
■開催日／令和2年（2020年）10月11日（日）14時00分～16時45分

■場所／立命館大学朱雀キャンパスホール　■参加者／約100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・第8代ユネスコ事務局長）

■基調講演／�「火の海に漂うまち：京都を護る」�
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・立命館大学特別研究フェロー）

■パネルディスカッション／�「京都大火災」�
梅垣�浩久�氏（京都市消防局予防部長）�
丸山�俊明�氏（びわこ学院大学短期大学部教授）�
田中�惠厚�氏（宝鏡寺門跡住職）�
［コーディネーター］�

室﨑�益輝�氏（兵庫県立大学大学院教授）

■閉会挨拶／高見�茂�氏（京都光華女子大学学長）　■司会／森田�春香�氏（立命館大学放送局）

松浦晃一郎会長の開会挨拶で幕をあけ、その後
「火の海に漂うまち：京都を護る」と題して、立命
館大学特別研究フェロー・土岐憲三氏が講演しま
した。

講演では、京都のまちにとって怖いものは地震により発生す
る同時多発火災で、京都は木造建築の密集度が高く、細街路や袋
小路も多く、ノートルダム寺院や首里城の火災からみてもスプ
リンクラーの設置が重要であると述べられました。
また、京都は琵琶湖疏水や、桂川など水源は豊富にあるものの

水路の整備が重要であることについてお話されました。
続いて、「京都大火災」をテーマにパネルディスカッションが
行われました。はじめに登壇者から取り組みの紹介があり、梅垣
氏は、京都市では火災が1万人あたり1.6件と政令都市の中で最
も少なく、これは市民の防火意識が高いことが要因だと述べら
れました。丸山氏からは江戸時代に町人が自ら積極的に消火に
取り組んできた背景についてお話があり、田中氏からは1798
年に復興して以来、火災にあうことなく、現在は京都市指定有形
文化財に指定されている宝鏡寺についてお話いただきました。
「大火を防ぐにはどうすべきか」という題材のセッションでは、
梅垣氏は「早いこと知って、早いこと消す」が大切だということ、
丸山氏は地震と火災の関係では、建物の構造や生活様式から現
在の方が火災になる要因が増えていると述べられ、田中氏は地
震による火災について、どこから火災が起きるかわからない、水
道管が壊れて水が出ないかもしれないとご指摘されました。最
後に室﨑氏が、市民力の大切さについて述べられ、市民のレベル
で何ができるのか考えてほしいと参加者に訴えかけました。
閉会挨拶では高見氏より文化財を守ることの重要性について
お話があり、若い人たちへの教育的意味合いも含めて文化遺産、
歴史、伝統、文化を残しつづけていくことは大きな意義があると
述べられ、閉会となりました。

京都では976年の山城・近江大地震以降、お
よそ140年に一度大地震が発生していましたが、
1830年の京都西山断層による大地震を最後に約
190年間大地震が発生していません。これは「今、

この瞬間」京都で大地震が起きてもおかしくない危機が迫って
いるとも言えます。そして、大地震による脅威の一つである同
時多発火災は、細街路が各所に存在し、文化財や町家をはじめ
とする木造建築が多く残る京都にとって大きな脅威であること
は言うまでもありません。京都全域の市街化が進んだ今、文化

遺産は燃える市街地の
海に漂っているのです。
日本文化の中心と言え
る京のまち、その人命
と文化遺産を災害から
守るために私たちに何
ができるかを考える機
会とするため、本フォーラムを開催しました。

第10回フォーラム  「京都大火災 ～火の海に漂うまち：京都～」

趣旨

当日の
内容

令和2年度（2020年度）の事業報告書

田中惠厚氏 高見茂氏室﨑益輝氏

梅垣浩久氏土岐憲三氏松浦晃一郎氏

丸山俊明氏
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文化財修理技術保存連盟・共催事業　冊子発刊

「文化財を守るということは、まずは日本の文化を理解し、継承していくことではないだろうか」という問いから、日本の文化の向
かう先を展望しようという想いが一致し、文化財修理技術保存連盟との共催で、冊子「工匠�この技（て）が歴史をつくる」の発刊に至
りました。

