について」
橋本真也氏（京都市都市計画局都市景観部景観政策課歴史的景観保全担当課長）
足立和康氏（京都市まち再生・創造推進室 密集市街地・細街路対策課長）
「膏薬辻子にまちなみルール策定について」
森重幸子氏（京都美術工芸大学准教授）
質疑・意見交換

京町家の保存・継承を考えるうえで、重要文化財杉本家を一つの事例として取り上げ、ワーキンググループを立ち上げ、検討を進めてき
ました。そのなかで、杉本家の事例では保存・継承にあたって、その周辺環境・地域社会との関わりのなかで考えて行く必要性が再認識され
たところです。
今回は、杉本家が面する細街路・膏薬辻子のまちなみルール策定の経過について、京都市の担当課様と当地で研究を進めてこられた京都
美術工芸大学の森重幸子先生にお話をうかがいました。この研究会のもうひとつのテーマである文化遺産とその周辺環境（バッファゾーン）、
文化遺産の防災とも直接的に関わる内容でした。
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「文化遺産」を災害から守り育てる
文化遺産の危機管理研究会
この研究会は、京都の文化遺産を自然災害や人為災害から守ることを目

今、京都に大きな地震が起こる確率が高まっています

的に平成 29 年度から研究活動を進めています。
まずは、直下地震による大規模火災を想定した検討に取り組んでいます。

京都に起こった大地震（震度６以上）

細街路がまち中の各所に存在し、木造建築も多く残るまち京都にとっ

西暦

900

て、火災が大きな脅威であることは言うまでもありません。
日本文化の中心と言える京のまちを災害から守るため、非常時など多様
な場面で活用できる水をまち中に確保する計画を構想し、実現に向けた

1000

山城・近江（976 )

1200

近江・山城・大和（1185 )

現在は市民に配布することを目的としたリーフレットの制作にも取り

132 年

山城・大和（1449 )

1600

組んでいます。

132 年

京都（1317 )

1400

検討を重ねています。

間隔

209 年

慶長伏見地震（1596 )
比良岳付近地震（1662 )

1800

66 年

168 年

京都西山断層地震（1830 )

190 年

現在

2000

おおよそ 140 年に
一度起きています

147 年

文化遺産の危機管理研究会用資料

京都盆地の水と導水事業（案）

京都盆地での大地震や他の事由による大規模火災の発生を防いだりそれを消火するために
下記の 4 ルート が検討されている。

琵琶湖

北ルート
東ルート

西ルート

北ルート

疏水

桂川

琵琶湖疏水は蹴上の九条山に到着する。ここは市内のもっとも高い地点であり、ここから北の銀閣寺方面に向かう水路が北ルートである。
さらに北西に方向を変えてから、高野川をわたって松ヶ崎に達し、そこから南西に向かい、堀川通を南下するルートである。
開水路と地下管路である。

鴨川

南ルート
N

東ルート

蹴上から、現在の動物園方向に向かい、春日通りから西に向かい、鴨川をわたってから御苑に至るルートである。いずれも地下管路である。
1954 年 8 月に打ち上げ花火が小御所の檜皮葺に落下して炎上した時に、この通水を利用して消し止めることができた。

西ルート

桂川から取水して、西高瀬川を利用して東に直進して、二条城を目指すルートである。現在も一部は京都府により整備中である。水量は豊富である。

南ルート

別名本願寺水道と称されるルートである。1897 年に蹴上から三条通り、祇園町を経て鴨川をわたって、東本願寺まで同寺によって設けられた鋳鉄管路による地下管路である。

