
1.見つける

●「今まであまり知られていなかったものの掘りおこし」 ・昔からの技術
・ちょっとした産業遺産
・暮らしの中の風習・・・

昔の職人さんのこだわりや
技術を見出せる。
センス、意匠に優れてい
ることが多い。

左京区・右京区山間地
域には近世マンガン鉱が
至るところにあったらしい。

上賀茂の地域が
室町時代の都市計画に
よって作られたこと

古い建物で古いだけでな
く使われている材料が今
ではないものがあることを
専門家が指摘してくれた。

日常、暮らしの中の文化
『お千度参り』

賀茂地域の家にある
「龍の口」排水施設の調
査・研究

住んでいるものには分か
らなかったが、訪問下さる
方から建築材や様式につ
いて評価いただいた。

元学区単位の歴史
意外と江戸～昭和が住
民に伝わっていない。
カンチガイしている。

地元の人が参加しなく
なった祭りで，他地域の
人ががんばっている。
（ゑんま堂狂言）

人の暮らし、生業、地域の
産業などが残され感じられる
ところに魅力を感じる。

大正～昭和の京都の洋
画家の生活は興味あり。
ぜひ文化遺産として格上
げ申請をしてもらいたい。

手しごとの職人さんの技
が知りたい。
どこに行けばその仕事、
作品に会えるかが分かる
サイト表示等知りたい。

新たな伝統・文化の魁（さ
きがけ）となるものの発見、
発掘

築後100年経過の建物
保存維持の価値あるも
補修必要。その資金が
不足

「京都」にとどまらず「日本」
「和の文化」・・・を体現する。
代表するものの発見・・・

●「見つけるしくみづくり」

”彩る”について
自選は、良さに自分では気
づかない。他選は、そのお宅
へ迷惑ではと京都人の控え
目が災いしている。
専門家が市中を回ってお声
掛けを直接してはどうでしょう。

