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令和3年度
（2021年度）明日の京都 文化遺産プラットフォーム 役員一覧
役職

氏 名（敬称略）

所 属・役 職 等

京都府神社庁長
石清水八幡宮宮司

立命館大学特別研究フェロー

塚本

能交

京都商工会議所会頭

貴実子

公益財団法人冷泉家時雨亭文庫
常務理事

仲谷

善雄

学校法人立命館総長

高見

茂

京都光華女子大学学長

西脇

隆俊

京都府知事

赤松

玉女

京都市立芸術大学理事長・学長

松村

淳子

宇治市長

有馬

賴底

一般財団法人京都仏教会理事長
臨済宗相国寺派管長

湊

長博

京都大学総長

池坊

専好

華道家元池坊次期家元

宮城

泰年

一般財団法人京都仏教会常務理事
聖護院門跡門主

井上

八千代

京舞井上流五世家元

村田

純一

公益財団法人京都文化交流
コンベンションビューロー理事長

朧谷

寿

同志社女子大学名誉教授

村田

大介

一般社団法人京都経済同友会
代表幹事

門川

大作

京都市長

山内

康敬

株式会社京都新聞社代表取締役社長

金田

章裕

京都府立京都学・歴彩館館長

吉田

孝次郎

公益財団法人祗園祭山鉾連合会顧問

黒坂

光

公益財団法人大学コンソーシアム京都
理事長

若林

卯兵衛

株式会社若林佛具製作所
取締役相談役

佐藤

禎一

元ユネスコ日本政府代表部
特命全権大使

岡田

博邦

一般社団法人京都銀行協会
元専務理事

千

宗室

茶道裏千家家元

坂口

博翁

一般財団法人京都仏教会常務理事
別格本山覚勝院名誉住職

田中

誠二

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

晃一郎

第 8 代ユネスコ事務局長

副会長

土岐

憲三

冷泉

事

所 属・役 職 等

恆清

松浦

理

氏 名（敬称略）

田中

長

会

役職
理

監

事

事

令和 3 年 6 月 11 日現在
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第11回
フォーラム

「感染症を乗り越える 〜道の文化と京の歴史〜」

■日
時： 令和 3 年（2021 年）11 月 8 日（月）14 時 00 分〜 16 時 50 分
■会
場： 立命館大学朱雀キャンパスホール
■定
員： 200 名程度（申込：302 名）
、オンライン配信（申込：142 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：「和歌に詠まれた四季」冷泉 貴実子 氏（公益財団法人冷泉家時雨亭文庫常務理事）
■狂
言：「梟（ふくろう）
」五笑会
■パネルディスカッション：
「感染症を乗り越える 〜道の文化と京の歴史〜」
千 宗左 氏（表千家十五代家元）
池坊 雅史 氏（華道家元池坊事務総長）
蜂谷 宗苾 氏（志野流香道二十一代家元後嗣）
[ 進行 ] 秋尾 沙戸子 氏（ノンフィクション作家）
■閉会挨拶：高見 茂 氏（明日の京都 文化遺産プラットフォーム副会長・京都光華女子大学学長）

