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39 : 「市民が進める京都創生」会議室の終了のご挨拶

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2006/03/31 18:12

 進行役の石本です。今日でこの会議室も終了いたします。「市民が進める京都創生」の
会議室の進行役をお受けしながら、十分な役割を果たせなかったとの反省の思いです。
ネットでの意見交換にはまだまだ不慣れで、未熟なものですから、反応が遅く、どこまで
発言すべきかと悩む内に鮮度を失い、言いそびれてしまう繰り返しでした。  
 このような方法での市民の意見交換につきましては一般化にはいろいろなクリアーすべ
き課題はあるかと思いますが、意見を読み、意見を述べる体験を通じて、情報量の広がり
の中で、個々の方の思いが整理され、明快化されることにつながる効果があり、ゆるやか
ではありますが、市民の関心の高まりに貢献すると感じました。  
 進行役として感じたことを最後に書かせて頂き、私の役割は終了させて頂きます。  
 今回、タイトルに「市民が進める」を冠につけての意見交換でしたから、進行役としては
そのことに留意を払いました。京都市を中心に、経済界や各種団体等での「京都創生」へ
の取組はさまざまな広がりを見せ、その効果も徐々に実感としているところです。でも、市
民にとって日常生活の中で「京都創生」をどのように感じているかは立場でおおいに違っ
ていると思います。ですから、市民の日々の目線と感じる言葉で語ることが大切と考えま
した。できるだけ、簡潔明瞭な、市民言葉で会話を進行してきたつもりです。その意味で、
意見の中には名文あり、長文ありで、進行役としてとまどう場面も多々ありました。顔の見
えない関係での会話ですから、もう少し市民言葉の、簡潔な会話を期待しました。  
 毎日、私は京都駅を利用しています。この数年、季節を問わず、駅利用者の急増を実
感しています。休日のバスの混み具合や駅前の混雑度を見ていますと、全国からの京都
への関心の高まりは着実に、継続的に上昇していると感じています。大勢の方が京都を
訪れ、京都のあらゆる環境を体感して頂き、京都ファンとして新たな方をご紹介頂く、その
ためにはやはり市民のおもてなしの心が一番大切と感じています。  
 私の今感じている「市民が進める京都創生」とは、市民の「ここちよい京都のまちをみん
なで育み、次世代に伝えていく心」であり、その思いをもって訪れて頂いた大勢の方々を
「おもてなしの心」でお迎えすることです。  
 今後も市民のみなさんの京都を愛する取組がさらに、さらに広がっていくことを期待しま
してこの会議室は終了させて頂きます。  
 ご支援ありがとうございました。 
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38 : 京都創生の提言からの発想

投稿者 ： yousun 投稿日時 ： 2006/03/21 16:57

ネット散歩で偶然目にしたこの「緊切」な提言について、元市民の傍目八目的な発言で
す。  
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 主題について次の三点から述べたいと思います。  
１：京都議定書の京都は地球環境のシンボル都市とする。  
２：先進仏教都市の仏教の思想を世界に発信できるのは京都である。  
３：日本の観光立国は日本を世界の京都化とする。  
 
１：京都創生は、議定書の関わりから地球環境戦略としての京都創生と、ランクアップ致し
ます。地球環境時代の京都という名は既にグローバル・ブランドです。議定書の当の京都
が、地球環境のシンボル都市という実証がなければ、地球はもはやリセットとなるでしょ
う。「緊切な事態」の地球環境は地球の英知がいみじくも、同様に緊切な歴史都市京都を
指名したのです。歴史都市は心の都なのです。財源はランクアップの拡大を計ります。そ
してシンボルですが、議定書のいわばハードの環境戦略を”山紫水明”とすれば、ソフトは
人間普遍の心の環境戦略を意味するような、京ことばを当てたいと考えます。  
 
２：京都は仏教の都と云っても良いでしょう。その仏教はインド、中国、を経て、一つの完
成形、大乗仏教となって今日の日本に至っています。大乗仏教は正に今日の宗教で、山
川草木さえ仏性を持つと言われています。地球環境戦略には、この思想の普遍化が一つ
の重要なキーワードと考えます。この大乗仏教を三位一体という形にしますと、三宝から
仏法衆（衆生＝人間をはじめ仏の救済の対象となるすべての生物）となるでしょう。元の
三位一体が神ならば、こちらは仏性です。衆生が直に仏に繋がるネットワークです。この
仏性は、貪瞋痴と言うことばによって明らかになります。貪欲、瞋恚（怒り）、愚痴（おろ
か）、これらは人間の宿命としてのアニマル性です。これを気づかせるのが仏の慈悲であ
り、その解決がアニマルから一つ付加して頂いた、そして試されている知恵なのです。あ
の9.11以来世界は顕著な貪瞋痴サイクルに陥っています。進化か自滅か、いま正に人間
は岐路に立っています。こうした思想を世界に発信できるのは京都以外ありません。  
 
３：日本の観光立国の原点は京都です。観光立国は上記の展開となるでしょう。もはや自
然を征服するのではなく共生することです。生物の多様性とこれを元にしたネットワークで
す。共生、多様性、というのはあいまいなのです。このあいまいは全体は部分の寄せ集め
ではない所から来るのでしょう。しかしあいまいながら貪瞋痴サイクルから脱する方向に
知恵がある事は確かでしょう。上記思想の知恵が今後未来へのキーワードとなるはずで
す。これを踏まえて、日本の観光立国の目的と役割は、一言で述べるならば、人間のアニ
マルからパーソンへ脱皮する知恵の会得、このための時間、空間を提供する事と考えま
す。これを具体的に述べれば、日本の世界の京都化、京都を原点とする諸々のネットワ
ークによる四国の例に見る巡礼化です。仏教思想は宇宙のネットワークの中の個を意識
させます。こうした下での観光は、京都ノウハウの、風景、寺社、温泉、土産、料理、等々
材料には事欠かないでしょう。目的と役割を認識するならば、「日本人は華麗でしかも繊
細な独自の文化を養ってきた」京都の心を世界に発信、共感できるのではないでしょう
か。  
  平成18年(2006) 3月21日   発信者 yousun  
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37 : 市民が進める京都創生について思うこと

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2006/03/13 09:37

京都大学の基本理念が出ていましたので、一言コメントします。先日、ある会議で、京都
大学の方が大学の基本理念に基づき、大学と地域の連携を積極的に進めたいと発言が
ありました。ホームページで京都大学の基本理念を見ました。「社会との関係?」に「京都
大学は、開かれた大学として、日本および地域の社会との連携を強めるとともに、自由と
調和に基づく知を社会に伝える。」を踏まえての発言と思います。近年は大学と地域の連
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携が都市再生プロジェクトになるほどです。地域活性化には多様な「大学力」の活用は不
可欠です。一方、大学がその学究の環境を維持できているのは地域の暖かい支援があ
るからです。少子化による学生の減少により、大学も地域との共生をキャッチフレーズとし
て取り組む傾向が強くなっています。その意味でも京都大学からこのような積極的な発言
が出たことは時代を反映したと感じました。  
大学が存している「京都」で、大学も地域と連携して進める「京都創生」が大事です。「市
民の目線で、市民と協働の精神で大学が本当に連携できるか」が問われているように思
えます。  
私が思う市民が進める京都創生はもっと身近なレベルでの取組です。私は京都の都心界
隈を中心にまちづくりをすすめるＮＰＯ法人を運営支援しています。そこでいつも議論にな
るのは市民の目線での取組です。今度22日に御池中学校が新しく竣工します。日本最初
の柳池小学校を前身とするこの中学校が新しく出発します。ＮＰＯや地域では歓迎の意
味でまちの清掃活動を実施します。今後は中学生とも連携してまちの学習を進めることを
確認しています。このような活動を通じて改めてまちに感動し、互いにまちへの感謝の取
組を一歩ずつ進めます。市民のみなさんのまちへの思いをこめた活動が静かに、息長く
続くことが、市民が進める京都創生ではないでしょうか。いろいろな分野で取組が展開さ
れることを期待しています。 
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36 : 文化戦略と世界平和と京都創生について