地上の高低差と水の流れ
90m
龍安寺

西ルート

西高瀬川

37m
渡月橋

96m
金閣寺

疏水分線
6９m

北大路通

40m
二条城

＊数字は標高を示す（敷地中心部あたりを基準）
桂川
＊通りの標高は烏丸通りを基準とする

42m

45m

丸太町通

50m
御所

32m
東本願寺 33m
30m

37m

四条通

57m
下鴨神社

55m

今出川通

東ルート

疏水

鴨川

80m

蹴上浄水場

五条通
京都駅ビルの屋上レベルが琵琶湖の水面とほぼ同じ高さ

七条通

疏水

南ルート
13m
鳥羽

91m
宝ヶ池

71m
植物園

御所水道

御池通

28m
京都駅

100m
上賀茂神社

北ルート

本願寺水道

85,6m

琵琶湖

層

積

堆

岩

盤

基

地下構造と地下水
地下水は基盤岩の上の堆積層内にあり、
地表面から 5〜10m より深いところにある。
＊地下構造の図は堀川通を基準とする
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（着色はイメージ）
京都盆地の地下構造と地下水ி㒔┅ᆅ䛾ᆅୗᵓ㐀䛸ᆅୗỈ

イラスト：インターソシア

梶川伸二

TOMOR ROW’S K YOTO

Cultural Herit age Plat form

「文化遺産」に関する教育・研究と人材育成
大学コンソーシアム京都・連携事業

世界文化遺産が学びのフィールド

～京都世界遺産 PBL（課題解決型学習）～

公益財団法人大学コンソーシアム京都と連携協定を締結し、京都を拠点とする 40 校以上の加盟大
学の学生を対象とした授業、
「京都世界遺産PBL科目」を 2015年度から展開しています。
世界文化遺産を学びのフィールドに、単位互換（注 1）として取り組むPBL（注 2）科目は全国に例の
ないものです。令和元年度は京都市内に拠点を置く 9 大学から 100名を超える学生が受講しました。
（注 1）単位互換…他大学が提供する正規科目を履修し、自大学の単位として認定される制度。
（注 2）PBL…Project Based Learning の略。課題解決型学習と訳される能動的学習方法。

清水寺と
立命館大学

活動の様子

■京都世界遺産 PBL 科目とは
京都全体で学生を育て、明日を切り拓く
人材を輩出したいという想いから、京都
世界遺産 PBL 科目が誕生しました。大学
のまち「京都」、歴史のあるまち「京都」。
京都だからこそできる学びがこの科目に
凝縮されています。

清水寺と
立命館大学

活動の様子

概要
概要

清水寺の△△の○○（良い点）を
磨け！、もしくは□□（困ってい
る点）を救え !」

京都の文化遺産とその保護～清
水地域の防災への取り組み
［担当教員：大窪健之］

［担当教員：宗本晋作、青柳憲昌］

二条城と
同志社大学

活動の様子

仁和寺と
立命館大学

活動の様子

概要
概要

価値主導型に基づく文化遺産
マーケティング

京都の世界遺産 仁和寺
［担当教員：桜井政成、山田大地］

［担当教員：多田実］

上賀茂神社と
京都産業大学

活動の様子

比叡山延暦寺と
京都文教大学

活動の様子

概要
概要

上賀茂神社の魅力を学生の視点
で発信する

「お山」の魅力を探る・伝える
［担当教員：手嶋英貴］

［担当教員：吉野秋二］

醍醐寺と
京都橘大学

活動の様子

醍醐寺と
龍谷大学

概要

活動の様子

概要

世界遺産醍醐寺プロジェクト活
動をパブリック化する試み

世界遺産と学ぶ課題発見・解決
過程

［担当教員：小林裕子］

［担当教員：笠井賢紀］
※敬称略

大学コンソーシアム京都

京都世界遺産 PBL 科目

受講生インタビューや実施科目の詳細はこちら

http://www.consortium.or.jp/special/wch_PBL/index.php
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明日の京都インターンシップ
明日の京都インターンシップは、当団体の趣旨を体験的に伝え、古都京都の文化遺産を取り巻く現状を知り、価値を見出し、諸問題につ
いて考える契機とすることを目的に、平成 30 年度から取り組んでいます。
令和元年度は、夏期 8 月～ 9 月に 3 名（同志社大学 2 名、大阪市立大学 1 名）、春期 2 ～ 3 月に 3 名（京都先端科学大学 1 名、関西学院大学 1 名、
立命館大学 1 名）、計 6 名の学生がインターンシップに参加しました。

