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京都市文化財保護課 50 周年記念シンポジウム「文化財保護の新たな挑戦」 

～ パネルディスカッション 記録 ～ 

第２部 パネルディスカッション 「文化財保護の新たな挑戦」 （約 60 分） 

 

【パネリスト】（★：進行） 

小説家 澤田 瞳子氏 

京都大学教授 岩﨑 奈緒子氏 

京都大学名誉教授 髙橋 康夫氏 

京都府立大学教授 宗田 好史氏 （★） 

【テーマ】 

① 京都の文化財にはどんなものがあり，市の文化財保護施策の対象の範囲をどのように考えるのか 

② 文化財保護法の改正，地域計画の作成により，何が変わるのか 

③ 地域計画作成を機に京都市では文化財保護にどのように取り組んでいくべきか 

 

（宗田氏） 

今日のテーマは「文化財保護の新たな挑戦」です。中でも特に京都市民の役割について，皆さんと一

緒に考えていきたいと思います。順に３つのテーマでお話をお伺いしていきます。 

まずは，京都の文化財にはどんなものがあるのか。そして，京都市は今後文化財の範囲を今後どう広

げていくべきかです。 

２つ目のテーマは，文化財保護法の改正と，今回の地域計画作成にあたりパブリックコメントをお

願いしていますが，この計画で何が変わるのか。どう変えていくべきかというテーマです。 

３つ目は地域計画を機に，新たな課題として具体的に何をすべきか。何が変わるか。我々がどう取り

組むかについて掘り下げていきたいと考えます。 

京都には多様な文化財があります。その文化財についてどうお考えか，まず澤田先生から伺います。

よろしくお願いします。 

 

(1) テーマ１： 

京都の文化財にはどんなものがあり，市の文化財保護施策の対象の範囲をどのように考えるのか 

（澤田氏） 

京都の文化財は多様すぎて，どこから手を付ければよいのか，と考えます。私自身は博物館で働かせ

ていただいたり，親しい研究者には仏像研究の方が多いので，どうしても彫刻・絵画・工芸作品をまっ

さきに文化財として捉えてしまいます。しかし，京都の町を歩けば至る所に文化財があります。お茶も

そう，御能も，芸能関係も，建物もそうです。また，少し掘ると考古遺物なども多く出てきます。生活

の中に文化財が多すぎて，私は文化財の専門家ではありませんが，逆に言うとどこからが文化財なの

か，区分が出来ないと考えます。京都にいると，生活のほとんどが文化財なのではないかと，よく思い

ます。 

専門家でないせいで，どこまでが文化財なのか区別がついていないところもあります。今日はそう
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いうところもお教えいただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

（宗田氏） 

先ほどの澤田先生のお話の最後に「文化財とは現代の私たち自身を知るもの」というとても重要な

フレーズがありました。おっしゃる通り，京都では文化財が市民の生活の中にあり，当然，国や市も一

生懸命守っていますが，まず所有者が一生懸命に守っておられます。だから文化財を見せて頂く際に

は，所有者の方に十分な敬意を払い，失礼があってはいけないという気持ちを持ちます。またその際、

所有者の皆さんのご苦労も垣間見ています。 

文化財がこうして身近にあるのが京都の特徴の一つであり，市民感覚だという気がします。 

岩﨑先生，同じ質問で恐縮ですが，京都の文化財をどうとらえるか教えてください。 

 

