
 

京都市未来まちづくり１００人委員会＜第３期＞ 
部会： 

   環境・景観部会 

メインテーマ  
取り組んできた課題 
めざす目標 

『京都市のまちづくりを環境･景観の面から進める』ことを目指して活動してきた。 
 ○京都だからこそ必要な、環境･景観のまちづくりの課題認識 
 ○「京都の文化」「歴史そのもの」「各産業の礎」「日本人のアイデンティティ」で

ある京都らしい景観の在り方 【【Keyword：京都らしさ】 
 ○環境モデル都市・京都としての世界の範となる親自然，脱炭素のライフスタイルの探求 

第３期の 
行動概要 

● １月から部会会議では、勉強会とワークショップを毎月継続して行った。 
● ７月にシシンポジウム『震災で感じたこと。変えよう、私達の暮らし』を開催

（福祉･コミュニティ部会と共催）し、京町家での暮らしと知恵、自然再生エネル
ギー（小水力発電）、グリーンコンシューマー等を切り口に、行きすぎた消費文明
から自然と共生するライフスタイルへの転換を論じた。 

● １０月『京都未来まつり 2011』では本部会から６企画を立案実施し、たくさん
の来場者と共に、京都の環境・景観のあり方を議論した。    【【資料参照】 

・フォーラム『キョート・ザ・サステイナブルシティ』 
・もったいない THE MOVIE 
・環境･景観部会パネル展示 
・まちなみ・通りの達人をめざして！～三条通りをみんなで歩こう～ 
・まちなかあるき「京町家」見学ツアー 
・プチ自転車フェスタ 

● 「京都市政出前トーク」による＜市政勉強会＞を６回開催し、市関連部署との関
係作りを行った。                      【【資料参照】 

● 外部諸団体とは、主にシンポジウムの講師依頼をきっかけに、複数の団体と良好
な連携を築けた。 

● 委員会内のプロジェクトとは、「山紫水明の京都」「景観フォーラム」との重複メ
ンバーも多く、協力・調整しながら進められた。「あんぶら」メンバー有志とも共
催してまち歩き企画を行った。 

         主な第３期の活動経緯（メディア掲載履歴を含む）  

市政勉強会 第３回（１月）、第４回（２月）、第５回（３月）、第６回（４月）、第１０回（８
月）に開催 

7月 23日 シンポジウム『『震災で感じたこと。変えよう、私達の暮らし』開催 

7月 31 日 町家セミナー『町家の基礎・歴史、住まい方』開催 

10 月 23日 『『京都未来まつり 2011』において６企画を実施 

メンバー 

【部 会 長】藤崎壮滋 
【副部会長】大西 武  辻野隆雄  富家大器  冨家裕久     
【メンバー】朝倉眞一  井上翔一  岩本好子  上岡智子  岡田辰雄 
      岡本紳吾  岡本敏子  上萩 寛    神野洋太  高嶋加代子 
      谷口英明  土岐利加  徳田好朗  内藤郁子  中園涼子 
      中村善治  長屋博久  原田恵美  平岡真美  廣岡 睦 
      藤井容子   堀 正勝  向井 愛  森本浩行  矢尾誓之 
      山田麻未   山田寛仁 

連携した団体など  京町家なんでも応援団 
シンポジウム／フォーラムでのパネリスト、他       【【資料参照】 

サポーターー（委員会外）  
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活動成果のまとめ 
 
１．シンポジウム・フォーラム等を通じ、メンバーの活動を世の中に紹介し、市民と一緒

に議論することができた。その結果、京都の環境・景観まちづくりに多少なりとも貢
献できた。 

 
２．地域の方、ＮＰＯや諸団体の方、行政の方等と人的なつながりができ、それをきっか

けにさまざまな活動が各所で派生していった。多くのメンバーにとっても何かのきっ
かけとなった。 

 
３．京都のまちをより深く知ることができ、メンバーは京都のまちがもっと好きになった

（はず） 
 

第３期終了後の方針／行動計画 
 
部会は第３期で終了です。今後は部会のメーリングリストを残し、緩やかなつながりを維
持・活用しながら、各自がそれぞれの興味分野にてまちづくり活動を行っていきます。 
 
部会内に、連携企画やミニ・プロジェクトが生まれつつあります。 
 
また来年にでも、第 2 回『キョート・ザ・サステイナブルシティ』フォーラムを開催で
きればと思います。 
 

部会からのメッセージ 
 
１１月に開いたシカ肉パーティーでのシカ肉BBQとシカ肉カレーは絶品でした。 
次は牡蠣パーティーを予定しています。多くの方のご参加をお待ちしています。 
 

 