■ごあいさつ／�澤野�道玄�氏（文化財修理技術保存連盟理事長）�
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）

■特別インタビュー／�「日本人のこころを継承していくために」�
冷泉�為人�氏（公益財団法人冷泉家時雨亭文庫理事長）�
［インタビュアー］�
江面�嗣人�氏（岡山理科大学�建築歴史文化研究センター長）

■座談会／�「伝統技術継承から考える日本の文化」�
澤野�道玄�氏（伝統建築漆塗技能者）�
新谷�由貴代�氏（京都伝統工芸大学校校長）�
森�清顕�氏（清水寺執事補）�
［コーディネーター］�
江面�嗣人�氏（岡山理科大学�建築歴史文化研究センター長）

■特集／（1）工匠の技　（2）よみがえる羅城門

明日の京都講座・書籍出版

明日の京都講座は、景観や防災・維持管理などの文化遺産を取り巻く諸課題、文化的・歴史的な経緯や意義について社寺城の代表者
が語る公開講座です。「明日の京都」の設立10年を機に、団体発足当初から開催を続けてきた本講座の記録をまとめ、書籍にしました。
本書を出版することで、より多くの方のもとに社寺城の代表者の声を届けることを目的としています。

第1回 平成23年8月27日 賀茂別雷神社

第2回 平成23年9月11日 清水寺

第3回 平成24年2月18日 教王護国寺

第4回 平成24年3月10日 醍醐寺

第5回 平成24年11月3日 二条城

第6回 平成24年12月8日 賀茂御祖神社

第7回 平成25年12月14日 仁和寺

第8回 平成26年3月8日 慈照寺

第9回 平成27年10月3日 天龍寺

第10回 平成29年3月3日 聖護院門跡

第11回 平成30年1月19日 平等院

第12回 平成31年2月19日 大覚寺

［開催一覧］

〈内容〉

古都京都の文化遺産は、かく想ふ
～千二百年。そして次の千年へ～

TOMORROW’S KYOTO   Cultural Heritage Platform

2



「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

文化遺産の危機管理研究会は、文化遺産を自然災害や人為災害から守るための
施策を検討・具体化していくことを目的に平成29年度（2017年度）に発足しま
した。自然災害のなかでも大規模な直下型地震が京都を襲った際の被害を想定
し、その脅威の一つである同時多発火災への備えを市民レベル、行政レベルなど
多角的に検討しています。細街路が街中の各所に存在し、木造建築が多く残るま
ち京都にとって、火災は大きな脅威であることは言うまでもありません。
本研究会では、こうした脅威への備えとして、自然流下により水を街中に通水
する「京都盆地復水計画」を構想し、実現に向けた議論を重ねています。防火用
水、災害用緊急用水として活用するだけでなく、水辺の親水空間として市民の
方々へ憩いの場を提供するなど、多様な場面での活用が期待されます。
令和2年度（2020年度）は、琵琶湖疏水、西ノ川エリアを対象とした現地調査の実施、研究会が考える問題意識や中長期的な課題を共有
することを目的としたリーフレットを制作しました。
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あまどい
雨樋を利用して屋根に降る雨を効率的にバケツに貯め、 初期消火用水だけでなく日常の

生活の中でも活用します

ひもを伝わる雨水を集める新しい集水方法 （ひも樋） を使い、 雨を貯める容器について

もバケツだけでなく景観や実用性にも工夫を凝らします

■雨水の活用
昔の天水桶

てんすいおけ
雨水を貯めて消火用水として使う方法は江戸時代から天水桶として用いられました。

この日本の伝統的な雨水利用を見直し、生活に身近な雨樋とバケツを活用すること

によって、安全で環境にやさしいまちを市民が中心になってデザインします

■設置例 京町家 杉本家住宅■生活に活かす工夫
どい

呼樋

既存の樋

　天水バケツのデザイン例

防火用バケツ雨庭やビオトープ 景観配慮型水槽や植木鉢との
組み合わせ

軒樋

防火用

防火用

竪樋

どい
「ひも樋」
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文化遺産の危機管理研究会
http://tomorrows-kyoto.jp/seminar/