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2006/03/11 00:38

長くなりますが，歴史から入ります。  
明治以後の歴史に限定して時代を語るとすると，圧倒的な西欧文化に押された明治のご
一新は，まさに日本人の生活風習を一新していくものでした。その中で江戸は東京となる
と同時に，自らの過去の歴史を捨てて，西欧の基準を輸入し発信する拠点都市となりまし
た。しかしながら，これは日本が植民地にならないためにどうしても必要な変革であったと
思います。他の選択肢があったと今から言うのは簡単だとは思いますが，殆んどのアフリ
カ，アジア諸国が植民地になったのにならずにすんだというのは，今から振り返っても奇
跡のようなお話です。振り返ると明治は，現在に続く世界のシステムに日本が飲み込まれ
た瞬間であったと思います。しかしながらこの時代の波は，交通手段は船中心であり，作
りすぎた商品を売り，欲しい商品を力で持っていく段階でした。ゆえに日本は，苦労の末，
殖産興業，武力の充実，和魂洋才という手法でこの局面を乗り切ることができたのです。
また，グローバル化といっても当時は交通手段は船・汽車レベルであり，テレビもラジオも
ない時代であったがゆえに，日本の各地には固有の文化が残っていましたし，京都を残
すことができました（明治になされた天皇制確立のための京都の活用の件についてはこ
こでは深入りはやめておきます）。日本は東京・大阪と京都という2極，西欧文化と固有文
化というダブルスタンダードで生きることができました。西洋に対する劣等感は，日本のシ
ステムへの適合と成功（工業国家化，戦争の勝利）により，徐々に解消し，固有文化に対
する誇りも回復することができたのです。また同時に，東京の成長の中で新しい日本文化
統合の象徴としてソメイヨシノや富士が日本中に広まり普遍化をしていくことになりまし
た。国粋主義も誕生しました。  
日本にとっての2度目の大きな波は，敗戦でしょう。これにより日本は，過剰になった日本
中華思想をくじかれることとなりました。これ以後日本は，自らを否定的にとらえながらも
経済成長を目指すというスタイルをとり，1990年頃には世界のトップに躍り出たわけです。
この時期は文化的に見ると，日本自身は文化を誇ったりすることが難しい時代であったわ
けです。ただ，今から振り返ると，日本の戦争により，イギリスやフランスを始めとする帝
国主義国は，植民地を失うことになりました。そして多くのアジア・アフリカの地域文化が
これにより復興をはじめたのです。そういう意味で日本が起こした日露戦争が有色民族
の自信回復，自立の契機となり，第2次世界大戦が独立の契機となったといえるのです。
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日本以外の有色人種の国でも，自らに文化があるといえる時代，文化を口にすることが
できる時代を迎えることができるようになってきたわけです。  
そして第3の波が，現在に繋がる消費社会化です。  
消費社会，これは経営者的に言うと「消費者であるお客様の求める商品を生産し消費し
てもらう」というものです。そしてこれが進んだのが「消費する消費者を作ること」です。  
明治でも，文明人は靴をはかないといけない，洋服を着ないといけないとか文化の輸出
があって商品の販売がありました。しかし当時と現在が根本的に違うのは売るために文
化を広げているということなのです。またツールも船ではなく電波になりました。特にテレ
ビの影響はすごいです。例えばマックドナルド，日本では完全に若者の生活文化の中に
組み込まれました。日本人でも外国に行って食べ物をというとき，マックドナルドの看板を
見てほっとする人が増えてきています。それよりすごいのがディズニーランド。生まれたと
きからディズニーで育った人は，思想の深層までディズニーが入ってきているのではない
でしょうか。彼らは京都で庭園を見ながら和菓子を食べるより，ディズニーランドでディズ
ニー色の食事や買い物する方が，価値が高いと思うのです。物の輸出から，物を消費さ
せるための総合的な文化とセットのパッケージ輸出が行われているのが現在なのです。
そこで迎えているのが「文化的価値観」の危機なのです。  
幸いにして，京都はまだ大丈夫ということはできると思いますが，それは今なら手が打て
るということでしかありません。核家族化も一つの原因ですが，歴史や文化を教えられな
いで育った世代は確実に，京都の価値感を受けついでいません。そういう意味では，こど
も京都検定をはじめとして京都市の教育委員会が取り組もうとしていることは非常に京都
創生にとっては大切な取組であると思います。  
話を戻します。進む文化の輸出の中で確実に民族固有の文化の破壊が始まっています。
日本でも多くの地域で，固有の文化が失われてきました。これにはむかう取組が京都創
生ではないでしょうか（ようやく出てきました）。そんな考えから京都創生に期待することを
書きます。  
以前にも書きましたが，今，ユネスコで多文化を守る取組が進められています。日本は何
をすればいいのでしょうか。ここで歴史を思い出してください。1800年から現在に至る歴史
は，西欧・アメリカの白人が自らの価値基準で世界制覇していく覇道の時代でした。この
中で，未だに上位文化として白人文化，下位文化として有色人種文化が構造化されてい
るのです（それどころか未だに文化人類学者以外にはちゃんとした文化として，認められ
ていないかもしれません）。この有色人種の文化を白人文化と同じだよということをいうの
は誰でしょうか。それは却下されたとはいえ国際連盟誕生の際に人種の平等を主張し，
有色人種開放の旗手として働いてきた日本以外にあるのでしょうか。最近，急成長してい
るのは中国ですが，軍事大国であり，「中華思想」を持つ中国にその役割はあまり期待で
きないでしょう。日本こそが，世界の多様性を守り，それぞれの文化の平等性を認めさせ
ていくことに役割を果たすべきであると思うのです。ユネスコのお金は日本が中心です
し，松浦さんがトップですし，国もその方向で進んでいるので，日本国も頑張っているなと
思っているところです。西洋のような立派なハードを持たない諸国の文化的価値を認めさ
せるための世界無形文化遺産の取組もその好例だと思います。国際連合の活動をベー
スに，それぞれの国が，自らの文化を保存・再生・創造していくことで民族的誇りを取り戻
し，世界が平等となり平和に交流しあうことのできる世界を作ること。これが21世紀の日
本が取り組むべきことではないでしょうか。  
この取組は日本でもやらないといけません。京都創生に期待します。 
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35 : 市民が進める京都創生について

