
第 60 回 建築士会全国大会

京都大会

エクスカーション ヘリテージカテゴリーコース

へのお誘い

こんにちは。第 60 回建築士会全国大会京都大会において、最終日に実施される地域交流見学会（エクスカーション）の中の

ヘリテージカテゴリーとして、【京都を彩る建物や庭園】４コースを統括させていただく永松と申します。

“京都を彩る建物や庭園”制度（通称 京彩）、市民が“残したい”と思う歴史や文化を象徴する建物、庭園を推薦しリスト化

する新しい制度です。推薦された建物は審査会によって「選定」し、その中から高く評価されたものが「認定」建物となります

。この評価段階で、既存の制度で未指定、未登録のものについては、詳細な建物調査を必要とします。これらの調査、考察作業

を「京都市文化財マネージャー（建造物）」に登録された者を中心に組織された、私たち古材文化の会 伝統建築保存・活用マネ

ージャー会（通称 KOMO）が、新しい観点での評価も取り入れながら京都市と協働という形で担っています。今回のエクスカ

ーションでは、全 18 コースのなかに、はじめて“ヘリテージ”というカテゴリーを設けていただき、京彩という制度に係る建

物の中から４つのコースを準備いたしました。建物の歴史的背景や住まい手の意識を肌で感じ、観光ガイドでは知ることができ

ない京都をご覧ください。

古材文化の会 伝統建築保存・活用マネージャー会（KOMO）

  エクスカーション京彩コース統括責任者：永松 尚

                  京都を彩る建物や庭園 http://kyoto-irodoru.com/



Ｏコース 【京都を彩る建物や庭園】学びの街                           

●日時   ：12 月 9 日（土）9:00 京都市役所前広場集合

●参加費   ：10,000 円

●定員     ：20 名

●CPD 単位：2 単位予定

●移動手段 ：バス＋徒歩（平坦な道／約 2km、 坂道あり）

●注意事項 ：京都駅解散は、17 時に変更になりますことご了承ください。

こんにちは、О コース担当の KOMO・熊田です。

京都は、大学の街でもあります。今も多くの研究者、学生が集う街ですが、これまでにもさまざまな研究分野で先端を切り開い

た多くの著名な学者を輩出してきました。

このコースでは、その代表ともいえる日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士の旧宅をはじめ、最高学府である京都大

学に関連する歴史ある建物を見学し、昼食をとり、午後は、その中でも京都大学が世界に誇る花山天文台をじっくり堪能してい

ただきます。

近代建築と天体観測にご興味がおありの方に楽しんでいただけるコースです。

その１ 糺の森周辺 「旧三井家下鴨別邸」（重要文化財）   

大正 14 年(1925)に移築による主屋をはじめ、三井家の別邸として

建築された近代和風建築です。大規模、且つ上質な別邸の屋敷構えが

良好に保存されており、平成 23 年に重要文化財に指定されました。

この建物は、我々KOMO が調査した建物ではありませんが、湯川博

士が親しんだ糺の森の南端に位置し、

深い社叢の緑に囲まれながら、この地に歴史を刻んできた建物です。

京都市文化財保護課の解説を添えて、ご覧いただきます。

旧三井家下鴨別邸 http://kyokanko.or.jp/mitsuike/

― 花山天文台の将来を考える ―

旧三井家下鴨別邸



その２ 糺の森周辺                     

１   「湯川秀樹博士旧宅」（京都を彩る建物や庭園：認 定建物）

旧三井下鴨別邸より糺の森の散策しながら、湯川博士の旧宅へ。日本

人初となったノーベル物理学賞受賞後、終の棲家として最後まで過

ごした場所です。

研究や平和活動の執筆を行った書斎から博士がこよなく愛し眺めた

庭、また、博士の人となりを表す扁額の数々によって、『京都を彩る

建物や庭園』制度において、“ゆかり”という評価で最初に認定され

た建物となりました。これらの調査を担った文化財マネージャーが

説明いたします。

その３ 京都大学百周年 時計台記念館            

．   昼食：レストラン「ラ・トゥール」（予定）      

＊都合で変更となる場合もございます．

大正 14 年(1925)、武田五一の設計によって建てられた時計台は、

長きに渡り京都大学のシンボルとして親しまれ続けてきましたが、

平成 15 年(2003)に耐震改修が施され、「京都大学百周年時計台記

念館」となりました。この中にある「ラ・トゥール」で昼食をとり、

出発までの間、歴史展示室もご覧いただけます。

京都大学百周年 時計台記念館 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower

レストラン ラ・トゥール http://madoi-co.com/restaurant/la-tour/

                    