（岩﨑氏） 

皆さまがあまり文化財と捉えにくいもの，立ち遅れているようなものについてお話をしたいと思い

ます。つい最近，山城郷土資料館に，『京都スタイル―民具で巡る多文化京都―』という展覧会を見に

行きました。京都府を成す山城の国の都市文化，丹波・山間の村々，丹後・海辺の人々の暮らしについ

て，民俗資料・生活の道具類を並べて展示しているものです。本当に地域の暮らしぶりがよく伝わる展

示内容でした。京都の文化財行政を見ていると，民俗資料に対する関心が少々薄いように感じます。ど

うしても雅な京都のイメージから入っていきがちなので，民俗資料にもっともっと陽が当たると良い

と思います。 

勤めている京大の近くに吉田神社があり，そのすぐ下に今宮さん（今宮社）というところがありま

す。10 月に神幸祭（しんこうさい）がありますが，その祭りを支えている方の集まりに時々寄せてい

ただいています。そうした民俗行事・宗教行事は，観光に役立つというのとは別に，地域の人々をつな

ぎ，地域の人々の生活を支えている分野であり，そのような文化も多々あると思います。このような分

野にももっと目が向いていくとよいですね。 

私は歴史を研究しています。京都の歴史を伝えるものとして「京都の歴史」という大変に大きな本が

あります。「史料 京都の歴史」という様々な町の史料を集めたもので，本当に立派なものがあります。

ただ，全く十分ではないように感じます。 

現在，三十三間堂の妙法院さんの調査を手伝っています。格式の高い門跡寺院だが，妙法院さんから

京都の博物館を通って川の辺りまでが境内地です。そこに住んでいた方の暮らしがわかるような古文

書もあります。京都には古文書が多すぎて，なかなか調査が進んでおりません。調査をすれば京都の

人々の暮らしがわかるのに残念だなと思うことが多いです。 

京大の博物館で仕事をしていて知ったことがもう一つあります。大学の博物館同士で手を繋いで共

に活動をしようということを 10 年ほどやっています。16 の大学の中には芸術系の大学が複数含まれ

ており，芸術系の大学が所蔵するものがなかなか素晴らしいと感じております。近代以降の京都の産

業を支えたような繊維との関わりを示す，織見本や型紙など，本当に素晴らしいものが数多くありま

す。京都の文化財が残った理由は，京都の近代を支えた方が頑張ったからです。どうしてもより古いも

のに目が行ってしまいますが，もっと明治以降の近代の史料にも，目が向けられるといいと思ってい

ます。 
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（宗田氏） 

ありがとうございます。私は所属が京都府立大学なので，京都工芸繊維大学の並木先生とご一緒に

「近代京都と三大学」という共同化教養科目を提供しています。並木先生を通じて工繊大コレクショ

ンを見せていただきますが，素晴らしいものをお持ちです。あの時代のポスターは，フランスに行くよ

りもむしろ工繊大１カ所の方がよく見られるのではないかと思うほどです。その「浅井忠」のコレクシ

ョンは，京都が誇るべきものを所蔵しています。 

また，山城郷土資料館は京都府立です。北の丹後郷土資料館と南の山城郷土資料館はなかなか大勢

の方には来ていただきづらい場所にあります。この場で、府立の資料館を取り上げていただき，府立大

学の立場から本当に感謝します。 

闇が開かれたと思うのは，私は旧山城町にあったので山城郷土資料館かと思っていたほどですが京

都府はかつての山城（山背）・丹後・丹波（東部）で，山城国を広く対象として取り扱っている意味が

よく分かりました。今は歴彩館に納まっている『東寺百合文書（とうじひゃくごうもんじょ）』という

古文書をどう掘り下げていくかということもおっしゃっていました。 

民俗文化財のこともおっしゃっていただきました。京都は民間の催事・民俗行事が数多くあります。

本日も大文字保存会の方もお越しいただいていますが，地域の皆さんが支えていた行事の維持継承が，

過疎高齢化で厳しくなっている現実があります。たくさんの文化財を持つだけに，一つ一つを継承す

る難しさが浮き彫りになっています。 

郷土資料も民俗資料も非常に大きなテーマであると思います。つい忘れがちな，近代の過程で収集

されたものも，今日の基礎になるものである。再度丁寧に見ていくことで，現代との繋がりが見えてく

る良い機会になると思います。ありがとうございました。 

それでは髙橋先生，意見をお願いします。 

 

（髙橋氏） 

共通の京都の文化財にどんなものがあるか。文化財保護法では，先に紹介があったように〈有形・無

形・民俗・記念物・文化的景観・伝統的建造物群〉があります。〈有形〉には〈国宝〉と〈重要文化財〉

があり，史跡や名勝，天然記念物などの〈記念物〉には，〈特別記念物〉と〈記念物〉があります。 

京都市にどのような種類の文化財があるのか調べてみると，国宝の有形文化財は多数あることが分

かりました。特別史跡と特別名勝も少なからずあります。特別天然記念物はないだろうと思いました

が，念のために調べるとありました。オオサンショウウオです。京都市は特別天然記念物も持っている

のです。国指定の文化財のなかで特に格が上の国宝級の文化財が全部揃っている地域であることが分

かました。 

国による文化財保護制度は，すでに 100 年を超える歴史を持っており，アジアでは最も早く始まっ

ています。ただ当初は古社寺保存法という大変限定された保護でありました。それが今では，6つのカ

テゴリーに分かれるほどになっています。ここから「文化財」という概念が，時代とともに変化するも

のだということが分かります。我々は「文化財」のカテゴリーやジャンルが固く定まったものだという

イメージを抱いていますが，果たしてそうなのでしょうか。 

直近では「文化的景観」というカテゴリーが，2004 年に加えられました。今後も，我々の考え方や

生活の変化により，新たな文化財のカテゴリーが生まれる可能性があるのではないかと関心を持って

います。そのような視点からすると，今の文化財保護法の枠組みで文化財を保護・維持・継承していく
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だけで十分なのだろうかと思わざるを得ません。 