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2006/03/11 00:08

「市民が進める京都創生」について，内容的には今までの繰り返しかもしれませんが発言
をさせていただきます。はじめに長いですが引用をします。  
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「「京都」は，昔から他と比較されることも，他から評価されることも嫌がる都市でした。ここ
は比較する相手がないほど秀でた都であり，そこには，評価の仕様もない比類なく貴重な
文化が満ちているというきわめて誇り高い文化風土があります。孤高を持して，高い理想
を持って，限りなく自らを磨く意思が，文化の継承と創造というダイナミックな伝統の維持
と発展には欠くことのできない要件であることはいうまでもありません。京都の文化が自ら
誇りうるものであり続けるためには，この永い歴史に蓄積され精緻に成熟した古典性に留
まるのではなく，現在のこの京都の生活の中に，文化の創造への活力が満ち満ちていな
ければなりません。私はそういうことが「文化力」であると思っています。  
・・・中略・・・・・・・・・・  
 京都のもつ文化力をまともにはかれるのは京都自身でなくてはなりません。  
・・・中略・・・・・・・・・・  
京都の文化力を京都がはかるということの具体的な動きが内発的に再び盛んになりつつ
あるように感じられます。そして，それらの運動は，既に，京都の文化力そのものになりつ
つあります。私は京都の文化力はなお極めて健全であるとおもっています。  
京都は古都のイメージの呪縛から脱しつつあります。明治維新後の「小刀細工でない百
年の計」による近代化の先頭を切った時代へのノスタルジアもそろそろ過去のものとなり
ました。例えば，新しい時代への「大学のまち京都」を創る基盤としての「大学コンソーシ
アム京都」の中に生まれた「学術コンソーシアム」では，その発足のはじめから，自然に
「京都学」が柱となりました。これは京都の文化に様々な角度から深い関わりをもっておら
れる玄人の方々や目利きの皆さまによる広範な「京都研究」のはじまりでもあります。「京
都とは何か」ということを，凍りついた京都像を打ち砕いて，考えること自体に京都のアイ
デンティティがあると信じています。  
近代を超えた新しい時代を拓くパラダイムは，再び京都から生まれるでしょう。そしてそれ
こそ，真の意味での文化の発信となるでしょう。  
京都の文化力は今なお極めて健全です。」  
              「京都の文化力は今」西島安則『都市研究・京都15』  
 
今，京都に求められているのは，京都人が自分に誇りを持って，京都の価値観を持って
自身を見つめ見直して，自らの判断で進んでいくことなのだと思います。  
無鄰庵作庭の際に山県有朋に庭はこうすべきだと言われて，自分の基準で判断してそれ
はおかしいと言いかえし，今までにない新しい庭を作り，そして結果的になるほどと納得さ
せた小川治兵衛さんの話を聞いたことがありますが，まさに京都の文化力とはそういうも
のだと思います。京都大学もそうです。京都大学は平成13年に基本理念を定めています
が，そこには「京都大学は，創立以来築いてきた自由の学風を継承し，発展させつつ，多
元的な課題の解決に挑戦し，地球社会の調和ある共存に貢献するため，自由と調和を基
礎に」基本理念を定めると書いてあります。創立以来の個々を縛らない，自由の学風を大
切にすること，これがあるからこそ，京都大学からは，自ら考え行動する巨人が巣立ち，
多くの足跡を残してきました。また同時に，京都で誕生した大学であるがゆえにこういう性
格を持ったのだと思います。  
 ですから，京都創生の取組というのは，一人一人の市民，一つ一つの団体から湧き上
がってくるものであると思いますし，これをしなさいというものではないと思います。また，
同時に誰でも，明日からでも，自由に始められるものだと思います。とはいってもイメージ
がわかないかと思いますが，具体的には，自分で京都について調べ，先人の知恵に学
び，自分がそこで見つけたもの，今に生かせると思ったものを実践していけばいいのでは
と思います。手始めにといっては何ですが，京都検定の勉強をしてもいいのかもしれませ
ん。京都の精神の復活です。 

 
返信  

 

34 : 具体的なアクションにどうつなげるか？
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投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2006/02/22 09:17

皆さん、おはようございます。  
進行役の石本さん、会議室に参加されている皆さん、お返事？  
ありがとうございます。  
 
特にレタスさんには、「光り輝く歴史都市・京都創生宣言」をご紹介  
いただいたので、何となくイメージできました・・・。でもやっぱり  
何となくですね（笑）。  
 
放置自転車対策や違法な看板の撤去、などは分かりやすいのですが、  
一市民がいきなり取り組めるものではないと思います。  
 
例えば、そのような活動に日ごろ取り組んでいる組織や団体が、  
ボランティアなどを募集しているのであれば、行政がそのような取組を  
積極的にPRして活動を活性化してあげるなど、より多くの市民に参加  
してもらえる仕組みや仕掛けが必要だと思います。  
 
また、景観だけではなく、観光・文化についても、すぐに取り組める  
ようなものではないと思います。  
 
伝統文化についても、関心のある市民はいるでしょうけども、その文化の  
良さや素晴らしさを説明できる人ってどれくらいるのでしょうか？  
 
観光も「暖かく観光客を迎える」という精神は持っていても、外国の方に  
道案内をすることは、外国語の話せない人には、容易なことではありません。  
僕も含めて（笑）。  
 
京都創生の理念は素晴らしいと思うので、具体的なアクションにつなげて  
いくためにも、もう少し具体的な事例で、わかりやすく市民に伝えることが  
必要だと感じました。  
 
この会議室の中で、よいアイデアが生まれるといいですね！ 

 
返信  

 

 

 

33 : 市民にとっての京都創生

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2006/02/22 01:04

進行役が長い間沈黙で申し訳ありません。会議室の元気復活の兆しに喜んでいます。  
市民にとっての京都創生とは。以下が私の最近の思いです。  
千年を超える悠久の歴史と文化が蓄積し、まちなかで、現代においてそのストックを体感
することのできる「歴史都市・京都」のまちは日本の、そして世界の宝です。その優れたス
トックを育み、育て、継承してきたのは京都市民であるとともに、京都を愛した日本の、世
界の人々の思いの結集だと思います。ですから、四季を感じることのできる自然の保全、
伝統と文化の維持・継承、観光振興によるまちの活力向上、美しい景観の保全・創造は
京都市民の責務と思います。そして京都を愛し、訪れるみなさんを、あたたかくおもてなし
する心を深め、継承していくことが市民にとっての京都創生への取組ではと思います。  
ただ、残念ながら京都のまち自体が変化しつつあるように思えます。それが多くの人の思
いならば時代の変化と思うことができますが、やや効率性優先や経済優先の結果として
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まちが変化しつつあると感じます。多くの都市がストックの改変の中で、都市の魅力を相
対的に低下させていると思われるこの時期に、「京都創生」の推進を市民、経済界、行政
が一体となって協力して取り組むことには私は大賛成です。 

 
返信  

 

 

 

32 : 景観の分科会

投稿者 ： cat 投稿日時 ： 2006/02/21 11:39

19日の景観シンポジウムの続で明日22日、アバンティホールで「京都らしい景観の保全
や新たな景観の創造」の分科会があります。また23日にもひとまち交流館で「歴史都市・
京都の魅力ある景観形成～行政・市民・事業者等の役割」の分科会があります。両方座
席に余裕があるみたいで直接行っても入れるようです。特に23日の分はまっちさんの参
考になるのかも。もし行かれたら感想を教えてください。 

 
返信  

 

