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平成 29 年度の事業報告書
第 7 回 フォーラム 「古都の借景」
■開催日／平成 29 年 10 月 9 日（月・祝）
■場所／立命館大学朱雀キャンパスホール

■参加者／ 450 名

■開会挨拶／松浦晃一郎氏（明日の京都 会長）
■基調講演／尼﨑博正氏（京都造形芸術大学教授）
■演奏・トーク／東儀秀樹氏（雅楽師）

松浦晃一郎氏

尼﨑博正氏

東儀秀樹氏

村井康彦氏

神居文彰氏

北園文英氏

小川勝章氏

秋尾沙戸子氏

■パネルトーク／神居文彰氏（平等院住職）、北園文英氏（圓通寺住職）、
〈パネリスト〉 小川勝章氏（作庭家、植治次期十二代）
■コーディネーター／秋尾沙戸子氏（ノンフィクション作家）
■閉会挨拶／村井康彦氏（明日の京都 副会長）
■総合司会／中川緑氏（NHK 京都放送局アナウンサー）

古くより社寺等の庭園に用いられてきた借景は、日本文化を語るうえ
趣旨

で、なくてはならないものです。国や行政の景観政策において、保全の
対策は取られているものの、寺社の境内等における新たな開発の問題が
発生しています。第 7 回フォーラムでは、多くの市民が関心を寄せる景

観問題について、
「古都の借景」をテーマに、京都の文化的な景観と今後の課題について
考察を深める機会として開催しました。

当日の
内容

松浦晃一郎氏の開会挨拶で幕を開け、
「借景

京都市の新景観政策施行から 10 年。圓通寺など 38 ヶ所が

の諸相」を演題に尼﨑博正氏（京都造形芸術大

眺望景観保全地域として指定されましたが、人の営みと自然

学教授）による基調講演がおこなわれました。

との関わりはどうあるべきか、根源的な問いかけをすべき時

尼﨑氏は、
「借景」という言葉が中国最古の造園

期がきているのではないかと述べられました。

理論書『園冶』で 17 世紀に用いられていることを紹介したう

その後、雅楽師の東儀秀樹氏によるトークと篳篥や笙の演奏

えで、日本でも周辺の景観と庭とを一体のものとして捉える

がおこなわれ、会場に集まった満員の来場者を魅了しました。

空間認識は古くから受け継がれ、その技術は 17 世紀に後半に

パネルトークでは、秋尾沙戸子氏のコーディネートのもと、

創建された圓通寺で確立されたと考えられるなど、借景の概

神居文彰氏、北園文英氏、小川勝章氏をお迎えし、借景につい

念が成立した歴史的背景について解説されました。

てそれぞれの立場・経験からのお話を伺いました。
神居氏は、
「自然災害の発生しやすい日
本では、高さやデザインの規制だけでな
く、全体として人々との営みとの調和し
た景観をつくっていくことが大切です」と
述べられ、北園氏は、
「優れた景観は創造
の原点と言っても過言ではなく、建築家
だけではなく、ランドスケープ、サウンド
スケープのデザイナーも共に知恵を出し
合うことを切望します」と述べられまし
た。小川勝章氏は、
「マツ枯れなどの影響
で東山のアカマツ林が激減し、庭園との
連続性が損なわれています。あらためて
庭園と自然とのつながりの深さを認識し
ています。」と述べられました。
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「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結び、2015
年度から「京都世界遺産PBL科目」を展開しています。
世界遺産を学びのフィールドに、単位互換（注 1）として取り組む
PBL（注 2）科目は全国に例のないものです。平成 29 年度は京都市
内の 10 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。

■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。

実施科目（2017 年度）

清水寺と
立命館大学

清水寺と
立命館大学

概要

概要

外国人観光客のための清水寺参詣曼荼羅
（現代版）をつくる

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：宗本晋作、青柳憲昌］

［担当教員：大窪健之］

二条城と
同志社大学

仁和寺と
立命館大学

概要

概要

京都の世界遺産 仁和寺

O2O マーケティングによる地域活性化

［担当教員：桜井政成］

［担当教員：多田実］

上賀茂神社と
京都産業大学

比叡山延暦寺と
京都文教大学

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：若松正志］

醍醐寺と
京都橘大学

醍醐寺と
龍谷大学

概要
概要

醍醐寺の資産を観察・調査し、パブリッ
クな取り組みへの提案を模索する

世界遺産と学ぶ課題発見・解決過程

［担当教員：登谷伸宏］

［担当教員：笠井賢紀］
※敬称略
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第 3 回 新春こどもお茶会 〜百人一首であそぼ〜
体験学習