 

主な活動記録写真 コメント 

環境･景観部会 
 

部会会議スナップ 
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主な活動記録写真 コメント 

 
 

 

シンポジウム 
『震災で感じたこと。 

変えよう、私達の暮らし』 
 

７月２３日 
 
 
 

■企画、運営 部会一同 
富家大器 コーディネーター 
藤崎壮滋 総合調整 
高嶋加代子 司会 

町家セミナー 
『町家の基礎・ 

歴史、住まい方』 
 

７月３１日 
 

■企画、講師 
冨家裕久、内藤郁子 
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主な活動記録写真 コメント 

京都未来まつり 2011 
１０月２３日 

 
フォーラム 

『キョート･ザ･サステイナブルシティ』 
 

■コーディネーター： 
藤崎壮滋、冨家裕久、中園涼子 
辻野隆雄 
■スピーカー： 
冨家裕久、内藤郁子、上萩 寛
中園涼子、矢尾誓之、藤崎壮滋、
中村善治、辻野隆雄 
■会場管理： 
廣岡 睦、森本浩行、山口幸一、
加藤こずえ 他 
■企画 部会一同 

 

京都未来まつり 2011 
１０月２３日 

 
もったいない THE MOVIE 

 
■監督 神野洋太 
■製作協力 山田麻未 
 
■コンテンツ協力 
辻野隆雄、上萩 寛、藤崎壮滋、
冨家裕久、山口幸一 

 
 

  

京都未来まつり 2011 
１０月２３日 

 
プチ自転車フェスタ 

 
 

■企画・運営 
辻野隆雄、尾形浩一郎 
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主な活動記録写真 コメント 

京都未来まつり 2011 
１０月２３日 

 
まちなみ・通りの達人をめざして！！ 
～三条通りをみんなで歩こう～ 

 
 

■企画・運営  谷口英明 
■運営協力   岡本紳吾 

 

京都未来まつり 2011 
１０月２３日 

 
まちなかあるき 

「京町家」見学ツアー 
 
 

■企画・運営 
宇野通、冨家裕久、内藤郁子 

 
 

 

京都未来まつり 2011 
１０月２３日 

 
環境･景観部会パネル展示 

 
 

■製作 
富家大器、冨家裕久、辻野隆雄、
尾形浩一郎、藤崎壮滋、 
阿部雅大、谷口英明 他 
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■環境･景観部会の経緯 ＜今後の参考のため、部会を運営する立場から、１年間の部会の歩みを以下に記す＞ 
 
京都市のまちづくりを環境・景観面から進めることが私たちの部会の目的であったが、部会として何を
行っていくべきか何回かワークショップを繰り返す中で分かったことは、環境・景観というくくりは非
常に幅が広く、各部員の関心は必ずしも重なり合わないことであった。また、従来からのプロジェクト
や100人委員会外の活動で忙しく余力がない方も多かった。さらには、部会という新しい仕組みや「全
体行動」という第３期の趣旨についても万人の理解が得られているわけではない中でのスタートだった。 
 
まず部会長と、副部会長 4人（結果的に 3人となった）を中心に執行部を作り、毎月１回の例会を行っ
た。これは開催場所の名前をとって、当初は YAOMON 会議、その後ヒノコ会議と呼ぶようになり、最
後まで部会運営のエンジンとなった。部会長、副部会長ともに、第２期、第３期からの委員で構成する
ことになったのは、第１期からの委員は既に自分のプロジェクトの運営で手がいっぱいだったことが一
因と思われる（ただし第１期からのメンバーは、要所要所で的確なアドバイスをくれたり、大事なとこ
ろでメインプレイヤーとして大活躍してくれたりした。） 
 