そういうこともあり，「京都市におけるこれからの文化財保護の在り方について」（京都市文化財保

護審議会平成 31年 3月答申）において，皆さんのご意見もあり，「京都文化遺産」という概念が，「京

都の人々の生活，歴史と文化の理解のために欠くことができない有形，無形のものすべて」というよう

に大きく広く設定されました。こうしておくと，我々が気づかないものも漏れなく拾えるのではない

か，目配りが出来るのではないかと考えています。それは京都市の文化財保護の大きな方向性の一つ

ではないでしょうか。 

文化財保護法の関係でいうと，文化財の枠組みとは別に「埋蔵文化財」というものがわざわざ定義さ

れています。これは掘ってみるまで分からない，何があるか分からないものまで「埋蔵文化財」として

価値を想定しているのです。これを文化財保護法に盛り込んだことは非常に意義のあることだと考え

ます。逆にいえば，その時同時に，埋蔵ではなく地上にあるもの，生活あるいは歴史と文化を理解する

のに欠くことのできない地上物すべてを文化財として規定していてくれたらよかったのにと思います。

残念ながら現在はそういう状況ではありません。 

「暮らしの中に生きる文化財」は，「埋蔵文化財」と並ぶ今後の大切なカテゴリーではないでしょう

か。そして，「暮らしの中に生きる文化財」を見つけ，知り，守り，活かす市民活動が重要になってく

るように思っています。 

もう一点，お話をさせていただきます。京都の歴史と文化を象徴する文化財があるということは，あ

る意味で当たり前かもしれないです。最近，八坂神社本殿が〈国宝〉に格上げ指定されました。本殿が

国宝に格上げされたのは驚くべきことではなかったですが，他の多くの建造物が重要文化財に指定さ

れたことはやや驚きでした。八坂神社境内の外の御旅所（おたびしょ）やその隣の建物も重要文化財と

なりました。国宝指定とは，重要文化財の指定に加えて文化史的意義が高いことが要件とされていま

す。その文化史的意義とは，祇園祭を支える人々の信仰により維持されてきたことが高く評価された

ということです。祇園祭を支えてきた人々は広範囲にわたるが，主として山鉾町といわれる地域の人々

だと思います。そこでは京町家が多数残って重要な景観をつくっており，また生け花や茶の湯の文化

の発祥の地であり，先ほどの基調講演にも取りあげられた絵師・若冲が生まれ育った場所でもありま

す。様々な文化的・芸術的な活動が行われていますが，実はそういう地域が 1000年にわたり京都の経

済活動の中心であったということは，あまり知られていないのではないでしょうか。 

新町通りは元々「町通り」，その前には「町小路」，つまり店の並ぶ通りという場所でありました。町

＝市場の通りの一番賑やかなところが四条町でした。中世は四条町，少し時代が下がると四条室町，そ

して近現代の四条烏丸が京都の市街中心地ということになります。いずれにしても京都の経済活動の

中心地でした。そういう場所が世界遺産をはじめ様々な文化財を継承しています。それ以上に日常的

な暮らしの中で育まれてきた様々な文化遺産が存在することが重要なのです。文化財をバラバラの構

成要素で捉えるのではなく，山鉾町あるいは京都の経済中心地の文化として大きく捉え，見直してい

くことが，新たな文化財を見つける手立てとなるのではないかと考えています。 

「京都文化遺産」という新概念が，地域の人の目でこれからの文化財を見つけ，知り，守り，活かす

ことになればいい，というのが私の希望です。 

 

（宗田氏） 

文化財保護法の制定は昭和 25年で，髙橋先生はその頃にはお生まれだと思います。その後の第３次
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改正だったか 1975年の町並み保存が開始された時には，だいぶん整理されていました。その後の 2004

年の文化的景観の時には，現役の研究者として大活躍をされ，文化財保護審議会の委員もされていた

ので，髙橋先生の人生は文化財保護の人生と重なる部分がありますね。そう言うと大げさかもしれま

せんが。 

（髙橋氏） 

大げさでしょう。 

 