リーフレット「京都を火の海にしないために」や
参考資料はこちら

TOMORROW’S KYOTO   Cultural Heritage Platform
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無形文化遺産シンポジウム   
「人類とミクロの世界 ～新型コロナ禍を契機に考える～」

人類の文明史はペスト・コレラ・スペイン風邪等、
感染症との闘いの歴史だったとも言え、新型コロナ
ウイルスの猛威はミクロの世界と人類の関係を否応
なく考えざるを得ない状況に至らしめました。コロ

ナ禍をこえて、現代文明はどこに向かうのだろうか。
今回のシンポジウムでは、バイオテクノロジーを駆使し、新型コ

ロナウイルスとの闘いを支援する事業でもご活躍のタカラバイオ
株式会社代表取締役社長・仲尾功一氏、ゴリラの生態研究からス
タートし、広い視野から現代文明を論ずる京都大学名誉教授・山極
壽一氏に、それぞれの専門分野から「人類とミクロの世界」につい
て語っていただきました。

松浦晃一郎会長の開会挨拶で幕をあけ、その後、
「今、見直されるライフサイエンス」と題して、仲尾
功一氏（タカラバイオ株式会社代表取締役社長）が講
演されました。

講演では、遺伝子・細胞の解析技術から遺伝子・細胞を新しいモ
ダリティ（治療法）として創造する研究についてお話されました。
PCR検査は、従来法では採取から4 ～ 6時間かかっていたものが、
唾液から採取するダイレクトPCR法によって大幅に時間を短縮す
ることができるようになったことや、ウイルスは変異して拡がって
いくものであり、日本における第2波、第3波も日本国内で変異し
た変異株だというお話をいただきました。まとめとして、ライフサ
イエンスは医者や学者など特定の人が知っていればよいものから、
withコロナにおいては現代人にとって必須のリテラシーになった
と述べられました。
続いて、近代日本画家の巨匠、横山大観が水の一生を描いた画巻

「生々流転」の映像を上映し、福原左和子氏による琴、ジョン・海山・

ネプチューン氏による尺八の演奏とともに、お楽しみいただきました。
シンポジウム後半の部、山極壽一氏（京都大学名誉教授）の講演
では「ゴリラが見た新型コロナと現代文明」と題し、ゴリラからみ
た人間の世界、現代文明がおかれている状況についてお話いただき
ました。未知のウイルスは野生動物を介して家畜・人間に感染する
ようになり、新型コロナウイルスは「人々が密集して大集団をつく
る」、「人や物がグローバルな動きをする」という現代社会の特性に
乗じてパンデミックを引き起こしたとお話されました。また、現代
は不安の時代になり、「安全＝安心」ではなく、人とのつながりや信
頼といった目に見えない網の上に安心が成り立っていることを考
える必要性について触れられました。コロナ後の社会は、シェアを
増やすこと、コミュニケーションのとれる街づくりを目指すことな
ど、多くの提案をいただきました。
閉会挨拶では、土岐憲三副会長が、本日講演・演奏いただいた方々
の出演の経緯を紹介され、ご来場の方々、ライブ配信で視聴してい
ただいた方々への感謝の言葉を述べられ、閉会となりました。

■開催日／令和3年（2021年）3月28日（日）13時30分～16時10分

■場所／立命館大学朱雀キャンパスホール　■参加者／約100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・第8代ユネスコ事務局長）