 

 

31 : 地域・グループの問題

投稿者 ： cat 投稿日時 ： 2006/02/20 19:17

昨日のシルクホールでの景観のシンポを聞いて思いました。  
景観を語る場合、京都の場合は多様な地域からなっているので先ず、どこの地域をどん
な形で景観を整備するのかを考えないといけないと思います。  
実際なかなか、地域でウチはこれとは言いにくいと思います。だって、今の状態が普通な
わけで、特徴としてまで認識していませんから。  
先ず外から見て、例えば行政が京都はこんな特徴がある地域に分かれているということ
を示して欲しいと思います。そうすれば自分の特色にも気がつくでしょうし、意識も高まる
でしょうし、何を守ればいいかも見えてくるかと思います。そうしたらいくつかの地域で自
分で活動を始めることにも繋がると思います。（その地域の枠に反発することも含めて）。 
 
多様な地域といっても実際どれくらいあるんですか？まさか今指定している地域プラス数
箇所ぐらいで終わったりして。 

 
返信  

 

 

 

30 : 市民が進める京都創生

投稿者 ： レタス 投稿日時 ： 2006/02/20 19:17

金曜日のセミナーでもらった資料からの受け売りですが、京都創生推進フォーラムが、昨
年「光り輝く歴史都市・京都創生宣言」を出しています。  
そこには  
景観では私たちは、京都ならではの自然や町並み、建物を保全・再生し、美観を損ねる
看板や放置自転車などをなくすことで、美しい景観を持つまちの創生に努めます。  
文化では、私たちは、京都で生まれ、育まれてきた多様な伝統文化を守り、継承し、自ら
も文化芸術に触れ、実践することで、日本文化が息づくまちの創生に努めます。  
観光では，私たちは、京都の歴史的な価値や新たな魅力を創造・発信し、京都を訪れる
人を暖かく迎えることで、世界の人々が自由に集い交流するまちの創生に努めます。とあ
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りました。  
先ずはこれをやるようにすればいいのではないでしょうか。 

 
返信  

 

 

 

29 : 第2回セミナー

投稿者 ： HG 投稿日時 ： 2006/02/20 19:16

今回は，レタスクラブの大矢さんの講演でした。  
レタスクラブが，料理を実際に素人でも作れるようにアルバイトを使って作っていること，
読者の変化に応じて料理を4人前から2人前に変えたことなどいろいろ雑誌社も目に見え
ないところでやっているんだなと思いました。メニュー的にできないものもあるので4人前
から2人前の変化が大変だということも良く分かりました。  
京都も，変化に応じて見せ方を工夫しないとと思いました。 

 
返信  

 

 

 

28 : 市民が進める京都創生って？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2006/02/20 13:39

はじめまして。まっちと言います。この会議室では初めて発言をします。  
 
さて、今まで皆さんの意見交換を拝見させていただいておりましたが、  
どうも「京都創生」というものを掴みきれていませんでして（苦笑）、  
発言ができないでいました。  
 
会議室もそろそろ終盤なので、改めてお伺いしたいのですが、京都創生を  
進めるうえで市民に期待している（市民が期待されている）ことというのは、  
具体的にどのようなことなのでしょうか？  
 
具体的な話から入った方が発言もしやすいので、具体例を示していただければ  
と思います。僕もその具体例についてコメントをしていきたいと思います。  
 
どうぞよろしくお願いします！ 

 
返信  

 

 

27 : 市民にできること

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2005/12/28 20:20

この会議室のテーマ，歴史都市・京都を守り育てていくために，「市民の皆様が取り組む
べきことは何か」，「市民の皆様にできることは何か」にそって少し発言します。  
 
まず歴史都市・京都とは何かですが，ここで京都と言うのが先ず曲者です。ある人は京都
市のエリアを想定するし，ある人はその真ん中だけを想像する。すごい人は自分が住ん
でいる祇園だけしか認めない。またある人は，宇治や向日市を含めたり，京都府全域を
想像するかもしれません。これだけ京都に対する定義が違うのに，共通の目標を立てて
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いこうというのがこの会議室です。すごいものです。  
 
そんなことを考えていると前に進まないので，少し定義を考えますと，この会議室で京都
を守り育てていくと言った場合の最低限の共通認識は，「京都らしさ」を守り育てていこうと
いうことなのかなと思います。  
 
しかしこの「京都らしさ」も曲者です。具体的にそういう固定のものがあるわけでもありま
せん。ある地域であったり，団体であったり，企業であったり，個人の活動の総体として
日々変化しながら一定の水準を持ってあるのが「京都らしさ」です。京都の場合は，これ
が他地域と比べてまだまだ個性もあるし，大きいエネルギーを持っているというのが特徴
です。京都創生は，これを維持して，未来に活かしていこうということなのかなと思いま
す。  
 
そこでいきなり答え？ですが，京都がまだまだ「京都らしさ」のエネルギーを持った都市で
あるということを支えているのは，一人一人の自ら京都人と思っている人の中にある「矜
持の心」なのだと思います。広い意味では京都に京都らしさを求める京都以外の目も結
構貢献しているのかもしれません。  
 
そう思うと，市民が取り組むべきものは何かというと，それは，市民自らが「京都らしさ」と
いう目標を設定し，それに向かって努力することしかないと思います。もちろん景観などの
場合は団体でしなければならないでしょうし，規制や道路などのハードの整備者という意
味では行政も関与してもらわないとできないと思います。また文化などでも交流する場が
あればもっと活性化することができますし，観光などでは多くの人に触れる機会を作って
やれば世界に広まっていくと思います。  
 
繰り返しですが，京都を守るためには，一人一人の「京都らしさエネルギー」をどんどん増
やしていくこと，つまりみんなが価値観を「京都らしさ」において努力をすること，景観など
では地域が早急に共通認識を持つことだと思います。  
 
何が京都らしいか。この問題は難しいですが，そういうことを決めないでそれぞれが自ら
の信念でやってきたのが京都です。昔イオナ化粧品のコマーシャルで「イオナ私は美し
い」というのがありましたが，まさにこれと同じです。世界基準の価値観でなく地域基準の
価値を誇りを持って提示することです。  
 
この京都の取組は，地域に自信を取り戻すとともに，地域が元気になり，多様性を日本に
取り戻す試金石であると思います。もちろん他地域にも広がっていけばいいと思います。
また，世界のそれぞれの地域にとっても自らの固有の文化に誇りを持つきっかけになる
かとも思います。少し舌足らずですが今年はここまで。  
 
良いお年をお迎えください。  
 

 
返信  

 

 
 

26 : 今日のセミナー

投稿者 ： HG 投稿日時 ： 2005/12/14 20:55

今日，京都創生推進フォーラムのセミナーが法然院でありました。梶田さんの，「祇園祭り
は私の祭りではない。町の人で守ってください。私は獅子ケ谷を守る」というお話も良かっ
たし，山本さんの「京都人は１２００年の都としての財産を受け継いでいる。他の地域と比
べて恵まれているということを自覚して頑張って欲しい」というお話も良かったです。次も２
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月か３月だそうですが行こうと思います。 

 
返信  

 

 

 