■日時／平成 30 年 1 月 5 日（金）［午前の部］10:00 〜 12:00 ［午後の部］14:00 〜 16:00
■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

「第 3 回 新春こどもお茶会 〜百人一首であそぼ〜」を開

お茶席では、坪庭を眺められるお部屋に移動して心を静め、

催し京都市内外の小学校 3 年生から 6 年生、42 名が参加しま

一連の作法の説明を受けた後、早速、学んだ作法を実践しな

した。町家の当主である古武博司氏から、豊臣秀吉の都市計

がらお菓子、お茶を頂きました。

画における洛中洛外の説明や京町家の特徴や歴史について、

こども達が京都の文化や歴史に触れることを楽しんでいる

洛中洛外図やお手製の町家模型を用いてこども達に分かりや

姿、時間の経過とともに増す眼の輝きが印象的でした。

すくお話をしていただきました。
百人一首では、
「NPO法人京都観光文化を考える会・都草」
の方を講師に、百人一首の概要や歴史、和歌の成り立ちにつ
いて学び、その後に小中学生向けに考案された「五色百人一
首」を用いて、実際に歌かるたを体験しながら日本の伝統的
な文化を楽しみました。

文化遺産の保存と継承
第 7 回 世界遺産「古都京都の文化財」ネットワーク会議
■日時／平成 30 年 3 月 13 日（火）13:30 〜 17:00
■場所／立命館大学朱雀キャンパス 701 会議室、601 東会議室
■内容／
［第 1 部］

［第 2 部］

2.『世界遺産「古都京都の文化財」の包括的保存管理計画』について
中川慶太氏（京都市 文化市民局文化芸術都市推進室 文化財保護課 課長）

1. 京都世界遺産 PBL 科目の平成 29 年度事例紹介
京都世界遺産 PBL 科目 2017 年度活動報告（清水寺×立命館大学）
特殊講義「外国人観光客のための清水寺参詣曼荼羅（現代版）をつくる」
理工学部教授 宗本晋作 先生ゼミ 学生 2 名

3. 意見交換

2. 懇親会

1.『文化遺産における地震災害』について
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 立命館大学教授）

世界遺産「古都京都の文化財」に登録される 17 社寺城の各所有者が集い、世界遺産をは
じめとする歴史的な建造物を持つ社寺を取り巻く共通の課題（景観、防災、保存・公開など）
について情報交換と課題解決を検討する会議を団体発足当初から毎年開催しています。
第 7 回ネットワーク会議では、世界遺産に登録されている社寺城に加えて世界遺産以外
の寺社にもご参加いただき、
「文化遺産における地震災害」、
『世界遺産「古都京都の文化財」
の包括的保存管理計画』について、現状の把握、今後へ向けた議論をおこないました。その
後、
「 京都世界遺産PBL科目」の活動紹介、懇親会を通じて、それぞれの現状や展望について
様々な意見交換が行われました。
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明日の京都講座 平等院
■日時／平成 30 年 1 月 19 日（金）14:00 〜 17:00
■場所／平等院 浄土院本堂、養林庵書院（特別拝観）
■内容／
［第 1 部］講演：演題「宇治、お茶の郷、平等院もう一つの顔」、神居文彰氏
［第 2 部］鼎談：テーマ「文化と環境」
神居文彰氏（平等院住職）、山本正氏（宇治市長）、松浦晃一郎氏（前ユネスコ事務局長）
［第 3 部］特別拝観：重要文化財「養林庵書院」

松浦晃一郎氏

神居文彰氏

山本正氏

第一部では「宇治、お茶の郷、平等院もう一つの顔」を演題に、平等院住職の神居文彰氏よ
り特別講演を頂きました。その後「文化と環境」をテーマに、神居文彰氏（平等院住職）、山本
正氏（宇治市長）、松浦晃一郎氏（前ユネスコ事務局長）による鼎談をおこない、文化財を取り
巻く環境や景観等の現状、課題について討議しました。鼎談では参加者から質問を募り、それ
についても討議するなど会場が一体となって文化財やその未来について話し合いました。
講演後は 3 グループに別れ、平等院内にある養林庵書院の特別拝観を行い、ご住職による丁
寧で分かりやすい説明に参加者が熱心に耳を傾けました。