■講演Ⅰ／�「今、見直されるライフサイエンス」�
仲尾�功一�氏（タカラバイオ株式会社代表取締役社長）

■映像詩／�「横山大観～生々流転～」【曲目】行雲流水（ながれぐも）�
琴：福原�左和子�氏�
尺八：ジョン・海山・ネプチューン�氏

■講演Ⅱ／�「ゴリラが見た新型コロナと現代文明」�
山極�壽一�氏（京都大学名誉教授）

■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・立命館大学特別研究フェロー）

■司会／川崎�萌�氏（京都女子大学放送研究会）

ジョン・海山・
ネプチューン氏

仲尾功一氏 山極壽一氏

土岐憲三氏

松浦晃一郎氏

福原左和子氏

京都の「伝統文化」の保存と活用

趣旨

当日の
内容
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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では、次世代を担う学生に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や諸問題にかかわる当事者意識を涵養するきっかけをつく
ることを目的としています。日本文化の価値や意義を再確認・再発見する機会を提供するた
め、当団体プラットフォームのフィールドを提供しています。
令和2年度（2020年度）は、夏期に学生3名、春期に2名、年間計5名の学生をインターン
シップとして受け入れました。

大学コンソーシアム京都・連携事業

「文化遺産」に関する教育・研究と人材育成

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の連携協定のもと、京都を拠点とする
約45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」を平成27年度
（2015年度）から開講しています。
世界遺産を学びのフィールドに、単位互換（注1）科目として開講されるPBL（注2）
科目は全国に例のないものです。令和2年度（2020年度）は11大学から約100名の
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
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!
［担当教員：宗本晋作、青柳憲昌］

二条城と同志社大学
概�要

価値主導型に基づく文化遺産マーケティング�
［担当教員：多田実］

延暦寺と京都文教大学
概�要

「お山」の魅力を探る・伝える
［担当教員：手嶋英貴］

清水寺と立命館大学
概�要

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］

仁和寺と京都光華女子大学
概�要

世界遺産・仁和寺で学ぶ
文化財の保存と観光などへの活用
［担当教員：佐滝剛弘、久世奈欧］

上賀茂神社と京都産業大学
概�要

上賀茂神社の魅力を学生の視点で発信する
［担当教員：吉野�秋二］��※令和2年度は開講せず

醍醐寺と京都橘大学
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
［担当教員：小林裕子］

※敬称略

大学コンソーシアム京都

京都世界遺産 PBL 科目
https://consortiumkyoto-tanigokan.jp/worldheritage/#pbl

受講生インタビューや
実施科目の詳細はこちら

講座コンセプト フィールドコンセプト 人材育成コンセプト

●  課題解決に向けた方向性を模索
し、京都の魅力を発見

● 他大学学生と連携した学び

● 歴史都市・大学都市 京都で学ぶ

●  世界遺産・大学など京都全体を
学びの場として学生が成長する

●  多様性の理解や学びを通じて世
界で活躍できる人材を輩出

●  学びの経験をもとに卒業後も京
都のファンとなることを目指す

■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。

TOMORROW’S KYOTO   Cultural Heritage Platform
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「よみがえる羅城門」記者会見

明日の京都�文化遺産プラットフォームは団体設立から10年を機に、羅城
門再建の呼びかけ及びその基本構想を発表することを目的として、7名の呼
びかけ人による記者会見を東寺・小子房（京都）、日本記者クラブ（東京）で
開催しました。構想を具現化するためには、事業の主体となる実行組織が新
たに必要であり、個人や企業、団体に広く賛同を呼びかけました。
羅城門は1200年余り前、平安京の正門として、人々を戦火や疫病から防
ぎ、平安を守る門として建立されました。
世の中が新型コロナ禍による混乱と不安の中にあるなか、世界中の人々の
こころと暮らしの平安を願う象徴として羅城門が現代によみがえることを
願い、今後も広く賛同を呼びかけていくこととしています。

平成6年（1994年）に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
の粋を結集し、「平安京�羅城門十分の一模型」が製作されました。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（2016年）11月に
当団体が本模型を京都駅前広場に移設・展示しました。