25 : 学生もがんばっています

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2005/12/13 16:54

私は大学でまちづくり実践ゼミをこの４年ほど担当、学生と一緒に市内のまちづくり活動
現場で学習と研究を実践しています。これまで60人あまりの学生を地域に紹介してきまし
た。彼らのパワフルな行動力と若者の考え方は地域のみなさんに刺激的であり、活用さ
れているようです。彼らが京都の大学で学び、市民の実践現場の中で、京都を、市民との
交流を体験することは、相互に非常に効果的です。彼らが育ち、京都の市民活動を全国
に紹介していただければと願っています。  
もう一つ。週末に洛西ニュータウンでタウンミーティング「洛西まち探検」を行いました。４
つの班に分かれ、学区を歩き、まちのいいところと気になるところを整理してマップを仕上
げました。グループ発表での意見で、「まちが清掃されてとても美しいと感じた。聞くと、先
日自治会でまちの清掃をしました、また、地区内の高校生が街路の落ち葉の清掃活動を
実施しています。」とのことでした。私も仕事がら各地のまちづくり現場で住民の方の意見
を聞く機会が多いですが、以前は「まちが汚い、市は清掃しているのか」の意見をよく耳に
しました。最近は逆に「まちが美しいです。みんなで清掃しています。」の意見をよく聞きま
す。以前はそれほど感じなかったのですが、私も50才を過ぎたせいでしょうか、そんな話
しを聞くと本当にうれしくなります。  
市民が誇りに思えるまち、ここちよいと思えるまち。京都のまちの一時滞在者ですが、学
生がまちの人と交流し、まちの外から見えないことを体験しています。そんな体験をもっと
市民みなさんが体感してほしいとの思いです。 

 
返信  

 

 

 

24 : 若いうちからの意識改革

投稿者 ： アンチ東京 投稿日時 ： 2005/12/12 22:32

はじめまして。京都に住んで４０数年の京都をこよなく愛する「アンチ東京」ともうします。
№２３の井出さんの御意見本当にそのとおりだと思います。昨日、「京都検定」がありまし
たが、京都市役所の教育委員会でも「ジュニア京都検定」を来年実施するみたいですね。 
 
http://www.edu.city.kyoto.jp/kateitiiki/doyo-juku/index.html 

 
返信  

 

 

23 : 若いうちからの意識改革

投稿者 ： 井手 投稿日時 ： 2005/12/10 11:40

 市民全体が京都の自然や文化に対する取り組みを進めるに当たっては、やはり若い世
代の参加が重要になるのではないでしょうか。  
そして個別的なボランティア団体の活動がこれから長く、広いネットワークを形成していく
ためには、子供のころから京都について学んでいくだけでなく、実際に体験させる機会を
無理にでも設けることが、一つの対策だと思うのです。  
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 もちろんボランティアや市民活動というものは、自主的に行われてこそ意味のあるもの
だ、という意見が一般的ですが、そういうものに目を向けさせるためにはある程度強制的
な部分があってもいいと僕は思うのです。  
 僕は昔よく学校でクリーン作戦なんかをやらされましたけど、授業は無くなるし、友達と
外で掃除をするのは割と楽しかった記憶があります。  
 若いうちは、こうした活動に興味を持つ機会、そのものが少ないのが現状です。しかし、
皆全く興味がないわけではなくて、そういうものには参加してみたいとなんとなく思ってい
る、特に大学生なんかは大勢いると思います。そういう若い世代が積極的になると、全体
的な活動は格段に活性化されるのではないでしょうか。  
 だから例えば大学コンソーシアム京都などの、３日間活動すれば単位を与える、なんて
いうものに、京都の自然ボランティア活動というものがあってもいいと思うのです。少し誤
解を招きそうですが、そうして何か普通の若い人たちが気兼ねなく参加できて、それから
興味を持てる、そういう取り組みを具体的に考えていくのはどうでしょうか。毎週土曜日、
中学校ではボランティア参加、そういうのは子供にとっても重要な教育の場になりそうだと
思うのです。 

 
返信  

 

 

 

22 : ご参考まで

投稿者 ： ポチ 投稿日時 ： 2005/12/01 10:50

都市圏ネットワークのHPにこんなのがありました。  
 
☆☆☆京都都市圏自治体ネットワーク☆☆☆  
   
第１８０号（平成１７年１１月３０日発行）  
                       《長岡京市における取組》  
   
◆市民・企業・行政が一体となり，西山の緑を守る◆  
 
１ 背景・目的  
 自然の緑がたくさんある西山は，近年，森林の手入れが行き  
届かなくなり，樹木が荒廃しつつあります。そこで長岡京市では，  
地元住民や企業などと連携し，緑を守り，再生させるため，平成  
１７年６月に「西山森林整備推進協議会」を発足させました。  
   
２ 西山の役割  
 森林は資源として活用されるだけでなく，水源の涵養・地球温  
暖化の防止・動植物への生育の場の提供などの役割を担って  
います。西山の豊かな緑は，本市の代表的な景観を形成すると  
ともに，そこから生み出される地下水は良質な水源として，欠か  
せないものになっています。  
   
３ 現在の問題点  
 近年，間伐や枝打ちなどの施業管理が十分に行われていない  
ため，林の中に日光が十分に届かなかったり，竹林が必要以上  
に拡大したりするなど，森としての機能が低下しています。またゴ  
ミの不法投棄などにより，環境も悪化しています。  
   
４ 協議会の設立  
 森林を適正に維持管理することは，緑の保全をはじめ，防災や  
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水源涵養の観点からも必要なことです。長岡京市では，私たちの  
暮らしに様々な恵みを与えてくれる「里山」としての西山が，その  
機能を果たすように，森林関係者や環境団体，企業などとともに  
「西山森林整備推進協議会」を立ち上げました。  
   
５ 今後の活動予定  
 年内を目途に，西山（約８００ha）の整備構想をまとめ，里山機  
能を再生させることを目的に，次のような活動を行う予定です。  
 ○ 西山森林整備構想に基づく，林道などの整備，森林の間  
   伐や枝打ち  
 ○ モデル事業の実施  
 ○ シンポジウムなどの普及啓発活動  
 ○ 環境教育の場としての整備  
 ○ 植物や生物の観察・記録 など  
 これらの活動により，次世代の子供たちに，この緑豊かな西山  
を残していきたいと考えています。 

 
返信  

 

 

 

21 : 市民のネットワーク，情報の共有

投稿者 ： シン 投稿日時 ： 2005/11/26 18:32

 京都創生には，市民の取組が大事だといいます。また，実際に色々な取組をされている
市民，団体の方もたくさんおられます。でも，京都全体としてはそんなに京都創生の気運
が高まっているとも思えません。なぜなんでしょうか。活動されている方々である程度のネ
ットワークがされているとは思いますが，どうも特定の範囲に限定されているような感じで
す。様々な考え方があるので，すべてを統合することは無理なのかもしれませんが，日々
の活動は別でも，何か大きなことをするときには，一致団結して活動ができるようなネット
ワークは構築できないのでしょうか。  
 
 少なくとも京都をよくするような取組や情報が集約されているようなホームページをつく
ることはできないのでしょうか。似たような情報が掲載されたホームページが沢山ありす
ぎて，結局京都全体として何をしているのかばらばらというような感じもするのですが，京
都というまちが大きすぎて，実際には夢物語なんでしょうかね。 

 
返信  

 

 

 