多様な視点で見つける。
・建築だけでなく土木的
なもの・・・・
・住民の視点、観光客の
視点、多様な世代の視
点・・・・

親が残してくれた家の価値
を知りたくて調べてもらって我
が家の価値が解った。

「見つけた」推薦者に対して
の連絡（通知）がない。
所有者のみでいいのか？
『京彩』

見つけるのに建築や修理、
歴史の専門家が見て価値が
ありますよと声をかけてほしい。
大切な値打ちに気づかずに
相続等で売ってしまう方が多
い。

小学校などの校外学習で各
所を巡り、各自で発見するこ
とを課題にすれば？

・専門家の活用
＜価値の発見＞・・・

●「文化遺産への想い」

祖先が連綿を続けてきた。
生活の基盤である古民家を
守り続けていきたい。

作り手や保有者の「次の世
代に伝えたい」という思い

「文化財」「文化遺産」という
場合、「文化」が単なる形容
詞になっている。
歴史と宗教を目をそらさず正
面から向き合う「文化」を主
語にしてほしい。

古都の名にふさわしい歴史
的遺産を大切に

京町家の町並

埋蔵文化財

歴史的建造物
（その価値・役割）

・「文化」としての本質
・伝えていく思い・・・

参加者からの意見一覧
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2.知る

●「知る」「知ってもらう」ための手段・機会の多様化

・メディアの多様化 ・アクセスの容易化
SNS Web

●実体験も大事！！
・知ってもらうための「活用」も必要

利用しやすいようデータをクリ
エイティブコモンズで発信

SNS等を利用する。京都
市の文化財的な物に特化
した上で載せる。

市民新聞等にシリーズ化と
して紹介する。

Facebookで情報発信して
いるが、文化財を集約した
HPで編集できるとおもしろ
い。

検索しやすいWebサイト

市内で行われている祭り
（民俗文化財）の日程と
場所をワンストップで調べら
れるHPがあれば・・・（見逃
さないように）

「京都を彩る建物や庭園」
の認定プレートを屋外取付
できるタイプにする（登録文
化財の様なものに）。

良い活用事例の情報にもっ
と手軽にアクセスできるように
する（フリーペーパー、インタ
ビューサイトなど）。

リストやマップを作成して周
知をはかる。

市のHP等で施設の紹介を
する。

ちらし配る。手紙や案内を
送る。

多くの人に知っていただくに
は実際に見てもらうのが良
いと思っている。

建物調査の時、所有者さんも
一緒に作業していただくのはど
うでしょう？

中に入りにくい お寺に入る
（住職に話をきく）。

(元) 学区内で住民関係
街歩き（→春日はしてい
る）→京都遺産アプリにい
かす

昭和を地元で語る飲み会

単に公開し、見学するだけ
ではなくイベントを開催する
などして建物に滞在し使うこ
とで魅力を体感・体験する
ことができればと思う。

仏像の修復完了。より多くの
人々により多く知ってほしい。

お膳のお供え。町内のより多く
の在住者に知ってほしい。

施設の開放

頭でわかる「知る」より体験
によって得られる「知る」がよ
り身近に感じられる。

公開やスペースの活用によ
り知っていただく。

●行政サイドへの期待 ～制度周知、教育プログラム・・・・

京都市には長期的包括的
な計画で文化財保護をす
すめていただきたい。

学校教育の中に「文化財の
保護・活用」のプログラムを
組み込む。

「京都を彩る～」「京都をつ
なぐ～」制度の広報活動が
足りていない。

ボランティアスタッフの協力に
よる展示会の開催

いろいろな補助金制度のリ
スト

文化財を保存活用するに
は経済的に必要なシュミ
レーションが是非必要

●問題点・不安 ～資金、盗難・・・

文化財の説明書を表示⇒
盗難が心配

内部の電気設備、壁etc
修理が必要だが資金が皆無

内部を整備したいが、資金
不足で困っている。

ホテルの増加。京都の良さ
がなくなる。
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3.守る

●改修・維持のため資金獲得 ～補助金の充実や相続税の減免等～
維持に金がかかりすぎる。
当面は何とかなるが、代が