新たな文化遺産の創造

京都会場の様子 東京会場の様子

平安京復元模型：所蔵（京都市歴史資料館）��展示（京都市平安京創生館）

羅城門を再建する団体や個人が現れた際に
可能な範囲で支援することを主な目的に、
「羅城門再建支援委員会」を設置しました。

よみがえる羅城門特設サイト
http://tomorrows-kyoto.jp/rajomon/

羅羅城城⾨⾨
779944年年、、約約11220000年年前前にに、、平平安安京京のの南南端端にに
建建造造さされれたたののがが「「羅羅城城⾨⾨」」ででああるる。。
⾨⾨はは、、昼昼間間だだけけ出出⼊⼊りりををゆゆるるさされれ、、

朝朝とと⼣⼣にに太太⿎⿎のの⾳⾳ととととももにに開開かかれれ、、ままたた閉閉じじらられれたた。。
つつままりり、、都都のの内内とと外外ががつつよよくく意意識識さされれ、、

都都⼤⼤路路ととそそのの外外世世界界をを区区切切るる

""⾨⾨""ととししてて聳聳ええ⽴⽴っってていいたたののだだ。。

千�玄室�氏（茶道裏千家前家元�大宗匠�ユネスコ親善大使）
村井�康彦�氏（国際日本文化研究センター名誉教授）
有馬�賴底�氏（一般財団法人京都仏教会理事長�臨済宗相国寺派管長）
松浦�晃一郎�氏（第8代ユネスコ事務局長）
土岐�憲三�氏（立命館大学特別研究フェロー）
冷泉�貴実子�氏（公益財団法人冷泉家時雨亭文庫常務理事）
西園寺�裕夫�氏（公益財団法人五井平和財団理事長）

［呼びかけ人］

平安京 羅城門十分の一模型の展示

7



・第 10 回世界遺産「古都 京都の文化財」ネットワーク会議　　・明日の京都講座　　・第 6 回新春こどもお茶会

新型コロナ禍により、令和2年度（2020年度）開催予定の下記事業は中止・延期となりました。

広報事業

「京都 神と仏の歳時記」第 4 号 
疫病退散 発刊

第4号「疫病退散」を発刊しました。フォーラムやシンポジウム
など主催事業への来場者に配布、ホームページでの公開を行って
います。この目的は、京都の歳時記に触れていただくこと、また、
最終頁に記載している当団体の趣旨を理解してもらうことにあ
ります。 ［これまでの発刊物］

●�第1回　賀茂競馬� ●�第2回　追儺式　
●�第3回　御火焚� ●�第4回　疫病退散

さまざまな地域・時代に生きた人類の営みである「文化遺産」。これらは、人々の知
恵や思考を辿り、次世代を拓く貴重な手がかりとも言えます。このプロジェクトは、
DNP（大日本印刷株式会社）とMBS（株式会社毎日放送）との連携のもとで推進し、
京都の有形・無形の文化遺産の保存と継承を目的に4K高精細映像によるデジタル
アーカイブを進めています。

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

文化遺産の保存と継承

4K映像作品

元離宮二条城

醍醐寺

高山寺

教王護国寺（東寺）

龍安寺

天龍寺

上賀茂神社（賀茂別雷神社）賀茂祭・式年遷宮Ⅰ

上賀茂神社（賀茂別雷神社）賀茂祭・式年遷宮Ⅱ

世界遺産「古都京都の文化財」

元離宮二条城ダイジェスト版

東寺の四季

醍醐の桜

伊藤若冲生誕300年記念作品�若冲�祈りのかたち

未来（あす）への歩み
―京商家杉本家の慣らいと暮らし

和歌（やまとうた）の型と美―冷泉家時雨亭文庫

茶道裏千家�〈制作中〉

龍安寺東寺の四季

第4号「疫病退散」のPDFはこちら▶︎
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