20 : 京都ブームと京都創生

投稿者 ： 「京都人」 投稿日時 ： 2005/11/24 15:06

 昨日の，嵐山周辺の人出は大変なもので，ＪＲ嵯峨嵐山駅では，列車に乗るのにも苦
労されていました。  
 全国的に，観光客が伸び悩む中で，京都への観光客は着実に増え続け昨年は4554万
人，まさに「京都ブーム」といえます。家でテレビを見ていたら，読売，関西，朝日，毎日，
テレビ大阪，ＫＢＳと全てで，京都，嵐山を取り上げていました。  
 日頃，観光地近くに住むものとしては，何故，これだけ京都に人が集まるか解らないとこ
ろもあり，できるだけ，京都特集の本を読むようにしています。  
 京都は観光だけで生きている訳ではないし，実際，様々な都市特性を有しているのです
が，京都にとって，観光が重要であることには変わりはなく，むしろ，観光客に迎合するよ
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りも，京都に住む京都市民自身が，京都の魅力を向上させることが（色々な取組が考えら
れるでしょうが），結果的に観光振興にもつながるのだと思います。そして，これが，京都
創生の目指すところの一つでもあると思います。  
  

 
返信  

 

 

 

19 : 京都の映像情報です

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2005/11/21 13:24

京都情報の紹介です。ご存じかとは思いますが、YAHOOの検索画面の上の所に以下の
ような京都情報があります。メーカーの作成したものなので、どのように紹介していいかわ
からないところはありますが、映像もきれいですし、今の京都を満喫できるかと思います
ので、一度ご覧ください。「６人の“都の達人”が案内、知られざる京都」です。  
この週末は京都は観光客ですごかったですね。土曜日の夕方、京都駅前広場と八条口
側にタクシーがまばらな光景を見るのは初めてでした。今年は天気もよくて多くの方に京
都の紅葉をお見せできそうですね。 

 
返信  

 

 

 

18 : 市民の持続的な活動の相互交流を

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2005/11/19 10:07

どうも具体的な市民が進める・拓く京都創生が見えないので、再度、京都府の「京（みや
こ）の景観形成推進プラン」検討委員会委員として参加している天橋立でのこの1ヶ月あ
まりの私の体験を紹介します。  
天橋立は昨年の台風23号の被害で多くの松が倒木したことを契機として、天橋立名松リ
バース実行委員会を立上げ、地域のみなさんが活動を展開しています。加えて府では広
域的な景観形成の柱として天橋立周辺の景観まちづくりに向けて検討委員会を立上げ、
検討を開始しています。この間、２回のワークショップや検討委員会を通じて本当に地域
の方々の思いや専門的な知識を持って天橋立の景観のあるべき姿を幅広く意見交換す
る機会に接することができました。毎日清掃を続ける長老、倒木の松で様々な活用を展
開することで、松への思いを共有化したいと活動する地域の方、小学生も総合学習の一
環として、1年間をかけて、まちのいいところマップを作って発表したりと、本当に地域のみ
なさんが自ら取り組むことのできることを基本に展開されています。  
検討委員会では樹木医の方や農学部の先生と地域の実践家の方が本当に思いをぶつ
けあい、議論をされています。私も同席させていただき、天橋立の環境を維持するため
に、何を優先させるべきか、本当に迷うところです。白砂青松を守るためには広葉樹や客
土で繁茂した植物を徹底して排除すべきことはわかります。でも、現在、本当は天橋立に
なかった植生も今育っているものを排除していいのかの意見もあるのも事実ですし、まち
歩きをしながら、そのことを互いに確認しあいました。  
久しぶりにみんなで取り組み、まちの財産「宝」を次世代にどう引き継ぐべきかの葛藤の
場面に接して、本当に新鮮な気持ちで一杯です。私が申し上げたいことは京都のまちを
取り巻く三山の自然の保全に向け、いろいろな取り組みを展開されている市民のみなさ
んの活動をもっと一般の方に伝えるべきだと思うことです。  
市民が進める・拓く京都創生とはそのような市民の日常的な活動をしっかりと把握し、お
互いの活動を相互理解することで、持続可能な方向の中で、先代から受け継いだ自然資
源を次世代に引き継ぐことではないでしょうか。そうすることで、京都が日本の宝として、
世界の宝として、京都を支持する人の賛同をえることができるのではないでしょうか。 
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返信  

 

 

 

17 : 京都市民として

投稿者 ： 卯月 投稿日時 ： 2005/11/17 22:33

京都は日本で初めて独自の文化が花開いた土地ですが，日本の文化について聞かれた
とき，ちゃんと説明できるでしょうか？  
 なんとなく知っていても，それが発生し，発展してきた理由や時代背景を理解できている
でしょうか。文化を知るということは自国の歴史を知るということでもあると思います。  
最近「京都ブーム」という言葉をよく聞きます。東京や横浜でも「京都」の文字とともに，多
くのＣＭが流れ，街中にはポスターが溢れていました。雑誌でも「京都特集」を組むと，売
り上げが倍増すると聞きます。今，京都に求められているものは何なのでしょうか。  
氾濫する情報や色々なことが画一化する社会の中で，独自の文化を持ち，その文化がい
まも日常として生きている京都は，日本の文化の母なる地であると思います。またそれを
求められているような気がします。  
 私たちは私たちの財産であるこの日本文化を守り育て，未来の子供たちに引き継ぐこと
が大切だと思います。そのために，市民として一人でも多くの人々にこの文化に触れて，
学び，それを活用してもらうことを一緒になって考える必要があると思います。  
 また，京都を愛する私たち一人一人が，これらの文化や歴史について学ぶことが大切
だと思います。 

 
返信  

 

 

 

16 : ボランティアの活動

投稿者 ： ポチ 投稿日時 ： 2005/11/17 16:01

調べてみたら，鎌倉以外でも結構ボランティアが活動しています。平成6年から「セブンイ
レブンみどりの基金」と言うのもあって今までに18億の募金を集めているようです。都道府
県別助成先団体を見ると，京都でも八幡たけくらぶ（主な事業は進入竹林の除伐と臓器
の植栽・放置竹林の整理）など6個が載っていました。でも切った竹や木はどうしているん
でしょうね。少しぐらいなら処理はできると思いますが。・・・。また京都の場合，本当に「昔
は松だった」と言って，植生を変えるまで頑張るのかと言う問題もありますね。 

 
返信  

 

 
 

15 : Re: 京都の自然を守り育てる市民の心と行動を

投稿者 ： シン 投稿日時 ： 2005/11/17 07:55

 私も，かつての東山は落葉樹が繁り，四季の変化が感じられたが，近年は，常緑樹の
シイの木が増えて古都の景観を台無しにしていると聞いたことがあります。ただ，シイの
木を伐採するには費用がかかりすぎるとのことです。昔は，薪として利用されていたようで
すが，これに変わる使い道が何かないでしょうか？ 

 
返信  
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14 : 京都創生と日本文化

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2005/11/15 15:31

京都創生，特にその背景の一つである日本文化について，少しだけ思うことがあります。 
 
 ご承知のように，20世紀において，西欧の文化は普遍文化であり，「正しい」文化でし
た。そしてこの文化は我々に「豊かさ」を与えてくれました。我々の今日の「文化的」な生
活はこの文化の賜物であると思います。しかしながら，この西欧の文化は同時に，温暖化
や地球環境の破壊をもたらし，世界各地の文化と衝突を起こしました。新聞紙上に，環境
破壊や砂漠化の問題，世界各地で勃発する「文明の衝突」ともいえる紛争の話題が載ら
ない日はありません。もはや誰の目にも，西欧の文化が指し示してきた既存路線の単な
る延長線上に，未来の姿が描ききれないことは明白になってきているのだと思います。  
 