メーリングリストを作ったことで、事務連絡は円滑に行えるようになった。 
 
２月、部会内の議論やメンバーの状況を踏まえ、部会の方向性として以下を決定した。 

� 部会は『何ができるか？』を探すアプローチではなく、『何をやりたいか』を育てるアプローチを取る 
� 個々人がやりたいことを、部会は全力で支援する 
� そのために勉強会とワークショップを毎月行っていく 
� 部会は東山三十六峰型、より分かりやすく言えば定食型のイメージ。共通コンセプトのうえで活

動の分野、方法、ペースは各人を尊重する 
� 既に立ちあがっているプロジェクトと部会は仲間 
� 全体行動の「全体」は緩やかな連帯というイメージ 
� 全体行動の方向性はまだ見えないが、それまでに育てた素材を使って美味しい料理をつくる方法

を考える。今は素材を育てる時期。 
 
その後、毎月のようにさまざまな分野で市政勉強会とワークショップを行い、新しい気付きやメンバー
間の交流を促し、チームとしての熟成を図った。その中で「町家」「自然再生エネルギー」「もったいな
い」「自転車交通」「歩きやすい道」「看板建築」「都市の自然」などが部会のキーワードとなっていった。
2011年３月１１日に起きた東日本大震災と原発事故は、テーマ選定に大きな影響があった。 
 
５月、７月に部会で行う「分野別全体行動」として、シンポジウム『震災で感じたこと。変えよう、私
達の暮らし』の開催を決めた。この時点で実働メンバーは当初の登録人数３２人の約半分ほどになって
いたが、その後はほぼ増減がなかった。 
 
７月、シンポジウムを開催した。その後、町家の実地勉強会を開催した。 
 
８月頃、運営会議とモデル形成部会を中心に「全体行動」案の議論が進み、イベントは「まちづくりに
関心のある市民」を対象とし、部会、プロジェクト、個々人がそれぞれ企画を持ち寄る形で行うことが
決まった。これに伴い環境・景観部会としても、１０月の「全体行動」イベントにおいて、これまでの
勉強や活動を集大成として発表することを決めた。この頃から、部会内のサブユニットの活動（歩きや
すい道、自然再生エネルギー、看板建築など）が少しずつ表に出てくるようになった。 
 
そして１０月、『京都未来まつり 2011』において、フォーラム『キョート・ザ・サステイナブルシティ』
ほか計６企画を行った。 
 
その後はそれぞれの関心領域で各メンバーが活動している。部会活動をきっかけとして生まれた活動の
一例として、林業と建築業の交流、町家保全の事業化企画、伏見地域でのまち歩き企画、有機農園やビ
オトープでの活動などがある。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
部会長として運営面でまず心がけたことは、ロードマップ、サイトマップを明確に示すこと。なぜ今こ
れをやっているのか、それは全体の中でどの位置付けにあるのか等の丁寧な説明を心がけた。このため、
部会には必ずパワーポイントで資料を作って臨んだ。次に、運営会議や部会長会議などで得た情報を部
会で共有すること。これにはメーリングリストも役に立った。それから部員の声を丁寧に拾うことと、
居場所を準備すること。だがこの点は３０人を超える人数の全ての人をケアするには至らなかったのは
反省点だ。 
 
これらを行うにあたり、膨大な手間と時間が必要だった。一部の人の善意や義務感に頼っての運営はサ
ステイナブルではない。そもそも第３期のミッションと部会の位置付けが分かりにくかったことも負荷
を増やした要因だが、多人数を束ねて成果を出していくには議事録やＨＰ更新や宣伝広報や報告書作成
などの諸雑務が不可欠であり、このサポートがやや足りなかった。今後は制度設計において工夫が望ま
れる。 
 