(2) テーマ２：文化財保護法の改正，地域計画の作成により，何が変わるのか 

（宗田氏） 

この後どう進んでいくかが，今回の文化財保護法改正と地域計画につながる２つ目のテーマです。 

京都市の文化財保護課は，「京都を彩る建物や庭園」「京都をつなぐ無形文化遺産」そして「まち・ひ

と・こころが織り成す京都遺産」という３つの新しい取組みを，この 10数年進めてきました。 

ここで「京都を彩る建物や庭園」とは，埋蔵文化財ではないが「京都の町なかにこんな建物があっ

た！」ということです。近隣住民から「取り壊しすることになったから何とかして」と言われてようや

く気づく，ということがよく起こりました。でも、その段階で保護するのは難しい、それで未調査の文

化財として、町家も全数調査しました。それでも，とりこぼしが多いので，今のうちから「京都を彩る

建物や庭園」として市民の皆さんに知らせてほしい，市民から推薦して欲しいという制度をつくった

のです。毎年毎年丁寧に調べ尽くして，大分広がってきたように感じます。 

「京都をつなぐ無形文化遺産」も同様です。「これは京都の伝統文化だから，どのご家庭でも継承継

続してくれる」と思っていたら，和食離れが進んでいるとか，地蔵盆に参加しなくなったとか，花街

（かがい）にも行かなくなったとか，そういうことがあり，それら一つ一つを「京都をつなぐ文化遺

産」としました。 

最後が「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」で，髙橋先生がおっしゃった祇園祭りの御旅所の

指定にあるように，まちの暮らしを全部まとめてインテグラル（統合的）に守りたいという気持ちが，

この中に取り込まれています。 

そういうことも含めて今回の文化財保護法の改正では，文化財保護を計画的に地域を巻き込んで，

どういう保存管理の計画を策定するかという議論になったのだと思います。 

文化財保護法改正で大変ご活躍をされた岩﨑先生から，この理解でいいのか，実はもっと深刻な問

題があるのではないのか，という話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（岩﨑氏） 

文化財保護法が２年前に改正された際，委員会に参加しておりました。 

「文化財保護」について，文化財自体も身近ではなく，保護と言ってもなかなか「自分ごと」として

捉えられないようなものだったのではないかと思います。 

今回の法改正は，人口減少と少子高齢化など社会的な問題を踏まえ，地域に残る文化財をみんなの

力で保護・活用し，地域社会に役立てる方向性が重要であるという理念で改正されたものです。 

委員会からは，「保存活用が重要である」という提言をしました。その際のもう一つのポイントとし

て「地域に何が残っているのかしっかり調査すること」がすべての基盤になるので，そうした提言をし

ました。 
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現在，京都市をはじめ多くの自治体で地域計画を策定し，地域の文化財保護と活用に意識を向けて

いる状況であります。私は，地域で文化財保護に取り組むことは，とても良いことだと思います。ただ

し，少し心配もあります。国は今，観光振興に力を入れています。京都にとっても観光はとても重要な

産業です。しかし，文化財と観光をあまり直接に結びつけてしまうと，「大丈夫かな」と少し心配にな

ります。先ほどお話した吉田今宮社の神幸祭というものは，決して観光のための行事ではありません。

地域住民のための行事，信仰行事なのです。行政があまりに観光に注力してしまうと，我々の身近にあ

るくらしの文化財にあまり注意が向かなくなってしまうのではないかと心配しています。また，観光

に直結するものに目がいくと，調査がおろそかにならないか，使い過ぎて文化財が傷まないかという

気がかりもあります。 

文化財保護法が改正されて，地域の文化財行政も変化していくでしょう。保存と活用のバランスを

いかに賢く取るのかということが，文化財行政に関わる人たちの腕の見せ所，知恵の使いどころであ

ると考えます。 

バランスをとるために，心に留めておくと良いと思っていることがあります。我々の目の前にある

文化財は放っておいたら残らないということです。「残したい」と思う人たちがあり，手を尽くして，

その思いや心の積み重ねが，今目の前にある文化財なのです。そういうことに対するリスペクト，文化

財の背景にあるもの，下に積み重なった時間に思いを至らせることで，バランスが取りやすくなるの

ではないかと考えています。 

 

（宗田氏） 

ありがとうございます。「地域」とは「地域社会」のことを指すのか，基礎自治体である「市町村」

のことを指すのか，意見が分かれるところだと思います。 

無形・民俗文化財は，地域社会の持続的なご努力により，守られています。しかしその地域社会が

今，急速に変貌しています。明治にできた「家制度」がなくなり 70 年以上になります。「家」が「家

族」になり，その「家族」も解体し，今は一人暮らしのご老人が京都でも急速に増えています。地域活

動を維持しようにも，マンションが建つ度に町内会の加入率が下がっています。条例を作ってまで町

内会を守り，地域を何とか維持しようしていることが，京都市の現在の基本計画の柱でもありますが，

大変厳しい状況にあると考えます。 

京都市でも農村部や中山間地域に行くと，より厳しい過疎化があります。どうにか伝統行事によっ

て地域のつながりを維持する取組があるが，そこに急に観光客が増えたとき，その受入れ態勢に皆さ

まが大変悩んでおられます。 

京都の観光客が増えたのは最近ですが，（観光客が来ることは）昨日今日始まったことでもないです。

また，コロナによるインバウンドの消滅は，ほぼ初めての体験と言ってもいいでしょう。思い起こせば

昭和 16年，17年頃，太平洋戦争の際には観光客が深刻に減少した記録が残っています。そういった経

験があることが，京都の独特の文化でもあります。それらを考えると地域計画の別の側面が見えてく

るのではないかと思います。髙橋先生，これについてはいかがお考えでしょうか。 

 

（髙橋氏） 

「地域計画」という言葉を少し広げて，「まちづくり」と考えてもいいのではないでしょうか。大多

数の方は，「京都」というと「計画都市」というイメージが強いのではないでしょうか。桓武天皇の平
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安京建設，豊臣秀吉の京都大改造など，歴史に残る強烈な出来事のイメージがあります。しかし，実は