 そんな中で，2001年11月に，パリにおいて開催された第31回ユネスコ総会において「文
化多様性に関する世界宣言」が採択されました。この宣言は，異なる文化間の相互理解
を深め，異文化間交流を発展させ，世界の安全と平和を築いていくことが，私たち人類の
課題であると同時に存続の条件であることをうたったものです。  
 
 世界には多様な文化が存在し，それぞれがそれぞれの「光」を持って輝いています。強
さや色はともあれ，それぞれの文化には，それぞれの歴史や地理的条件，環境条件など
を踏まえた独自の「光」があるのです。世界史的に見れば極東の島国で育まれた日本文
化もその一つです。もちろんその文化には西欧人や漢民族などには理解しがたい，若しく
はゆるせないことも多々あり，価値がないとか，あるいは全く逆に素晴らしいといわれるこ
とがあるわけです。この文化は，日本という緑が豊かで湿気の多い島の風土と歴史の中
で育まれ，縄文から今日に至るまで磨き上げられ受け継がれてきたわけです。私はこの
文化が，世界で一番素晴らしい文化だとかを言うつもりはありません。しかしながら，この
文化にも「光」があるのです。  
 
 明治以来，日本において，伝統的日本文化は，そのポジションを西欧の文化に奪われ，
もしくは国粋と愛国を素朴に同一視してきたナショナリズムの影響の下でその姿をかえて
きました。と，いいいながらも，新渡戸稲造の『武士道』，内村鑑三の『代表的日本人』，鈴
木大拙の『禅』など今読んでも面白い発信もなされてきました。しかしながら戦後は，軍国
主義を担った文化としてすべての文化が十把一絡げの状態で「悪」のレッテルを張られ否
定的に，若しくは腫れ物を触るように取り扱われるようになって来ました。戦争責任の問
題が日本文化に対する取扱の問題として，整理もされずに今日まで至っているといっても
過言ではないでしょう。戦後に，日本文化の光の発信に努めたのは川端康成ぐらいであ
ったのかもしれません。戦後60年が経ちようやくこの傾向が治まってきたのが近年です。
自由主義史観とは一線を画した状態で，日本文化を客観的に評価し，国粋主義的でない
形で，学校教育の中でもその価値を継承し，発展させる取組が始まってきました。しかし
ながらそれは，伝統音楽教育など，まだまだ部分的な形での展開に過ぎません。  
 
 日本列島で育まれてきた日本文化がもつ良さや技術などは，我々の財産です。また，そ
の中に世界の未来を開くヒントがあるかもしれません。日本には日本という風土が育んで
きた歴史と文化があります。世界の他の文化同様，この文化に多くの人が触れ，学び，活
用することができるようにしていくことが必要であると思います。  
 
 この文化を守り，未来に発信していくために我々はなにをすればいいのでしょうか。私
は，「国家戦略としての京都創生の提言」が謳うように，今なお日本文化がまちのそこここ
に生き，歴史的に見ても日本文化を体現する地である京都を，日本文化発信の拠点とし
ていくことが大切なのではないかと思います。また，京都はこのときだからこそ，動かねば
ならないと思います。ずばりそれが京都創生ではないでしょうか。  
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 日本独自の文化（国風文化）が生まれたのは京都でした。もちろん，それ以前の時代に
も日本の文化はありました。しかし，現在に日本文化のベースである有職故実や宗教，さ
らには茶道・華道の思想は，三方を緑の山に囲まれ，中央を清流が音をたてて流れるこ
の地でこそ姿を得ることができたのだと思います。  
 
 京都を日本文化発信の拠点とすること。それ自体は国の役目だと思いますが，京都市
民も何らかの形でこれを後押ししていくことが必要だと思います。文化は，博物館で展示
するものではありません。生きてこそ花です。京都では今でもトップの担い手の方は，京
都ということにこだわりを持ちながら，現代の中で自ら切磋琢磨しておられます。ただそれ
を支える草の根の文化が弱くなってきているのかなと感じています。先ずは，草の根の
我々が「京都らしさ」について考えることから初めて，知と行動を合わせていくことが大切
だと感じています。 

 
返信  

 

 

 

13 : 色づく季節を迎えて

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2005/11/13 22:59

 先日のフォーラムは時間の都合で前半しか参加できず、後半での盛り上がりを体験で
きませんでした。議事録等で確認したいと思います。確かに大勢の参加の方で京都創生
への盛り上がりを感じることはできました。  
 フォーラムでも特に強調されていたと思いますが、京都のまちが最も美しく映える季節を
迎えました。住まいが大津のため、毎日通勤途中に、大津から山科そして東山、鴨川と、
木々の色づきの中に季節を感じています。最近、街路樹は色づく前に伐採してしまうこと
が多くなりました。沿道の方にとっては落ち葉の清掃が大変だとは思いますが、青い葉の
ままに切られていく街路樹を見ていると、どこかもの悲しくなるのは私だけでしょうか。一
昨年でしたか、春日学区でまち歩きをしていたら、歩道一面、イチョウの落ち葉で埋まって
いました。落ち葉を放り上げると、陽の光に透けて黄金色に輝いて見えました。まちなか
の自然を見守り、季節の変化とやさしくつきあってきたのが、京都のまちの姿ではないで
しょうか。 

 
返信  

 

 

 

12 : お節介のすすめ

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/11/12 21:10

昨日、北山通を車で走行中に隣の車から「ホテルニュー○○はどちらに行けば良いです
か？」と聞かれて「この先の郵便局を左に回って、ずっと丸太町通まで南に行ってくださ
い」と教えてあげました。その後を見ていると、郵便局を見落としたのか、ずっと直進して
行ったのでお節介と思いながらも後をつけて行き、間違っているということと、途中まで後
ろをついてくるように指示し途中まで誘導してあげました。その方は、岐阜県の方でした
が、たいそう感激していただきました。  
 
私達は、個人主義傾向の中、知らないうちにいらないお節介はしない方が良いという教育
を受けてきたような気がします。プライバシーの問題もありますが、もっと積極的にお節介
をするべきではないでしょうか？  
隣に住んでいる人がどんな人かぐらいは関心を持ったり、明らかに中学生とわかるような
若者がコンビニの前でたばこを吸っていたら注意するとか？そういうお節介というか、多く
の関わりあいの中で、人のつながりができていくのではないでしょうか？また、そういうこ
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とを続けることによって血生臭いニュースも少しづつ減っていくのではないでしょうか？  
 
京都創生というと大きいテーマですが、京都のために、京都市民がすべきことは、自らひ
とりひとりがいろんなことに関わってお節介を重ねていくことから始まるように思います。 

 
返信  

 

 
 

11 : Re: 昨日のフォーラム

投稿者 ： HG 投稿日時 ： 2005/11/12 00:00

梅原さんは迫力がありました。京都を日本のアイデンティティの拠点としていくためにも，
日本の文化や歴史にふれることのできる（若しくはきっかけとなる）センター（従来型の物
を展示する博物館ではないもので）がほしいですね。  
センターが京都で活躍をしている「ひと」に出会えるきっかけとなればと思います。 