部会長を１年間務めて何よりも良かったことは、部会メンバーをはじめ、多くの人と知り合い、深く付
き合えたことだ。この１年間の活動をきっかけにいろいろな拡がりが生まれており、活動のフィールド
も拡がり、世の中の見方も少々変わった。このようなきっかけを与えてくれたことに感謝したい。辻野
隆雄氏、冨家裕久氏、富家大器氏をはじめ、一緒に部会を動かしてくれた皆さまにはあらためて御礼申
し上げたい。またこの１年間、部会運営全般にあたり事務局の山口幸一氏のサポートは大変力強く、心
強いものであった。深く感謝したい。 

（文責： 部会長 藤崎壮滋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■連携･協力をいただいた皆様 

下村 委津子 氏 （NPO 法人環境市民理事） 
辻 大地 氏 （堀川手作り水車の会） 
小島 彩乃 氏 （立命館大学大学院博士前期課程） 
鹿取 悦子 氏 （観光農園江和ランド） 
金山 典生 氏 （サントリーミドリエ株式会社 代表取締役社長） 
田端 敬三 氏 （京都ビオトープ研究会／近畿大学非常勤講師） 
杉井 正治 氏 （NPO 法人 京都・深草ふれあい隊 竹と緑 理事長） 
今居 英和 氏 （eco 通ステーション） 
大島 祥子 氏 （楽洛まちぶら会） 
稲永 明子 氏 （歴史街道推進協議会事務局） 
阿部 雅大 氏 （京都大学大学院地球環境学舎修士課程） 
京都市立伏見工業高校 工学探究コース「水力発電グループ」 
京町家なんでも応援団 
ほか 
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＜資 料＞ 
 
■市政勉強会の開催概要  「京都市政出前トーク」の仕組みを利用  

開催日 テーマ 担当課 
第３回定例会議 

1 月 22 日 
歩くまち京都 

～総合交通戦略～  歩くまち京都推進室、ほか  

第４回定例会議 
2 月 26 日 

緑あふれるまちづくり 
～ランドスケープ政策～  緑政課、河川整備課  

第５回定例会議 
3 月 19 日 

京都市の自転車関連の取り組みについて 
～自転車政策～  

自転車政策課、 
地域づくり推進課、ほか  

第６回定例会議 
4 月 23 日 

京都市の自然景観と文化・歴史景観を支える諸施策 
～自然景観～  風致保全課  

第 10 回定例会議 
8 月 27 日 

サスティナブルな都市づくりにむけた、 
自然との上手な付き合い方  緑政課、循環企画課  

 
 
■町家セミナー 概要 
【日 時】Ｈ２３年７月３１日（日曜日）13：00～15：00 
【会 場】「河原町今出川近くの昭和初期の町家（個人宅）」  
【テーマ】「町家の基礎・歴史、住まい方」  
12：30 開場 
13：00～13：45 一部 「町家の歴史と基本構造」（冨家） 
13：45～14：30 ニ部 「町家の住まい方、使い方」（内藤） 
14：30～15：00 三部 質疑応答とエコについての意見交換  
15：00 閉会 
【参加者】１１人  
 
 
■『京都未来まつり 2011』環境･景観部会企画 

タイトル 補記 

フォーラム『『キョート･ザ･サステイナブルシティ』 
～100 年後も京都が京都であるための自然と環境のまちビジョン～ 

部員８名、外部８名がそれぞれのテーマで発表
し、来場者参加型で議論（詳細添付）。 

もったいない THE MOVIE 身の回りにある「もったいない」を集めた写真
スライドショー 

環境･景観部会パネル展示 
町家、看板建築、いろいろな自転車、まちなか
レンタル自転車、歩きやすい道、などのパネル
展示 

まちなみ・通りの達人をめざして！ 
～三条通りをみんなで歩こう～ まち歩きイベント 

まちなかあるき「京町家」見学ツアー まち歩きイベント あんぶらチームと共催 

プチ自転車フェスタ 尾形さん（観光交通部会）と連携 
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■シンポジウム『震災で感じたこと。変えよう、私達の暮らし』フライヤー 
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■ 『京都未来まつり 2011』環境･件幹部会企画 
フォーラム『キョート･ザ･サステイナブルシティ』フライヤー 
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■「京都未来まつり 2011」環境･景観部会パネル展示 
▼コミュニティサイクルシステム 
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▼京町家 
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