変わると厳しい。

年齢的に自宅庭園の活用が
困難となっている。（来客へ
の説明等）

建物の改修、維持費用に
困っている。

神社の修復は、一部をすれ
ば（付近の施設まで）連続
する修理になり、費用が心配

維持に経費がかかり、個
人でこれからどれだけ現状
維持できるか不安。

老朽化。修理費がない。

「ハード」→私有地のため、
遺産相続・固定資産が問題

昔からの上下水道などの
改修に非常に金がかかる。
住友林業の「百年の家」な
ど、家の間取りや建物の傷
みを調べてくれる。同様のこ
とを市でもしてほしい。

修復または新装の資金不足

補助金が必要（毎年）

所有者の高齢化、補助金の自己
負担率の軽減を

財政的負担の軽減化

補助金柔軟性

なんといっても補助金。早い者勝
ち、次年度廻し、頭割りで額が減
る、どちらも使いにくい。

維持管理、税金

保存、維持に対しての補助、助成

固定資産税の軽減措置はない
のか

神社の修復に時間がかかる
（ランク付けを公開する） 。

先立つものがなければ保存もまま
ならないので補助金など支援が
もっとあればと思う。

生産緑地法と同様の納税猶予
の仕組みを考えてほしい。

固定資産税などの補助。現状維
持だけでも大変。

大屋根を葺き替えた際、３分の
１の補助金もらえ、ありがたかった。

補助金のフローチャートが欲しい。
文化財保護課だけでなく、横の課
との連携、並行して使うことができ
るのか。

将来、遺産相続の問題があるが、
公正証書を既に提出している。
相続税の軽減措置はどうなるか。

修復時に援助が欲しい。

将来を考えると、相続税の減免
アップ。

●担い手の確保

後継者不足

住居である場合、そこに住
まう「ひと」とセットで価値が
高まり、その「ひと」が亡くなっ
たときが難しい。

若手の参加不足

御膳のお供え
700～800年続いている営
みだが年々協力者が減少。

高齢の母の家。自身も高
齢。先が見えない。

町内、文化財保存壊の推移。
※保存会役員の減少、高齢
化等

●技術継承や専門的人材育成

守るためには「人（専門家
等）の育成」木造技術、レン
ガ学の組積造の技術

木造建築の専門コースの設置な
どで後継者を育成してはどうか。

伝統的建築、内装技術を提
供してくれる職人との交流の
場があるとよい。

岡崎公園他、庭園業者が雑草
を切るだけ。桜等、シルバーの活
用を。昔のように、老人の仕事、
知恵も大切。

・コミュニティの理解や民間企業など新たな主体との連携

以前より空き家が増えている。氏子の減少。神社、古い
氏子の子息が町を出る。
新しい住民が居住する。新
住民を氏子にする取組は。

コミュニティの協力と理解が得
られない。

古い建物等なので、修理を
して保持していくのに費用が
かかりすぎる

建物が大きければ自然災害による
被害の修復に多大な費用がかかる。

●周知・共有の仕組みづくり

民間企業とコラボできる接
点を見つける、つなげ合う
場があれば。

個人所有古文書のデジタル
アーカイブ化
（京都市指定登録）

所有者の日々の不安、将来
の不安を伝えられる所をつくる。

「こま札」→本にして。アプリで
は検索にひっかからない。

特に下京、中京、上京など
学区内で、守る意識を高め
る話をしてほしい。身近すぎ
て気づかないことが多いので。

継承されてきた古いものを守っている
人のおかげで今在ることを知ってもら
う。宣伝力に偏らない歴史的な目
線から。

大きな災害でなくとも、大
雨、台風直後、被害状況
を伝える機関があればよい
と思う。情報をまとめ、対
処も効率的にできるとよい。

●災害から文化財を守る
自然災害による破損に
困っている。水害、風害、
火災、地震、落雷・・・

自然災害の多発する現代、山
林保有事業所においては近隣
住宅への倒木等の問題。

台風、災害時の文化財維
持のための支援の幅を広
げてほしい。

木が大きくなり、自社殿、近隣
家屋に影響を与えないか心配。
前年の台風で倒れた木がある。

●その他意見

”京都を彩る建物や庭園”
の中に我が家が入っている
が、現にそこに住んで生活
しているので維持管理に気
をつかっている。それを正面
から考えると気が重くなるこ
とがある。