VR 体験の様子

体験学習

第 5 回 新春こどもお茶会 ～百人一首であそぼ～
■日時／令和 2 年 1 月 5 日（日）［午前の部］10 時 00 分～ 12 時 00 分 ［午後の部］14 時 00 分～ 16 時 00 分
■場所／「西陣の町家・古武」
■共催／ NPO 法人京都観光文化を考える会・都草、明日の京都文化遺産プラットフォーム

「新春こどもお茶会～百人一首であそぼ～」を「NPO法人京

一首の概要や歴史、和歌の成り立ちについて学び、小学生向

都観光文化を考える会・都草」と共催しました。第 5 回目を迎

けに考案された「五色百人一首」を用いて百人一首を楽しみま

えた今回は、過去最も多くのお申込みをいただき、京都市内

した。その後、かるた遊びの部屋からお茶席に移り、一連の作

外の小学校 16 校から 42 名の児童が企画に参加しました。

法について説明を受けた後、少し緊張しながらもお菓子、お

当日は、会場である町家の当主、古武博司様より洛中洛外図

茶をいただきました。

やお手製の町家模型を使い、京町家の特徴や歴史についてこ

お正月の雰囲気の残る中、京町家で日本の伝統文化であるお

ども達に分かりやすくお話をいただきました。続いて、百人

茶や百人一首について体験できる、貴重な機会となりました。
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Cultural Herit age Plat form

新たな文化遺産の創造
平安京 羅城門復元模型・駒札を新たに設置
平安京羅城門模型設置記念式典

平安京羅城門模型修復工事完了

平安京羅城門模型・駒札設置

■開催日／平成 28 年 11 月 21 日（月）

■完了日／平成 30 年 5 月 1 日（火）

■設置日／令和元年 12 月 28 日（土）

赤いベストを着たスタッフは、
公認のボランティアガイドです。
是非、声をかけてみて下さい。

羅城門は、朱雀大路の南端に建てられた都の正門で、外国からの使節を迎え入れるなど、平安京のシンボルとしてその威容を誇っていました。
しかし、暴風により二度倒壊し、980 年以降、再建されることはありませんでした。その復元は、千年の時空を超えて現代に託されています。
本模型は、1994 年、平安建都千二百年記念事業として、宮大工をはじめ京都の職人たちの技術の粋を結集、製作された縮尺十分の一の復元
モデルです。いにしえの羅城門に思いを馳せると共に、百年先を見据えた新たな文化遺産の創造という理念の下、平成 28 年 11 月に当団体が本
模型を京都駅前広場に設置しました。設置後、現在では年間約 4万人以上の方が羅城門模型の前で足をとめています。さらに、令和元年 12 月 28
日には新たに駒札を設置しました。

■ご支援について

明日の京都 文化遺産プラットフォーム HP

今回のプロジェクト推進にあたり、多くの個人・企業の皆様よりご支援を頂きました。
羅城門復元模型の維持管理および、実物大の羅城門建立をめざし、そのプロジェクト
にご賛同ご支援をお願いしています。

http://tomorrows-kyoto.jp/
明日の京都 文化

検索

広報事業
「京都 神と仏の歳時記」第 3 号
御火焚（おひたき）発刊
印刷物はフォーラムやシンポジウムをはじめ、当団体が主催す
る事業にて来場者に配付しています（ホームページでも閲覧可能）。
この取り組みの目的は、京都の歳時記に触れた後、最終頁に記載し
ている当団体の趣旨を読んで理解してもらうことにあり、当面は、

［これまでの発刊］
第一回 賀茂競馬、第 2 回 追儺式、第 3 回 御火焚

京都駅前広場に設置した羅城門模型の認知を目指し、平安京につな
がるテーマを選択しています。

新型コロナウィルス禍により、令和元年度開催予定の下記事業は開催延期となりました。
・無形文化遺産シンポジウム「京都の底ぢから～伝統と先端～」

・明日の京都講座「西本願寺」
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