松浦 晃一郎 氏

冷泉 貴実子 氏

千 宗左 氏

池坊 雅史 氏

先人たちは目に見えない幾度の脅威を乗り越

蜂谷 宗苾 氏

秋尾 沙戸子 氏

高見 茂 氏

次に、五笑会による狂言「梟」が披露されました。梟の鳴き

え、現代の営みと文化を形成・継承してきまし

声が印象的な作品で、多くの笑いを誘いました。

日に脈々と受け継がれる伝統文化。そこに宿る

テーマにパネルディスカッションが行われました。登壇者

える本質的強さがあるのではないだろうか。未曾有の災禍に

コロナ禍での対応や次世代へ道の文化をどのように伝えて

趣 旨

た。時の流れや自然の営みに逆らうことなく、今

精神性と型にこそ、感染症とそれらがもたらす脅威を乗り越
ある今こそ、
伝統文化の普遍的価値と精神性を見つめ直す機会
とするために本フォーラムを開催しました。

続いて、
「感染症を乗り越える 〜道の文化と京の歴史〜」を

からそれぞれの歴史や精神性についてお話があり、
その後は、
いくかを話題に意見が交わされました。

表千家十五代家元の千氏は、相手を敬い、思いやる心の大

切さにふれながら、人と人とが同じ時間と場所を共有する

「一期一会」の尊さについてお話をされ、亭主と主客が心を結

ぶお茶の楽しみを人々へ伝えていきたいと述べられました。
華道家元池坊事務総長の池坊氏は、第2次世界大戦の終戦

からわずか2か月後には池坊華道展が大々的に開催されたこ

とを紹介し、厳しい環境でも学び続けることが道の本質の一
つであると来場者に訴えかけました。

志野流香道二十一代家元後嗣の蜂谷氏からは、所作に心を

込め、自分自身と向き合い人間性を高めることを目指してい
当日の
内容

当会会長・松浦晃一郎の開会挨拶で幕をあけ、

「和歌に詠まれた四季」と題して、公益財団法人

冷泉家時雨亭文庫常務理事の冷泉貴実子氏が講

るというお話があり、コロナ禍で稽古ができない時期もあっ

たが立ち止まって考え、自分と向き合う時間になったと振り
返られました。

最後に、当会副会長・高見茂が、型を学び、そこに宿る精神

演しました。講演では、先人たちが日々変化する月の形で暦

を学ぶことの意義にふれたうえで、先行きの見通しがつかな

ら、和歌の解説をしていただきました。

その寄りどころになるものであると述べ、フォーラムを締め

を認識し、春・夏・秋・冬と季節を捉えてきたことにふれなが
冷泉氏は、お互いに同じものを同じように感じる美感覚は

古来より日本で育まれてきたもので、誰もが共有できる世界

い今、人々は継続・安定・安心を求めたくなるが、道の文化は
くくりました。

が「型」。紅葉を踏み分けて鳴く鹿と聞けば秋を感じ、梅に鶯
と聞けば春を感じる。皆が同じ秋、同じ春を感じる季節感覚
が日本の「型」、和の美

である。これを伝えて
きたのが和歌の世界で
あり、茶道、華道、香道
もこうした「型」を踏ま

えているとお話をされ
ました。
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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
災害から守るためにできること

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（2017年）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には同時多発火災が発生すると想定されます。
その被害を減らすため市民や行政による「備え」を検討し、提案して
います。

「防火用水放水試験の様子」 提供：真宗大谷派（東本願寺）

長期計画

短期計画

京都盆地復水計画

天水バケツプロジェクト

雨水を防災・生活・景観に活かすプロジェクトの推進と普

火災の脅威に対する備えとして、自然流下水を街中に通

水する「京都盆地復水計画」を提案しています。自然流下水

及に取り組んでいます。このプロジェクトは、誰でも気軽に

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

めた雨水をいざという時の初期消火のほか、お花の水やりや

はじめることのできる雨水活用型の火災対策で、バケツに貯

を防火用水・災害用緊急用水として活用するだけでなく、水

掃除など日常の生活にも活用することができます。この仕組

ど、多様な場面での活用が期待されます。

みが評価され、
「令和3年度 京都環境賞特別賞（地球温暖化対

令和3年度（2021年度）は、行政との課題共有を図るため

策賞）」を受賞しました。

の京都市との勉強会の開催や、消防用水利としての役割が
期待できる龍安寺鏡容池の水量調査を実施しました。

常時水位
（想定）

最低水面高 (1/31 計測 )
TP＝86.543(m)
生態系保存 (Dead Water)

京都市立洛央小学校6年生（91名）を対象に訪問授業を実施

「天水バケツプロジェクト」リーフレット
配布中

龍安寺鏡容池現況モデル

メディア掲載

・2021年11月17日
・2021年12月 8日
・2021年12月29日
・2022年 1月15日
・2022年 1月17日
・2022年 3月発行

受賞関係

・2022年 1月17日
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THE KYOTO『まちを火の海から守れ 雨は天の恵み「天水バケツ始動」』
KBS京都「newsフェイス」洛央小学校訪問授業の様子
京都新聞 朝刊『「天水バケツプロジェクト」雨水を利用 京都市内で進む』
市民新聞（下京区版）Discover下京⑪
「防災特番」KBS京都、和歌山放送、ラジオ大阪、ラジオ関西の4局同時放送
「あなたのそばにいつもラジオを」
「さらピン！キョウト」
広報誌「京のみどり No.102」公益財団法人京都市都市緑化協会
令和3年度（第19回）京都環境賞特別賞（地球温暖化対策賞）受賞