そういう政治権力者による都市計画，トップダウンによる都市計画は，比較的短期間に終わってしま

います。その短期間で終わった都市計画の間はどうだったのでしょうか。それは，都市住民が，長い歳

月をかけ，少しずつ少しずつ，まちを作り変え，自分たちの生活空間をより良くしていくという営みが

ありました。平安京ができた年から豊臣秀吉の時代まで数百年もあるが，豊臣秀吉は，人々の長年のま

ちづくりの方式を上手く取り込んで，大規模に応用したと理解出来るところがあります。 

秀吉の手がけた事業でも，例えば御土居は，なし崩しに撤去されていきました。典型的な例を挙げる

と，四条通から八坂神社に行く道は，秀吉の御土居によって切断されてしまいました。御神輿も三条を

回るほかない状況でした。しかし，次第に山鉾町の人が頑張って，御土居に穴を開け，御土居を破って

道を通すということをしました。そういう長年のまちづくりの成果によって，現代京都があると思い

ます。 

その中で大事な点はいくつかあります。今の京都の大切な文化を作り上げたのは，実は戦国時代で

す。京都という都市の規模が一番小さかった戦国の動乱期に，上京と下京の町衆達が必死になって，ま

ちを維持しコミュニティを維持しました。「町（ちょう）」というコミュニティを作り上げたのもその時

代です。そうしたまちづくりの中で，いくつかの無形文化遺産が生み出された。例えば，生け花，茶の

湯などの文化がその時代に生み出されました。狩野永徳などもその時代に生きていました。「町」とは

そうしたコミュニティだと思います。 

生業や生活・信仰などの暮らしの文化そのものが「京都文化遺産」なのです。先ほど言及のあった

「京都を彩る建物や庭園制度」は，そうしたものを拾い上げたいという制度であると思います。 

まちづくりで生み出されてきた文化遺産を守り，維持継承してきたことが京都の大きな特徴です。

市民が財産，文化財として残したいと思うものという視点が一番のキーワードではないかと思います。

市民が自ら文化遺産を守り育むということが，この度の「文化財保存活用地域計画」の一番大事な点な

のです。歴史都市とは「過去の文化遺産を保存していく象徴的な場所」とも捉えられます。また別の見

方をすると，「京都という都市の歴史，あるいは日本の歴史を伝えている場所だ」ともいえます。 

それにしても，京都はいわゆる認知症が進行しているのではないかと感じる時があります。その事

実に気づき症状を軽くするための手立てがこの地域計画だと思います。まちづくりと文化遺産の維持

継承とは，実は同じものの表と裏だと思っています。京都市では，まちづくりに関わる景観政策と都市

計画，文化財保護の政策は一体的でなければならないと考えます。近年それが進んできていることを

ありがたく思っています。今後はそれがさらに進んで統合されることを期待したいですね。 

 

（宗田氏） 

取組が全国的に広がり，文化財保存活用地域計画になっていくともっといいでしょう。 

京都で我々が取り組んだことや「住民市民の力で文化歴史を守る」ということが全国に波及するこ

とを期待します。 

澤田先生も地域計画に関する思いを一言お願いします。 

 

（澤田氏） 

京都生まれ京都育ちですが，大人になっていろんな町に行くと，京都ほど歴史や文化が身近にある

町は本当にないと思います。初めて東京に行ったとき「街中なのに坂がある」ということにとても驚き
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ました。京都にいると，都市というものは平地だと思っていました。ところが東京は，地図を見て近い

ので歩いて行こうと思うと，山があったりします。その時に「京都とは，歴史とは，我々の生活に結び

ついた町なのだ」と思いました。 

その一方で，なまじ文化財が身近にあるだけに，歴史や文化に対して鈍感になっている，当たり前に

なりすぎている，感覚が鈍っているのではないか，と自らを省みています。 

友人の大学にフランス人の留学生が複数来ていたことがありました。ある夏に「今日は child festival

を見に行く」と言い，まとまって出掛けて行ったそうです。残った日本人は child festival が何か分か

らなかったようです。後で聞くと，近所に地蔵盆を見に行っていたらしいです。地元の学生は地蔵盆の

シーズンであることも忘れているし，通りがかっても気にも留めない。しかし，外国人の留学生にとっ

ては，地蔵盆がひとつの祭礼であり宗教行事です。そのことに気づかなくなっています。身近過ぎて歴

史や文化に鈍感になっているのです。 

今回の文化財保存活用地域計画の策定について，大文字などを守っている市民の活動を，我々市民

の側もあらためて認識することが必要ではないかと思っています。 

 