その４ 「京都大学大学院理学研究科付属 花山天文台」        

.                             （京都を彩る建物や庭園：認定）

京都の東山の頂近くの山腹に広がるこの研究施設は、昭和４年

(1929)に、武田五一、大倉三郎らの設計により建てられた鉄筋コン

クリート造の本館をはじめ、複数の専門棟からなる京都大学が世界

に誇る歴史ある天文台です。

全国のアマチュア天文家からも愛され続けてきた天文台ですが、近

年、その存続が危ぶまれてもいます。

今回はここに多くの時間を割き、近代建築としての魅力を感じてい

ただくとともに、柴田台長をはじめとする研究者の皆さんから熱い

レクチャーを受けながら実際に天体観測を体験し、天文台の将来に

ついて考えていただければと思います。

敷地からの山科盆地の風景も必見です。好天を祈りつつ、多くの皆

様をお待ちしています。

京都大学大学院理学研究科付属

花山天文台

http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/    

旧湯川秀樹旧宅

京都大学百周年 時計台記念館

レストラン ラ・トゥール

京都大学大学院理学研究科付属 花山天文台



Ｐコース 【京都を彩る建物や庭園】街なかまち歩き                           

●日時  ：12 月 9 日（土）9:00 京都市役所前広場集合

●参加費 ：8,000 円

●定員  ：20 名

●CPD 単位：2 単位予定

●移動手段 ：徒歩

●注意事項 ：白足袋（白靴下）、懐紙、スマートホン（タブレット）など、それぞれお持ちの方はご持参ください。

こんにちは、P コース担当の KOMO・竹山・池田・中田・栗山です。

幾度の戦火に見舞われたいにしえの京都の町。その度に素早く復興を遂げて歴史を繋いできました。その力は文化に支えられて

いました。茶の湯や能に代表される芸能や学問など、一般庶民の中で日常的に嗜まれて来たものは時に建物や町を甦らせます。

今回は 1864 年（元治元年）の禁門の変（蛤御門の変）の後から戦前までに整えられて来た町家や、時代に翻弄されても尚、

営々と文化を繋いできた能楽堂をはじめとする由緒ある建物を、関係者のお話を聞きながらじっくり味わい、建物を残す意味を

一緒に考えていきます。                                                                             

弘道館ではお茶のおもてなしを受けながら数寄屋建築の空間を体験していただきます。

また、このコースでは、京都府建築士会ヘリテージ委員会が現在取り組んでいる、歴史的建

造物の保存のためのツールとしてのデジタルマッピングのデモンストレーションを行いま

す。

その１ かざりや鐐（京都を彩る建物や庭園：認定）         

先ずは、市役所のすぐそばの通りに面した「かざりや鐐」。

ここは、京都の地で 200 年以上続く錺職の老舗、「竹影堂」が発信す

る金属工芸のアンテナショップとし

て活用されている町家であり、若い職

人が生み出す洗練された銀細工とと

もに、職住一体の町家の姿をご案内い

たします。

かざりや鐐 http://www.ryo-kazariya.com/

竹影堂 http://chikueidou.com/

― まちに息づく建物に宿る文化―

かざりや鐐

美術館でしか見られないような工芸品を直に見ることが出来ます

ミセには可愛いアクセサリーなど手ごろな銀製も！



その２ 大江能楽堂（京都を彩る建物や庭園：認定）      

次に「かざりや鐐」から徒歩で数分の「大江能楽堂」。通りに面した

門構えだけをみると、一見能楽堂と気づかないような風情のこの建

物は、終戦直前に間一髪のところで、建物疎開としての解体を免れた

木造の能舞台建築です。京都の街は、歌舞音曲にゆかりも多く、その

歴史のひとつとして、京都を彩る建物や庭園制度において認定され

ました。

かざりや鐐と同じく、認定に至る建物調査を担った文化財マネージ

ャーがご案内いたします。

大江能楽堂 http://www.asahi-net.or.jp/~tn4m-ooe/

その３ 昼食：本家尾張屋本店                

創業は、応仁の乱よりも古い

御用蕎麦司．

明治初期ごろの木造建築の風

情のなかで、昼食をいただき

ます。

本家尾張屋本店

https://honke-owariya.co.jp/

その４ 街あるき（デジタルマップ体験）           

昼食後、およそ 1ｋｍの範囲にわたり、京都の中心部において、今も

残る町家や、一方でビルやマンションに姿を変えた道中の景観など

をご覧いただきながら、スマートホン等で歴史的建造物をチェック

しながら町歩きしていただ

きます。

                  

その５ 岩崎家住宅（京都を彩る建物や庭園：認定）       

明治初期建築の厨子２階建て、出格子、虫籠窓、加敷造りの軒など伝

統的な意匠を残す町家にあって、

“安心・安全”について独自の哲学で町家に住み続ける所有者のお話

をお聞きいたします。

               大江能楽堂

本家尾張屋本店

まち歩き ルートの後半、京都府庁

岩崎家住宅

老舗の味 宝来そば

近代の町家



その６ 有斐斎 弘道館（京都を彩る建物や庭園：認定）    

江戸時代の儒学者皆川淇園の学問所跡の数寄屋建築。表千家啐啄斎

好み七畳写しの茶室など、ここも近年、解体寸前の状況にありました

が、有志の熱意により新たな勉学の場として現代における学問書の

再興を目指し活用されています。その当事者であり現在管理運営に

当たられている濱崎加奈子先生から建物との出会いや心ある人たち

とのご縁など、実現に向けての身近なお話しをお聞きします。又、数

奇屋建築の専門の桐浴邦夫先生（京都建築専門学校／KOMO 代表世

話人）に建物や文化に関するお話を聞き、お茶席も体験していただき

ます。

有斐斎 弘道館 https://kodo-kan.com/

                    