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

「京都に日本があってよかった」

■日
■会
■定
■開 会 挨
■基 調 講

時 ：令和 4 年（2022 年）3 月 5 日（土）14 時 00 分〜 16 時 50 分
場 ：立命館大学朱雀キャンパスホール
員 ：200 名程度（申込：225 名）
、オンライン配信（申込：676 名）
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）
演：
「京都に日本はあるのだろうか？」
佐伯 啓思 氏（京都大学こころの未来研究センター特任教授）
踊：
■舞
「うずめ」
藤間 勘須和 氏、新内 志賀 氏（地方）
、滝本 ひろ子 氏（囃子）
■パネルトーク ：
「文化観光都市としての京都」
舟本 浩 氏（国土交通省観光庁総務課長）
坂口 博翁 師（別格本山覚勝院名誉住職）

松浦 晃一郎 氏

佐伯 啓思 氏

藤間 勘須和 氏

舟本 浩 氏

坂口 博翁 師

鈴鹿 可奈子 氏

村上 祐子 氏

山本 壯太 氏

鈴鹿 可奈子 氏（株式会社聖護院八ッ橋総本店専務取締役）

[ コーディネーター ] 村上 祐子 氏（元 KBS 京都アナウンサー）
■閉 会 挨 拶 ：山本 壯太 氏（古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサー）

京都は1200年を超える日本文化の集積地で

趣 旨

あり、
「日本の文化首都」だと言えます。美しい歴

史的町並み、そこに暮らす人々の精神・文化的営

みは、国内外を問わず多くの人々の心を魅了してやみませ

ん。しかし、近年では、観光客の急増による京都の町並み保
全や市民生活への影響が顕在化し、さらには、コロナ禍に
よってドラスティックな危機に直面した観光産業。日本に

とって世界にとって、京都はその存在価値をどのように示
していくべきだろうか。世界的な観光都市・京都を展望する
機会としてシンポジウムを開催しました。

京都に行けばまだ日本があると思い京都がブームになり、今

またグローバリズムの中で経済成長が停滞し競争が激しくな

る中で、もっとはんなりとやっていく精神を求めて京都が
ブームになっている。
「京都には文化があり、京都しか日本を
支えるところはないでしょう」
と来場者に語りかけました。

藤間勘須和氏による創作舞踊「うずめ」が披露された後、元

KBS京都アナウンサーの村上祐子氏の進行で「文化観光都市
としての京都」
をテーマにパネルトークが行われました。

株式会社聖護院八ッ橋総本店専務取締役の鈴鹿可奈子氏か

当日の
内容

当会会長の松浦晃一郎の挨拶の後、
「京都に日本

はあるのだろうか？」と題して京都大学こころの
未来研究センター特任教授の佐伯啓思氏にお話を

らは、
文化が生活の中に根付いているのが京都。
京都に訪れた

方を温かく迎え、観光と市民生活との調和を実現するための
工夫を考えていきたいと話されました。

別格本山覚勝院名誉住職の坂口博翁師は、五感に残るよう

いただきました。

な観光のあり方や、これまでの視点とは違った交流を生み出

て多くの観光客が京都に訪れま

の観光について提言されました。

コロナ禍以前にはインバウンド施策により商業的観光とし

した。一方で「観光公害」という

すことの必要性に言及されたほか、交通機関の整備を含む次
国土交通省観光庁総務課長の舟本浩氏は、急激な観光客の

言葉に象徴されるように観光客

増加や観光消費の増減について説明され、観光は市民生活と

ことにふれ、今後はそこに住ん

ものにするための手段であると述べられました。

の増加はあまりにも急激だった
でいる人の息吹が感じられるよ

背反するものではなく、
文化財や伝統工芸を守り、
より豊かな

最後に、古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサーの山

うな体験的観光と商業的観光の

本壯太氏が、市民生活と観光とのバランスの大切さをあらた

大切だと述べられました。高度

で起きている戦争の終結を願い、シンポジウムを締めくくり

二つを組み合わせていくことが
成長期以降、
その成長に疲れて

めて訴えかけ、
観光こそが最大の平和外交であるとして、
世界
ました。
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文化遺産の保存と継承

「古都京都の文化財」ネットワーク会議
第10回 世界遺産
■日
■場
■内

■司

時：令和4年
（2022年）2月6日
（日）
13時00分〜15時00分
所：立命館大学朱雀キャンパス601会議・オンライン
容：テーマ「COVID-19による文化遺産への影響と回復への道」
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）
基調講演 「イコモス調査からみた新型コロナ禍と文化遺産」 岡橋 純子 氏
（聖心女子大学現代教養学部准教授）
話題提供 「新型コロナ禍と京都の社寺城の維持・管理」 増井 正哉 氏
（京都大学・奈良女子大学名誉教授）
意見交換
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）