（宗田氏） 

その認識については難しい面があります。地蔵盆を「京都をつなぐ無形文化遺産」にする時に「地蔵

盆は宗教行事ではなく，コミュニティ行事である」という先生もあれば，お坊さんは「立派な宗教行事

だ」と言います。意見が分かれて「どっちなんだ」となる場面もありました。私としては（宗教行事か

否かは）どちらでもいいと思うのですが，「行政が地蔵盆に介入してもいいのか」「政教分離はどうなの

か」という議論もありました。 

歴史と文化，神仏の世界と生活が渾然一体となり，その中に暮らしているのが京都の魅力なのです。

それをいかに将来に伝承するのか。これが次なる課題です。 

 

(3) テーマ３：地域計画作成を機に京都市では文化財保護にどのように取り組んでいくべきか 

（宗田氏） 

最後に「どうする京都市，地域計画作成を機とした文化財保護の新たな挑戦」として，京都市にどう

いうことを期待するのか。髙橋先生から一言お願いします。 

 

（髙橋氏） 

一言で言えば「京都が京都であり続けること」です。「京都」という言葉はありふれていて疑問に思

わないところがありますが，本来は「首都」という意味です。しかし今は首都ではないですね。首都で

なくなった京都が，京都でなくなった京都が，自らを「京都」と呼び続けていることは，面白くも皮肉

です。しかし京都が京都であり続けることが最大のアイデンティティであるとも考えています。 

歴史都市であり続けることは，ある意味京都の運命であると思います。それは，京都文化遺産を守り

育て，維持継承することに他ならないと思います。京都ブランドという言葉が広がっていますが，最近

の「with コロナ」ではないが，「with 京都文化遺産」が今後の京都の生き方ではないかと考えていま

す。 
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（宗田氏） 

岩﨑先生，ご意見をお願いします。 

 

（岩﨑氏） 

私が京都市に対してお願いしたいこととして，保存の部分をしっかりやっていただきたいというこ

とを強く思っています。 

澤田先生から先ほど，京都鈍感問題が指摘されましたが，古文書でもそうです。関東では，17 世紀

初めの慶長時代の古文書が出れば皆さんどよめきます。ところが京都で古文書調査をしていても，（そ

の時代の古文書では）見向きもしないように感じます。中世・室町・鎌倉・平安時代となると喜ばれる

傾向があります。 

しかし，髙橋先生からお話があったとおり，戦国時代以来が今の京都を形づくっているのです。その

ため，少し新しい古文書も大事にして欲しいと強く思います。 

2018年には，15世紀半ば頃にできた川井家住宅という町家が取り壊されるという，とても残念な出

来事がありました。京都だけではなく国内での位置づけも考えながら，保存について，大事なこととし

て考えていただきたいです。 

また，活用に当たって考慮すべきことがあります。それは，文化財の種類によっても全然違うという

ことです。建造物は，ラガーマンのように頑丈で強く，多少のことではびくともしませんが，美術工芸

品は赤ちゃんのように大切に取り扱わなければならないです。種類をよく見極めて，活用するときに

は文化財に無理をさせないように，長く保てるように注意して扱ってほしいです。 

もう一つ。これはお願いです。この計画の委員会のときに委員の先生方が口を揃えて「京都がどのよ

うな町かということを示す博物館・資料館が欲しい」とおっしゃっていました。この時代に新しい箱物

建築が難しいことは分かっています。しかし，京都市には歴史資料館・考古資料館など既存のものもあ

ります。これらを活かしつつ，組織を変え，研究者を置き，京都にたくさんある大学の知識と研究成果

を集積出来る拠点を，京都市でぜひ作ってほしいです。そこに産業界も入ることが出来れば，京都の文

化財を生かしながら，今後の文化財行政を豊かなものに出来ると思っています。ぜひお願いしたいで

す。 

 

（宗田氏） 

ありがとうございます。本日は府立京都学歴彩館の副館長も会場にいらっしゃいますが，歴彩館も

整備されてきました。府と市が一体となって将来の市民の皆さまの役に立つ資料館に，そして日本全

国，世界の皆さまに見ていただけるものを考える重要な時期に来ていると思います。 

澤田先生，意見をお願いします。 

 

（澤田氏） 

文化というものは，本来，一部の人が愛好するものではなく，立場・年齢に関わらず，大人も子ども

も日常的に触れているもので，日常的に関わるべき，関わっているものだと思います。その意味で，京

都のように生活文化と歴史が密接であればこそ，あらゆる世代，多くの関係者が，いずれ実家に戻る大

学生なども含めて，京都の文化に自覚的に関われる場があればよいといつも思っています。私自身も

一市民として地蔵盆を横目に通り過ぎるのではなく，その奥にあるものに，常に自覚的になって生活
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したいと思います。 

 