有斐斎 弘道館 門へのアプローチ

有斐斎 弘道館 主庭

有斐斎 弘道館 広間十畳

有斐斎 弘道館 啐啄斎好みの七畳写しの茶室

桐浴邦夫先生

京都建築専門学校副校長

KOMO 代表世話人



Ｑコース 【京都を彩る建物や庭園】伏見街道                           

●日時      ：12 月 9 日（土）9:00 京都駅八条口バス乗場

●参加費    ：10,000 円

●定員      ：20 名

●CPD 単位：2 単位予定

●移動手段 ：バス＋徒歩（平坦な道／約 2km）

●注意事項 ：

こんにちは、Q コース担当の KOMO・吉岡、笠原、北川です。

豊臣秀吉が整備した伏見街道は、京の五条より伏見へと通じています。今は五条を起点に稲荷までを本町通、墨染までを直違橋

通と呼んでいます。古くから交通の要所として、また初午には伏見稲荷大社へ詣でる人で賑わいを見せていた街道です。戦時中

には深草に大日本帝国陸軍第 16 師団が創設され軍事施設が集中するなど、この歴史の局面とともに町も変化してきました。こ

のような“軍都”の面影を残す、かつては師団司令部庁舎として使われた聖母女学院本館や昭和初期に創業した銭湯を見学しま

す。さらに、鴨川運河と街道とを行き来しながら、街道沿いに残る町家や商家に立ち寄り、住まい手にお話を聞き、町の文化や

暮らしに思いを馳せます。 伏見稲荷と酒蔵だけではない伏見の風景をご案内いたします。

その１ 宝湯（京都を彩る建物や庭園：認定）                 

明治 30 年(1897)、のどかな農村地帯と丘陵部であった伏見深草

の地、勝運と馬の神を祀る藤森神社の隣に、陸軍歩兵第三八連隊が

置かれたことから、この地域の軍都としての歴史が始まり、町の至

るところに、レンガ造や儀洋風の建物が建ち並びました。宝湯も同

様に、昭和 6 年(1931)、和風２階建てという当初の計画から大幅

な設計変更によって、当時流行りであった洋風外観の看板建築とし

て建てられました。大きな円弧を描く櫛形ペディメント、軒のコー

ニス、軍都らしく勲章リボンをモチーフとしたレリーフなどで模ら

れた外観は、多くの銭湯マニアから絶大の人気を誇ります。残した

い銭湯文化と歴史的建造物という観点から、調査を担ったヘリテー

ジマネージャーが解説いたします。

宝湯 http://shigeru.kommy.com/sentouhusimi02takarayu.htm

― 伏見街道でつながる歴史と暮らし ―

― まちに息づく建物に宿る文化―

宝湯

吉岡              笠原



その２ 伊東家住宅（京都を彩る建物や庭園：認定）       

伊東家は、現在のご当主で 15 代を数えます。

深草の地で、街道に面し、江戸享保期の母屋棟と明治初期の座敷棟

の２棟が接続された構成の主屋などからなる屋敷構えは、江戸中期

以降の農家と町家の関係を表すとともに、またそれぞれの時代を反