世

会：中嶋 茂博 氏
（京都府神社庁参事）

界遺産「古都京都の文化財」をはじめとする社寺城が一堂に集い、
それぞれが抱える共通の課題について情報共有や課題解決を検

討する場として団体発足当初より開催しています。

基調講演では、
聖心女子大学現代教養学部准教授の岡橋純子氏よりイコ

モス（国際記念物遺跡会議）が行った国際調査を踏まえ、
「イコモス調査

からみた新型コロナ禍と文化遺産」
と題して、
世界の状況や動向について
お話いただきました。
また、
京都の社寺城を中心に、
新型コロナウイルスが

社寺城の参拝や行事、
地域との関係などにどのような影響を及ぼしたのか

アンケートを行い、その結果を京都大学・奈良女子大学名誉教授の増井
正哉氏が報告いたしました。

参加者からは、工事やインフラの整備を前倒しで行うなど、参拝者の

減少を逆手に取った対策の事例や、コロナ禍を機にデジタル化が進んだ
一方で直面する課題も多くあるなどの意見が出されました。

京都・文化遺産アーカイブプロジェクト
収録計画の最終作品「茶道裏千家」が令和3年（2021年）6月に完成。
◆ 制作した映像作品

①茶道裏千家
②茶道裏千家ダイジェスト版
③点前（濃茶手前と薄茶点前）
④年中行事
⑤第13回東アジア茶文化シンポジウム
文化と平和を考えるパネル討論会
⑥裏千家今日庵

高精細４K：これまでの収録実績・映像作品
・元離宮二条城 ・醍醐寺（真言宗醍醐寺派総本山醍醐寺） ・高山寺 ・教王護国寺（東寺） ・龍安寺（臨済宗妙心寺派大雲山龍安寺）
・天龍寺
（臨済宗天龍寺派大本山天龍寺） ・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

龍安寺
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教王護国寺（東寺）

上賀茂神社（賀茂別雷神社）

「文化遺産」
に関する教育・研究と人材育成

京都世界遺産PBL科目

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3年度（2021年度）
は10大学から約95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。

● 講座コンセプト

●

課題解決に向けた方向性を模索し、京都の魅力を発見

●フィールドコンセプト

●

歴史都市・大学都市 京都で学ぶ

●人材育成コンセプト

●

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

上賀茂神社の魅力を
学生の視点で発信する
概 要

開講大学 ： 京都産業大学
担当教員 ： 吉野 秋二
受 入 先 ： 上賀茂神社

価値主導型に基づく
文化遺産マーケティング
概 要

開講大学 ： 同志社大学
担当教員 ： 多田 実
受 入 先 ： 元離宮二条城

●

●

他大学学生と連携した学び

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
●

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

清水寺の△△の○○（良い点）を磨け！
もしくは□□（困っている点）を救え!
概 要

開講大学 ： 立命館大学
担当教員 ： 宗本 晋作、青柳 憲昌
受 入 先 ： 清水寺

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〜
概 要

仁和寺の伝統と魅力

開講大学 ： 立命館大学
担当教員 ： 大窪 健之
受 入 先 ： 清水寺

概 要

開講大学 ： 京都光華女子大学
担当教員 ： 朝比奈 英夫
受 入 先 ： 仁和寺

受講生・関係者の声や
実施科目の詳細はこちら
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/

＊敬称略

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、次世代を

参加者の声

担う学生に当団体の趣旨を伝え、古都

コロナ禍で文化財の意義が見直されているとい
う時期にインターンシップに参加させていただ
けたので、
これから文化財を守っていく身にとっ
て大変勉強になりました。
名刺交換などビジネス
マナーも学ぶことができたのでとても有意義な
期間を過ごすことができました。

京都の文化遺産を取り巻く現状や諸問題に対

する当事者意識を涵養することを目的として
います。

令和3年度（2021年度）は、夏期に2名、春期に

1名、年間計3名の学生を受け入れました。

奈良大学文学部1回生
（参加当時）

相原有希さん

オンライン 子ども百人一首
■開 催 日 ：第1回 令和4年
（2022年）1月 8日（土） ■共
第2回 令和4年（2022年）3月27日
（日）
■推 奨 学 年 ：小学校3〜6年生
■申 込 者 数 ：第1回29名 第2回44名