 
返信  

 

 

 

10 : Re: 昨日のフォーラム

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/11/10 23:57

私も参加しました。パネルディスカッションでは、おそらく主催者も予定していないような会
場から発言したい人が多くおられたみたいでした。（予定されていた人だけが発言されま
したが・・）でも、京都に関心をもっておられる方が本当に多いのに驚きました。もっと違っ
た角度の多くの人の声が聞きたかったなーという思いと、時間がなかったせいもあります
が、ご発言がご自身の活動のご紹介だけで終わったので何か一方通行のような感じがし
たのが残念でした。  
 
私がフォーラムで感じたキーワードは、やっぱり「まちづくりはひとづくり」。ややもすると誰
がやってる団体やとかあそこのグループとは考えが違うレベルが違うとか見栄を張った
り、バラバラにみえる京都人。そんな京都市民ひとりひとりの意識とモラル向上、そしてネ
ットワークこそが、求められているのではないでしょうか？ 

 
返信  

 

  

9 : 昨日のフォーラム

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2005/11/10 09:05

昨日のフォーラムは，平日にもかかわらずなかなか盛況でした。会場からの発言にもあり
ましたが，京都創生に向けては活動したいと思っている30歳代から40歳代の人に，どう活
躍をしてもらうのかが課題だと思います。 

 
返信  

 

 

 

8 : Re: 京都の自然を守り育てる市民の心と行動を

投稿者 ： ポチ 投稿日時 ： 2005/11/08 13:16
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そのとおりと思いますが，何をすればいいのでしょうか。また何かやっているのがあるの
でしょうか。鎌倉などにはボランティアの取組があると言うことですが。 

 
返信  

 

 

 

7 : 京都の自然を守り育てる市民の心と行動を

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2005/11/08 11:39

京都を取り巻く自然についての意見です。私は京都府が現在進めている「京（みやこ）の
景観形成推進プラン」検討委員会委員を務めていますが、造園関係の専門委員からの
意見を紹介しておきます。「かつて東山の赤松の美しさ、赤松林の背後から朝日が昇り、
夕日が赤い光になってまた赤松の美しい景色になる、そんな具体的な光景がありました。
加えて全国的に美しい赤松が枯れてきているそうで、10年20年の目標をたてて赤松を復
活させるような目標も大切。ただ、身近なはずの植物、森林、民林の維持管理がなかな
か難しい。」との意見です。  
で、私からの提案ですが、「悠久の時を経ながら先人が守り育ててきた京都の美しい自然
を、同じ時間を生きている私たち市民が、肌で感じ取り、私たち自身でできることについ
て、具体的な支援策を確認する作業が大切なのではないでしょうか」。まちなかで秋の色
づきを日々味わい、落ち葉や木の実に、生（いのち）と季節を感じることのできる都市-京
都です。美しいと感動する心とともに、大切に守り続けたいとする私たちの意思が重要な
のではないでしょうか。その意思をどう具現化し、支援していくかが、これからの課題だと
考えます。  

 
返信  

 

  

6 : 京都の山はどうやって守られているんですか

投稿者 ： ポチ 投稿日時 ： 2005/11/08 09:24

京都の山は古都保存法で守られていると聞きますが，どんな手入れがされているんです
か。守られているはずなのに，植生が変わってきていると思うのですが。ひょっとして，管
理費がなくってほったらかしだとか？ボランティア団体も何か活動しているんですか？ 

 
返信  

 

 

 

5 :  もう一言

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2005/11/08 09:23

そういえば，12月14日に，法然院で，京都創生推進フォーラム主催の第1回セミナーがあ
りますが，当日説明をしていただける梶田真章貫主も日本仏教をベースとした自然感をも
っていらっしゃいますね。人間が自然と対立する概念だというのは，あくまで明治以後の
キリスト教的な思想がベースになっているんだと思います。  
山折さんの言われるとおり，キリスト教は砂漠の文化から生まれたからというのが影響し
ているのだと思います。風土の問題は大きいと思います。 

 
返信  
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4 : 11月9日のフォーラム

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2005/11/08 09:23

明日，京都会館第2ホールで，京都創生推進フォーラム「京都の文化を未来へ，そして世
界へ～市民が拓く京都創生」があります。  
下鴨神社の新木さんなどは，糾の森の保全にも取り組まれておられますし，自然論に憧
憬が深いので楽しみです。  
 

 
返信  

 

 

 

3 : Re: 風土と文化

投稿者 ： 卯月 投稿日時 ： 2005/11/04 20:34

はじめまして。  
 
私は京都にずっと住んでいますが，年々紅葉の季節が遅く，  
期間は短くなっているように思います。  
ある写真家の方のお話だと，もみじの色も悪くなってきていると  
ききました。  
これも自然環境が変化している現象の一つなんでしょうか？  
 
けれども，毎年，木々は鮮やかに色づいて私たちを魅了してくれています。  
Aさんのおっしゃるとおり，まず，私たちができることから初めて，  
自然について考え，行動して環境を守っていきたいですね。 

 
返信  

 

 

 

2 : 日本人の自然観の象徴としての京都の自然

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2005/11/04 10:16

ログインの方法がわからず、反応が遅くなって申し訳ありません。進行方針は決めずにみ
なさんの意見の流れで進行していきますのでよろしくお願いします。まずは「京都の自然」
について。  
私も「自然」は、京都創生を考えていく上で、重要なファクターの一つではないかと考えて
います。京都の自然景観はいにしえの昔から多くの詩歌や絵画によって表現されてきま
した。現在の日本人にとってもそうであるように、古人にとっても京都はやはりあこがれの
地であったわけです。そこを訪れた多くの文人墨客によって、いくつもの「景観の見方」が
提示され、人々はそれをなぞり、あるいはそれぞれの時代の特性を付加しながら、自然
景観を守ってきました。京都の自然景観の特徴は、人々の生活やなりわいや文化によっ
て、手を加えられ、人の手によって醸成されたものでしょう。ですから自然景観と一言で言
っても、その場所ばしょによって非常に多様であり、幾層もの時代が重なり合って形成さ
れてきたために、実に複雑で繊細な表情を見せてくれます。私たちが今後も京都の自然
景観を守り続け、未来に引き継いでいくために、そうした関係性をもう一度考え、確認して
いく必要があるように思います。ただ、そうした景観形成の特徴は日本のいにしえからの
自然と人との共生（日本人の自然観と言いますか）が基調にあると思います。「日本の文
化の母体としての京都の自然」というよりも、むしろ私は「日本人の自然観の象徴としての
京都の自然」なのではないかと思います。 
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返信  

 

 

 

1 : 風土と文化

投稿者 ： Ａ 投稿日時 ： 2005/11/01 13:52

日本文化を考えると，京都の自然こそが，もののあはれ，侘び寂びなどといった独自の文
化を育んだ母体であったと思います。1200年前の京都は，いや150年前でも今と比べれ
ばはるかに緑と水に恵まれた地であったと思います。京都を創生するに当たって，やるこ
とはたくさんあると思いますが，まず人間も含めた自然について対策を行うことが大切と
思います。 

 
返信  
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