（宗田氏） 

ありがとうございます。市民と文化財の関わり方が今後どう変化していくかが，本日の大きなテー

マだと思います。地域計画を考えるうえで，あるいは過去の京都市の文化財政策を考えるうえで，市民

と文化財の関わり方，市民による地域再構築の試み，その中での伝統行事維持のための働きかけは，大

きな課題となっています。いつまでも立派なお家、ご家族に文化財を保存してもらう時代ではない。町

衆といわれた古いお宅が今後 100 年間町家を持ちこたえる時代でもなくなってきています。どのお宅

も後継者問題を抱えているのが実態でしょう。 

その中で，家制度によらない市民の力，市民の新しいネットワークで京都の文化遺産を守ることが

大きな課題になってきています。市民の力だけではなく，企業の力を借りることも必要です。市民ボラ

ンティアや NPO，NGO のような取組も必要になります。実は京都は，戦後民主化の過程でのまちづ

くり活動が，景観や文化財を守ってきたという歴史もあります。ただ、高齢化も無視できない状況で

す。新しい市民社会に対してどう取り組むか。これが出来て初めて，地方分権が進んでくるということ

ではないかと思います。 

 

(4) 参加者からのご意見・ご質問に対する質疑応答 

（宗田氏） 

さてここからは，会場の皆さまからいただいているご意見があるので，ウェビナーでいただいてい

るご意見も含めて，ご紹介させていただきます。 

 

① 人口減少社会で，文化遺産を継承するためにどういった新たな取組があるか 

（宗田氏） 

これは難しい質問ですね。 

大文字保存会の会長から伺った話ですが，大文字は，本来は家長と長男が山に登って火を付けるも

のでした。それが難しい状況になって，次第に次男，娘婿，遠い親戚と変化していったそうです。女人

禁制だった大文字山に女性も登れるようになり，段階的に変化してきました。今日お集りの京都市民

の皆さんのご自身の身近な文化遺産ではどうでしょうか。 

私は長男で実家のお寺とのお付き合いをしていますが，７回忌ともなると今では集まる人も少ない

です。墓じまいや戸籍を移すという話も家族から出ています。同様の状況が町家でも，保存会でも，地

域社会や文化遺産でも起こっています。だから文化財の社会化は，NPOなどもっと広い関係者を交え

て考えるべきだと思います。祇園祭，送り火など，地域社会や家族に支えられていたものが，外に開か

れてきています。開いたものを，多くの参加者に支えていただくということだと思います。 

 

② 未来のため，未来に通じる文化遺産とするために何をすればよいか 

（宗田氏） 

今の活動により，未来においてすぐれた文化財となるように，未来に向けて何をすべきかというこ
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とです。この質問者は，澤田先生がおっしゃった「文化財を知ることが現在を知ることにつながる」と

いうお話をもう少し聞きたいのだと思います。澤田先生，お願いします。 

 

（澤田氏） 

我々は，今が歴史の最後であると思いがちです。しかし我々の後にも未来は存在します。考古学で

も，技術の発達により，50 年前に掘ったものを掘り直すと，新たな発見があったりします。今は分か

らないことでも，伝えていくと将来の発見につながり，新たな歴史が構築されることもあります。未来

に伝えること，そのために守ることが重要なのです。 

一方で，大文字保存会のお話のように，時代と共に変化することも当然の流れかと思います。少し前

に，地下鉄で今出川から京都まで行く途中，目の前のお子様が四条で降りて行かれました。祇園囃子の

お稽古なのでしょう。鉾町ご出身で今では分家された北山辺りに住む小さなご子息だと思いますが「あ，

いいな」と思いました。山鉾でお囃子を奏するのは，本来は鉾町にお家があるお子さんであったでしょ

う。「今からおじいさんと一緒にお稽古に行くのだろう」などと考えた時，町が広がっていく，町やお

祭りが変化していくのだと感じました。今後何かのきっかけで人口が再び増えた時には，またそのシ

ステムが変わっていく，文化はその時々で融通無碍に変化していくものでもあります。今ここで潰さ

ずに変化を受け容れることも，未来へ続くための大事な要素なのです。 

 

（宗田氏） 

さすが作家の先生が切り取るシーンは美しい。夕方の市営地下鉄には都心の受験塾に通うお子さん

が多い中，そこを切り取らずにお囃子のお稽古のお子さんとは，素敵です。 

紹介しそびれましたがこの質問をされた方は，澤田先生のご講演で，谷文晁が残した記録が重要文

化財になった点に関心を持たれています。ご講演のいいところを聞いておられると思います。時代を

超えたつながりと未来を伝える若い人達について，お話をいただけますでしょうか。 

また，文化財というと年配の方が興味を持たれていることが多いように感じます。若い人達に向け

て，いかに文化財の保護・活用を伝えていくのか。若い世代を巻き込む仕組み作りについて，これは全

ての先生に伺いたいです。 

まず澤田先生から，谷文晁についてもう少しお話いただけますか。 

 