コ

■協

催 ：NPO法人 京都観光文化を
考える会・都草
力 ：株式会社響映

ロナ禍における新たな取り組みとして、オンラインによる「子ども百
人一首」を開催しました。はじめに、百人一首や和歌の歴史、かるた取

りの遊び方について学んだ後、かるた取りをクイズ形式で体験しました。

【第1回・第2回アンケート結果】

新型コロナウイルスの影響で対面の交流が難しい中、オンラインを通じて
子どもたちが交流し、伝統文化に触れる機会となりました。

参加者の声
・オンラインで、
みんなで百人一首ができるなんて思ってもみませんでした。
・言葉の美しさや、
音の響き、
昔を想像することなど、
いろいろな目線で考えるきっかけになった。
・コロナ禍で大会等が減るなど、
かるたをする機会が減ったので、
今後も続けてほしい。
・一首でも覚えられてよかったです。
クイズも楽しかったです。

満足度
ふつう

日本の伝統文化や古典に
親しみを持つことができたか

6.9％
満足

34.5％

大変満足

58.6％

親しみを
もてた

とても
親しみを
もてた

51.7％ 48.3％

TOMORROW’S KYOTO
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新たな文化遺産の創造

羅城門の再建に向けて

明

大林組「季刊大林」

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、令和2年（2020年）10月20日に羅城門再建

の呼びかけ、
その基本構想を発表する記者会見を行いました。
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。

それからおよそ半年後、
「よみがえる羅城門準備委員会（外

部団体）」から呼びかけへの賛同ならびに事業実行に向けた

計画提案があり、
支援協力のための協定を令和3年
（2021年）
6
月に締結しました。
「明日の京都」では団体内に「羅城門再建
支援委員会」を設置し、同協定に基づいて事業実行団体を支

TOPICS

て

「工匠〜その技が歴史をつくる〜」
冊子配付中
「伝統建築工匠の技」は先人たちの修練と英知の結集で

あり、何よりもその建築物には日本人のこころが投影さ
れています。令和2年（2020年）12月、文化財修理技術
保存連盟を構成する7団体が「伝統建築工匠の技」とし
てユネスコ世界無形文化遺産に登録されました。

援しています。

〈平安京 羅城門十分の一模型の展示〉

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。当団体は、この模型
を京都駅前北口広場に移設し、
展示しています。

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

メディア掲載

・令和3年（2021年）12月8日放送
BS朝日『京都ぶらり歴史探訪 世界遺産・東寺スペシャル』
・令和4年（2022年）1月3日放送
日本テレビ『1億人の大質問⁉笑ってコラえて！』
（出演者背景）
・令和4年（2022年）3月3日放送
NHK WORLD-JAPAN『Core Kyoto』
NHK WORLD-JAPAN『Core Kyoto』
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特集

日本の文化は自然の恵みから

日本の文化とともに育まれ、
受け継がれてきた伝統材料やものづくりの技術。
そこには、
先人たちの知恵、
柔軟性、
環境に対する優しさ、
そして何よりも美しさがあります。
当団体では、
需要の減少や材料の確保、
後継者問題などにより危ぶまれる伝統技術の振興に取り組んでいきます。
予告：伝統材料やものづくりの技術は、令和4年度（2022年度）の第12回フォーラムのテーマです。

INTERVIEW

100 年 200 年先へ残るものづくりのために
佐藤 貴彦さん

老舗漆屋 佐藤喜代松商店 代表取締役

1921年創業の漆メーカー佐藤喜代松商店。初代の喜代松氏は曽祖父に

あたり、
漆器、
家具調度品、
建築、
仏壇仏具などの幅広い業界に漆を供給し

続けてきた。
京都では繊維業界向けの漆も多い。
型友禅に使用される染型
紙では、
柄を彫った渋地紙に紗張りをする際に漆で絹紗を接着する。
西陣

織や刺繍、
駒縫い等に使われる金銀糸づくりにも漆が用いられ、
金箔を箔

押しする際にも漆が使われる。引箔業界向けの漆は色のバラエティや美

しい艶が求められ、
糸屋さんの求めに応じた色のレシピは何千にも上る。
佐藤喜代松商店がつくる色漆の特徴は多種の顔料と漆を調合すること
で、
鮮やかな色合いを発色させられることだ。