「文化審議会文化財分科会企画調査会 中間まとめ」に対する
意見提出（パブリックコメント）
文化審議会文化財分科会企画調査会におかれては、文部科学大臣からの諮問を踏まえ、文化財保護法改正を視野に、
これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の在り方について検討され、
「中間まとめ」を取りまとめられた。
明日の京都 文化遺産プラットフォームでは、このたびの「中間まとめ」の公開を受け、研究会を立ち上げ内容を
検討し、その結果を「京都からの声」として意見書にまとめ提出しました。

京都・文化遺産アーカイブプロジェクト
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

〈京都・文化遺産アーカイブプロジェクト〉

高精細映像の完成作品

●東寺（教王護国寺）
…初夏（蓮池）、秋（紅葉、イチョウ）、冬（雪の朝）

●「未来への歩み 京商家杉本家の慣らいと暮らし」（Blu-ray 版 49 分）

●冷泉家時雨亭文庫
…乞巧奠、秋山会、住宅外観・台所、歌会始

●短編「東寺の四季」（6 分）

●「未来への歩み 京商家杉本家の慣らいと暮らし」（ダイジェスト版 12 分）
●短編「醍醐の桜」（5 分）

●禅林寺永観堂
…紅葉（朝・ライトアップ）
●きものの美／伝統工芸の匠の技
…舞妓の踊り

映像アーカイブ今後の収録予定

東寺雪の朝収録

●茶道裏千家
●きものの美／伝統工芸の匠の技

上映公開事業
●「未来への歩み」杉本家住宅「屏風飾り展」での上映
●「未来への歩み」明日の京都シンポジウムでの上映
永観堂夜間収録

伝統工芸舞妓舞の収録

［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

4

京都の「伝統文化」の保存と活用
無形文化遺産シンポジウム「日本人の棲まい方」
■日時／平成 30 年 3 月 11 日（日）13:30 〜 16:40

〜伝統構法と匠の技〜

京の町家の減少が続いている。日本の原風景であった伝統的な建築や町

■場所／立命館大学朱雀キャンパスホール

並み。それは、高温多湿の日本の風土の中で、木や土など自然素材の性質

■参加定員／ 450 名

を見抜いた職人たちの伝統的な匠の技が築き上げてきたものである。しか

■参加／約 450 名（申込約 600 名）

■内容／筑前琵琶：平家物語より「都落ち」田中旭泉氏、酒井旭粋氏
■講演／「林に棲む〜鴨長明と尾崎放哉〜」山折哲雄氏（宗教学者）
■基調講演／藤森照信氏（建築史家、建築家、東京大学名誉教授）
■パネルトーク／藤森照信氏（建築史家、建築家、東京大学名誉教授）、
〈パネリスト〉 木村忠紀氏（京都府建築工業協同組合理事長）
、
山本勝己氏（京都府左官業組合連合会相談役）
■コーディネーター／土岐憲三氏（立命館大学教授）
■閉会挨拶／吉田孝次郎氏（明日の京都 理事）
■司会／猪崎由華氏（NHK 京都放送局キャスター）

し、今や日本のどの地域も、どの町も、どの村も、同じような無個性な合
成建材の家並にとって変わられている。ゆく川の流れは絶えずして、しか
ももとの水にあらず…で知られる『方丈記』。平安末期の動乱の時代、作者
の鴨長明は、一生のうちに栄華を極めた大邸宅から、遂には、方丈（３ｍ四
方・４畳半）という究極の住居にたどり着いた。
『無形文化遺産シンポジウム「日本人に棲まい方」〜伝統構法と匠の技
〜』では、
「方丈記」から出発し、日本人の棲まい方の思想と独自の生活文
化（茶・花・香など）から、世界に例のない日本建築の今後の在り方につい
て考察を深めました。

田中旭泉氏

酒井旭粋氏

山折哲雄氏

木村忠紀氏

山本勝己氏

土岐憲三氏

あ

藤森照信氏

す

ブルーレイ「未来への歩み」完成披露シンポジウム
〜京商家

杉本家の慣らいと暮らし〜

■日時／平成 30 年 2 月 20 日（火）13:30 〜 16:10
■場所／立命館大学朱雀キャンパスホール
■参加定員／ 450 名
■参加者／約 450 名（申込約 480 名）
■開会挨拶／村井康彦氏（明日の京都 副会長）