町家だけでなく他のカテゴリ
の建築も残していけるように
してほしい。

周囲の住民が大変困っている。
中国人に転売されたものは古民
家を守れない。歯抜け状態、駐
車場ばかり。岡崎地区に不動産
屋が・・。

観光協会の運営の見学会
を、寺社以外に門を大きく
広げてもらいたい。

公開して多くの人が出入り
すると、保存の観点からは
傷むのではないかと不安。

勝手に石碑を建てる人がおり、
史実と異なるポイントとなっている。

住宅宿泊事業的な活用が難し
くなっている。→文化財の活用の
方法が実際には困難。

岡崎公園の芝生の維持が大変。
開催業者が車を入れる。なくす
べき。

庭の掃除のごみ、秋の大量の落
ち葉を棄てる袋と引き取り。

文化財を守るために出てくるゴミ
（枯葉、倒木、来場者の投棄
など）は施設内処理施設も補
助してほしい。

・どう守るのかの知恵の共有
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4.活かす

●住み続けること
地域づくりと共に活かす

●今求められる活かし方を捉える

●情報通信技術を活用する
●子ども、若手と一緒に、
有識者と一緒に活かす

●模索・・・

不安・・・
どう解決する？

「活用」は誰に対しての活用
か？！「観光振興」か、「地
域振興」か、「芸術振興」か
が難しい。

文化財のネットワーク化による
ストーリーの作成、発信。観光
資源への活用

「京都を彩る建物や庭園」と
「京都をつなぐ無形文化資
産」をコラボしたイベントなどを
企画してはどうでしょうか？

類似のネットワーク化による観
光資源としての文化財の活用

現在月に2回ヨガ教室を行って
いる。

所有文化財にてco-
workingスペースをしている
（オフィスは文財！）

ハウスミュージアム構想。その
お邸ならではのゆかりを公開
（一部屋だけでも）

地域の文化財住宅等といっ
しょに地域おこしできるといい。

宿泊施設と協力し練習風
景を見学できるようにする。

美術館の充実
書画、古文書

地域のシンボル（滋野井）
を地域の人と移設プロジェク
トをすすめ冊子を作っている。
→教育委員会の協力

学区ビジョン内に学区の歴
史を平安から入れ、地域の
人に知ってもらった。

学区かみぎゅうくん（上京区
のマスコット）をつくり、学区
のシンボルをイラスト化した。

活用の根本は住み続けるこ
とだと思う（個人所有）

地域の魅力を多くの人に
知ってもらい、興味を持っても
らえるように発信していきたい

文化財所有者は必ずしも何
にでも誰にでも使っていただい
てもいいと思っているわけでは
ないので、マッチングサイトなど
があると良い。守秘義務で。

地図、GPSを古文書・古建
築図面をつなげることができ
ないか。

若手の育成（少ないが）

ジュニア京都検定は全てを
網羅しているので、子どもが
知りたいこと一つを出前授業
してみては。

文化財保護の理解者を少
しでも増やすために梅林さん
や文化財保護担当者の
方々に見て頂いたり相談し
たりする。

公開して多くの市民に見て頂
きたいけど不特定多数では
不安がある。

公開したいと思っているが、そ
の方法がわからないので模索
中

交通の便も良く活動ができる
かと思うけれど、きちんと使って
もらえるのか。自分たちは住
むところがなくなるし。

維持するだけでも負担がかか
るうえに、何か活用する取組
を行った場合に、次の世代に
負の遺産とならないか不安

自分が使わない期間の活用
方法が無い。民泊新法が京
都は厳しすぎる。文化的建
物の援助を。

文化財の保護や維持に関
するマナーの向上

施設の破損や維持に関す
る財政的負担

特集 記念館としての公開
も考えたいが、整備資金が
皆無

お膳のお供え 長年続いて
いる営みを絶やしたくな
い！！

●これまでの取組をつなぐ

●活かすためのモラル・マナー、
資金の確保が必要
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5.その他

●しっかりとした調査
情報共有・情報発信を！

●共に知る、ふり返る 共に考える、提案する
共に取り組む

●もっともっと連携を！
～民間・大学・市（他部局）・市民～

●行政の支援の在り方を高める
～情報・税・ファンド・補助金～

●その他

各区の取組事例の把
握。上京では『史跡と
文化』を54号も発行し
ています。

悉皆調査→再発見を
含めた発見！！

ハード・ソフト→時代別
のものが地域別に見え
る化すると住民の興味
が出るのでは。

古文書のデジタルアー
カイブ発信し、研究・観
光・まちあるき・防災に
使えるよう、京都市が
支援・事業実施

選定件数の整理の時
期。プライオリティ要

保有者と活用したい人
のマッチング（お見合い
会）

"京都を彩る建物や庭園
"制度を一般の方にも広
く理解して頂きたい。また、
次の世代にも継承してい
く為にも所有者の子ども
や孫の方にも「彩の会」に
少しでも多く積極的に参
加して欲しいです。

今回の時間や人
数のみでなく、広く
公募する機会が有
れば良いと思う。

所有者と行政側の
気軽な相談窓口を
設けられないか
（ネットでの掲示
板など）

様々な問題が解決でき
ず貴重な文化財が消え
てしまった。負の情報の公
開で再発を防ぐための公
開ワークショップ等の企画

改修や活用の提
案を募る場（機
会）をつくる

京都という都市を考
えるときこれ以上町
家を安易につぶさな
い様取組が大変重
要と考える。

市民向けの個人文
化財見学ツアーを多
く企画して欲しい。

子供達の探究心を
見出し、歴史を踏ま
えた名所探検

京都市よりも民間の不動産
業の方が多くの情報やノウハ
ウ、フットワークを持っている
ケースが多いので、うまく民間
とタッグを組んでほしい。相続
しても補助金の案内しかしてく
れない。

地域にある大学などのご協
力があれば展開していくので
は・・・・

まち再生、市民協働、地域
自治、区役所→一緒にWS
した方が活用マッチングにつな
がる。

京都市役所内の他局、特
に都市計画局との連携が必
要では？

北山杉の復興計画があれ
ば、その一部でお役に立て
ないだろうか。

文化財保護課だけでなく交
通局等の連携をとれば良いと
思う。

近隣の地域（大津市）と
連携、情報交換する。

家族の初合、近隣との交際、
もっとともに協力協議が必
要と思う。更なる積極的関与を期待

満足して住んでいる家（今
の生活に合うように直してい
る）を改めて町家にするのは
大変です。

個々人の活用計画に対し、
公の支援がどこまでできるの
かを提示して欲しい（メ
ニュー化）。

文化財維持のための支援の
幅を広げてどの程度金がかか
るか理解して欲しい。

宿泊税の使い道をもっと京
都以外の地域の方に知って
いただき（ex:三条通の無
電柱化など）京都に宿泊す
ることの意味を知ってほしい
（他府県と差別化するため
に）。

市独自にファンドを作り、参
加者に資金を求める。その
金額に対し相続税の減額を
行えるように。

文化財を残すには補助金の
アップを。

町家等を残すため、他都市
を参考に。金沢市のように固
定資産税半額、又相続税
などの・・・。このままでは残ら
ない！！

文化庁京都移転に続き、宮
内庁京都移転
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