原料と担い手の継続が切実な課題
漆需要はここ数十年でも減少の
一途を辿り、国内産地は次々と廃
れていった。ビジネスの根幹であ
る原料入手の方法は様変わりした。
「私が子供の頃まではうちの求め
る漆をよく理解した仲買人が全国
原料生漆
あちこちを周り、発色が良く、ニー
ズにあった漆を仕入れてくれました」と佐藤さん。仲買人は現
地の漆掻き職人と漆問屋の間の優れた調整役であり、品質に
応じた柔軟な価格交渉や漆掻き職人の手元に在庫を残さない
工夫も担っていた。現在は漆産地に組合が作られ、一定価格で
取引されるスタイルに変わっている。
「輸入している原料はおもに中国から仕入れています。中国
では政府が管理して販売する方式から、
自由貿易に変わりまし
た。現地を訪問し、よい関係を築いている仕入先があるので、
品質の良い原料生漆(きうるし)を輸入できています。ただ
年々価格が大きく値上がりしており、
先が思いやられます」
と語る。
原料生漆の入手のほかにも、
糸作りの
担い手事業者(箔押し、スリット加工業
者etc...)が事業を継続できるかどうかも
心配である。
「京都の西陣織や友禅染は、
材料や生産工程のどこかが抜ければ作
れなくなります。大事なことは常に仕
事を作り、
流通を絶やさないことです」
精製が完了した透漆 佐藤さんの言葉にも力が入った。

明日にむけた歩み
佐藤さんはNPO法人丹波漆のメンバーでもある。京丹波も
かつては漆の主要産地の一つであった。
そこで漆産地として

佐藤喜代松商店本社４階にある漆精製工場
親子三代（右：佐藤貴彦さん）

の復活を目指して漆の植樹と生育、職人育成の活動を十年余
り精力的に続けている。成木になるまで10年〜15年を要する
漆の木、佐藤さんが活動をはじめてからようやく漆の樹液を
取れるところまで来ている。国産の漆生産量を増やし、国産漆
を産業として自立させることが理想だと話す。
また、地方独立行政法人京都市産業技術研究所とともに、漆
の分析や研究開発にも長年取り組んでおり、低温低湿度でも
硬化しやすく、耐候性に優れた「MR漆」や「かぶれにくい漆」
も開発した。2018年には、さらに精製方法を進化させた「黎
明」の特許を取得し、漆利用を新しい分野に拡大させている。
京都市役所本庁の漆塗
り蒔絵エレベーター扉
や、ホテルや企業のエ
ントランスの漆装飾も
多数実現。
「 昔から、漆
は大切なお客様を迎え
る場所に使われてきた。 京都市役所本庁舎１階のエレベーター扉『千年の光』
仕上げ工程で京都府産丹波漆を使用
空間を上質なものに引
き上げる役割をするのです」
と佐藤さんは語る。
佐藤喜代松商店は海外展開にも前向きだ。佐藤さんがスペ
イン語、ほかにも中国語、フランス語に対応できる社員もいる。
「漆を活用したい人は世界中にいますが、何処に相談すれば良
いかわからなかったと言われます。私たちは漆の性質を客観
的な科学的データを用いて正確に伝え、漆や漆工芸技術の活
用によりブランドや企業
価値を上げる使い方を提
案しています。100年200
年・・・と残るものづくりが
したいです」佐藤さんは漆
の明日のために今日も
走っている。
ネプロス 漆ラチェットハンドル
写真提供：佐藤喜代松商店

Photo: Ikuo YAMASHITA
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令和3年度（2021年度）主な活動一覧
令和3年（2021年）
5 月 31 日