村井康彦氏

通崎睦美氏

杉本歌子氏

杉本千代子氏

杉本節子氏

山本壮太氏

■試写と解説／ブルーレイ「未来への歩み」ダイジェスト版上映：杉本歌子氏（ブルーレイ「未来への歩み」行事・しつらい監修）
■講演／「秀とお通」通崎睦美氏（木琴奏者）
■座談会／「杉本家が未来に伝えるもの」
杉本千代子氏（（公財）奈良屋記念杉本家保存会代表理事）、杉本節子氏（（公財）奈良屋記念杉本家保存会事務局長 杉本家 10 代目）、
〈聞き手〉山本壮太氏（古典の日推進委員会 ゼネラルプロデューサー）
■司会／高井美紀氏（MBS アナウンサー）

京都市の中心部に残る京商家、杉本家住宅。270 年の歴史の中で培われてきた暮らしが今に伝
えられています。日々の食事や晴れの日の献立、節句の人形のお飾り付けや祇園祭といった年中
行事、婚礼衣装や先祖の書き残した文書の記録は、四季の移ろいとともに色褪せることなく今に
受け継がれ、長い歴史と伝統に根ざした生活文化の重要性が今、見直されつつあります。そして
この度、日本を代表する生活文化とも言える京商家杉本家の慣いと暮らしが美しい映像記録に残
されました。
シンポジウムでは、壊される寸前までいった家の保存に立ち上がった 9 代目の決断、保存会設
立に至るまでの道のり、文化財を守る厳しい現実、多くの方々にご支援いただきながら公開文化財としての杉本家住宅が、これから担う役
割は何か。杉本家が伝える未来へのメッセージを臨場感あふれる映像とともに来場者の心に訴えかけました。
5

TOMOR ROW ’S K YOTO

Cult ural Herit age Plat form

「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、人為災害から守るための施策を具体
化していくことを目的に平成 29 年度から本格的な研究、検討を進めています。直下型地震
などの大地震による脅威の一つとして、同時多発の大規模火災が考えられます。細街路が街
中の各所に存在し、木造建築も多く残るまち京都、日本文化の中心と言える京のまちを災害
から守り抜く。そのための具体な対策として、水道断水時にも利用可能な自然水を身近な水
として街中に通水する事業について議論を重ねています。

新たな文化遺産の創造
平安京 羅城門復元模型移設プロジェクト
平安京羅城門模型移設プロジェクト実行委員会
■開催日／平成 28 年 7 月 4 日（月）

平安京羅城門模型移設プロジェクト記者発表
■開催日／平成 28 年 7 月 4 日（月）

平安京羅城門模型設置記念式典
■開催日／平成 28 年 11 月 21 日（月）

平安京の羅城門は、二重閣で幅約三十五メートル、奥行き約十
メートル、高さ約二十四メートルの威容を誇る、平安京の表玄関と
して建立されました。しかし、弘仁七（八十六）年に台風で倒壊、そ
の後、再建されるも、天元三（九八〇）年七月に暴風雨によって二度
目の倒壊。以後、再建されることはありませんでした。
本模型は、平成六（一九九四）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して製作された縮
尺十分の一サイズのもので、平成二十八年に幣団体が「歴史都市」
「国際観光都市」京都の玄関口に相応しいモニュメントとして設置しまし
た。京都に訪れた方が最初に「平安京の入口である羅城門」を目にすることで、社寺や伝統文化の背景にある歴史観、文化の流れを時間軸で
感じて欲しいという想いが込められています。
いにしえの羅城門に思いを馳せると共に、百年先を見据えた未来に繋がる新しい文化遺産の創造という理念の下、幣団体では平安京羅城
門の実物大の復元というプロジェクトを構想しています。

修復工事について

■ご支援について
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

平 成 30 年 3 月 に 羅 城 門 復

ご支援を頂きました。ご支援者のご芳名は、模型横に設置してい

元模型の一部修復工事をお

るデジタルサイネージ、弊団体ＨＰに掲載させて頂いております。

こないました。新たな文化遺
産を創造し、後世に継承して

明日の京都 文化遺産プラットフォーム HP

いくためにより耐久性に優

http://tomorrows-kyoto.jp/

れ、美しく、伝統と趣きある

明日の京都 文化

風貌に一新されました。
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