（澤田氏） 

谷文晁は，松平定信が神奈川の海辺を巡見した際，各地の風景や旧跡を記録しました。現代人が，写

真で記録を取るような感覚だったのでしょう。それが現在は，重要文化財になっています。その時の彼

らはこれが文化財になるという意識はおそらくなかったと思います。ところが後世の人間から見ると，

「記録としても絵画としても面白い」となります。何が文化になるかはその時々で違います。それがま

た文化財の面白さであり，我々が様々なものを守り伝えていく理由にもなります。 

 

 

（宗田氏） 

澤田先生のような方に作品で描いていただくと，作家さんや作品に光が当たります。京都の町を描

く方がじわじわと広がることで，何かが文化財とつながるかもしれないという意識を持つとよいかも
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しれないですね。 

岩﨑先生，ご意見をお願いします。 

 

（岩﨑氏） 

若者を巻き込む仕組みについて，最も大事なことは教育だと考えます。教育というと上から下へと

いう印象ですが，例えば小学校で文化財に触れる機会を増やすことができます。残念ながら総合的な

学習の時間は減少しています。ただ，歴史とのふれあいについて，博物館にあるものという位置づけで

はなく，今住んでいる場所の歴史について考える機会を持つような取組が重要だと思います。 

勤務している博物館では，土曜日に子ども向けのイベントをしています。切り口によっては関心を

持ってくれる子も多くあります。文化財行政の継続と今後の文化財の継承を考える際には，教育分野

との連携はより一層重要になるだろうと思います。 

 

（宗田氏） 

小学生を博物館や能楽堂に連れて行く，茶の湯体験をさせるなどの試みは，京都市もとても力を入

れています。もしも能楽堂で大きな声を出したことを先生に注意されて「もう能楽堂なんて行くもん

か」と思ってしまう子がいるとしたら，非常に残念でもありますが，中には澤田先生のようにお能が好

きだというお嬢さんもいます。どうやらおばあちゃんに連れられてお能に行ったようです。能楽堂の

帰りに初めての和菓子を食べさせてもらったことが最大のきっかけだったかもしれないですね。家族

の中で文化体験を共有する機会を大切にしてもよいでしょう。 

家族の単位が小さくなっていますが，親子あるいは祖父母と共に文化財を共有する機会を持つこと

が大切です。楽しい体験，美味しい体験の積み重ねです。 

髙橋先生は，お孫さんもおられる年代かと思いますが，若い人へのメッセージをいただきたいです。 

 

（髙橋氏） 

一番分からないのが若い年代のことです。 

３人の先生方と同様の考えを持っていますが，あえて付け加えるなら，教育に加えて福祉の観点も

重要だと考えています。福祉というと場違いに思えるかもしれないですが，文化遺産は，心の安らぎや

癒しと深く関係しているという指摘があります。それで，私もしばしばそれを強調するようなことを

しています。 

福祉とは，年配者に限らず年少の子どもたちにとっても大事なことだろうと思います。 

ただ，文化財というものを大層なものとして子ども達に見せると，かえって反発を招くこともある

とかと思います。京都は生活の身近にところに，当たり前に国宝級の文化財があるので，見せ方の工夫

も必要だろうと感じています。 

 

（宗田氏） 

福祉について，より直接的に言うと生と死の問題かもしれないですね。澤田先生の『若冲』を読んで

いると，妻の自死に直面した経験が若冲の作風に表れています。死が隠しテーマになっているような

奥深い小説なのです。 

高齢社会というか，今の人口減少の先には多死社会がやってきます。毎年 120 万人以上が亡くなる
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時代が来るといいます。高齢化の先は，どう老いるか，どう死を迎えるか，同時にどう送るかが話題に

なります。国民が若い時は相聞歌が中心だったが，成熟してくると挽歌を歌う。現代の我々が挽歌を考

える，感じるために文化財はあるのかもしれないですね。それが福祉であるのだろうと思います。 

 

（髙橋氏） 

子どもの心をよく育てるのにも役立つのではないか，と思っています。 

 

（宗田氏） 

子どもの心を育てるための文化財。いつまでも成熟しない私のような不出来な大人にとっても，文

化財はその心を涵養するものであるかもしれないと思います。知識ではなく心の在り様，それが文化

財の持つ大きな魅力ではないでしょうか。 

さて、終了の時間になりました。今日は，最後までシンポジウムにお付き合いいただきまして，あり

がとうございます。ご参加の皆さんから貴重なご意見を寄せていただいたことにも御礼申し上げます。 

京都市の新しい文化財保存活用地域計画は，これから皆さま方のご意見をいただいた上で，完成に

向けてまとめの作業に入ります。新しい時代に，大勢の市民の皆さまのご支援ご協力で文化財行政を

進めていく所存です。今後も京都市の文化財行政にご支援を賜りたいです。 

ご清聴ありがとうございました。先生方，ありがとうございました。 

 

以 上 