明日の京都講座書籍
「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〜」刊行

6 月 10 日 「よみがえる羅城門」基本構想推進支援協力協定 締結
6 月 11 日

令和3年度（2021年度）NPO法人社員総会 開催

6 月 11 日

令和3年度（2021年度）理事会 開催

6 月 30 日

高精細４K作品「茶道裏千家」完成・納品

9 月 22 日

第6期インターンシップ活動報告（企画調整委員会にて）

10 月 6 日

堀川みどりのまちづくり会ワークショップ 実施

11 月 8 日

第11回フォーラム「感染症を乗り越える 〜道の文化と京の歴史〜」開催

11 月 15 日 「京都盆地復水計画」京都市勉強会
12 月 8 日

京都市立洛央小学校訪問授業 実施

12 月 12 日

京都世界遺産PBL科目成果報告会

令和4年（2022年）
1月 8日

第1回オンライン子ども百人一首開催

1 月 31 日

龍安寺鏡容池３D計測 実施

2月 6日

第10回世界遺産「古都京都の文化財」ネットーワーク会議

2月 9日

令和3年度京都市環境賞特別賞（地球温暖化対策賞)授賞式

3月 5日

無形文化遺産シンポジウム「京都に日本があってよかった」開催

3 月 23 日

第7期インターンシップ活動報告（企画調整委員会にて）

3 月 27 日

第2回オンライン子ども百人一首開催

大好評の
「明日の京都講座」を
書籍化しました！
！

購入をご希望の場合は、明日の京都 文化遺産プラットフォーム事務局までご連絡ください。

TEL：075-813-8166
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令和3年度
（2021年度）明日の京都 文化遺産プラットフォーム 企画調整委員一覧
役職
委員長

氏 名（敬称略）

役職

氏 名（敬称略）

委 員

中嶋 茂博

京都府神社庁参事

京都光華女子大学学長

長澤 香静

一般財団法人京都仏教会事務局長

秋尾 沙戸子

ノンフィクション作家

橋本 真也

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

池田 直史

株式会社福寿園新規開拓事業室室長

林 惠子

京都ブライトンホテル執行役員
総支配人

岩田 高明

京都府文化スポーツ部文化政策室参事

藤森 和也

京都府土地開発公社理事長

烏賀陽 百合

庭園デザイナー

古田 基行

サントリー酒類株式会社京都支店長

大窪 健之

立命館大学理工学部環境都市工学科教授

牧山 安弥子

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

川道 美枝子

関西野生生物研究所代表

増井 正哉

大阪くらしの今昔館館長、
京都大学名誉教授

岸岡 貴英

京都府文化スポーツ部文化政策室参事

益田 兼房

ICOMOS−ICORP 執行委員

金 度源

立命館大学理工学部環境都市工学科准教授

松村 明日香

京都府文化スポーツ部文教課参事

木村 忠紀

京都府建築工業協同組合相談役

万所 ルミ

京都府政策企画部企画参事（中部担当・府民
協働担当）付参事（企画総務課参事兼務）

久下 伸

宇治市都市整備部部長

村上 佳代

文化庁地域文化創生本部事務局 広域文化
観光・まちづくりグループ文化調査官

栗原 祐司

京都国立博物館副館長

室﨑 益輝

兵庫県立大学大学院教授

佐賀 裕子

株式会社響映企画営業部ディレクター

森島 朋三

学校法人立命館理事長

坂本 孝志

NPO 法人京都観光文化を考える会・
都草特別顧問

森田 瑞穂

一般社団法人 Team D.I. 代表理事

志渡澤 祥宏

京都市文化市民局文化遺産普及・活用
担当局長（元離宮二条城事務所長兼職）

矢野 桂司

立命館大学文学部人文学科
地理学専攻教授

嶋津 誉子

京都府文化スポーツ部理事

山口 壮八

京都市文化市民局文化芸術都市推進室
文化財担当部長

下遠 秀樹

京都市民共済生活協同組合専務理事

山崎 正史

立命館大学名誉教授・特任教授

杉本 歌子

公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会
学芸部長

山田 登喜雄

高台寺ひらまつ総支配人

鈴木 祥之

京都大学名誉教授

山本 一博

京都市都市計画局公共建築部長

高橋 和男

京都府文化スポーツ部文化政策室室長

山本 勝己

京都府左官業組合連合会相談役

高橋 良和

京都大学大学院工学研究科教授

山本 壯太

古典の日推進委員会
ゼネラルプロデューサー

田中 哮義

京都大学名誉教授

オブザーバー 藤本 将光

土橋 聡憲

京都市観光政策監

山田 悟史

豊田 博一

NPO 法人京都観光文化を考える会・
都草理事

土岐 憲三

副委員長 高見 茂
委 員

所 属・役 職 等
立命館大学特別研究フェロー

理学博士

事務局長 志方 弘樹

所 属・役 職 等

立命館大学理工学部環境都市工学科准教授
立命館大学理工学部
建築都市デザイン学科講師
学校法人立命館専務理事
令和 4 年 3 月 31 日現在

TOMORROW’S KYOTO

Cultural Heritage Platform
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