映しており、主に外部からだけではありますが、伏見街道の歴史を

彩る貴重な遺構の風情をご覧いただきます。

その３ “軍都から学生のまちへ”              

.    聖母女学院本館（京都を彩る建物や庭園：認定）      

明治 31 年(1898)以降、多くの連隊や司令部がこの地に置かれた

後、明治 41 年(1908)、賛否両論が渦巻く中、陸軍第十六師団司

令部庁舎が建てられました。深草フチ町あたりで焼かれたものとも

言われている赤レンガをイギリス積みで施した建物は、明治建築を

象徴するものでもあります。第二次大戦後、陸軍の解体とともに国

から払い下げられた建物は、現在も聖母女学院の本館、学び舎とし

て、内外部に西洋古典建築の様式美を今に伝えます。

菊の御紋のマントルピースと壁に掲げられたクルス(十字架)の組み

合わせは必見です。

聖母女学院本館 http://www.seibo.ed.jp/about/symbol.html

その４ 昼食：そば茶寮澤正（京都を彩る建物や庭園：認定）  

東山の閑静な地に建つ、昭和 2 年(1927)に建てられた郊外型別邸建

築の遺構を活用した創作蕎麦懐石料理のお店です。大規模な屋敷構

えのうち、唯一現存するこの建物は、もともと接客用に建てられた

離れ棟であり、和風住宅に洋館を敷設した家屋形式の内部は、古風

な中にも形式に捉われていない書院風の座敷、野趣に富んだ茶室、

モダンな洋室で構成されており、窓から望む木々や竹林と共に、昼

食を味わっていただきます。

そば茶寮澤正 http://sawasho.jp/

その５ 龍谷大学深草町家ｷｬﾝﾊﾟｽ（京都を彩る建物や庭園：認定）

龍谷大学深草町家キャンパスは、建築基準法の適用除外規定を活用

した全国初の条例である「京都市伝統的な木造建築物の保存及び活

用に関する条例」適用第 1 号として改修され、保存建築物に登録さ

れた建物です。当日は、京都市役所担当課の方に解説していただき

ます。

龍谷大学深草町家キャンパス

http://www.ryukoku.ac.jp/fukakusamachiya/

             伊東家住宅

聖母女学院本館  

そば茶寮澤正

龍谷大学深草町キャンパス



その６ 鴨川運河沿いまち歩き                

明治のころ京都に琵琶湖疏水が引かれ、その内冷泉放水口から伏見

までの区間を「鴨川運河」と呼ばれています。運河の機能は既に無

くなっていますが、地域の歴史を今に伝える貴重な遺産です。また、

広い空、連なる橋、滔々と流れる水は、日常に溶け込んだ暮らしの

風景として、地元の人たちに親しまれています。この鴨川運河の魅

力を伝え高める活動をされている、「鴨川運河会議」のメンバーの方

に案内・解説を頂きながら、運河とその周辺を散策します。

その７ 丹嘉（京都を彩る建物や庭園：認定）         

全国に多数残る土人形の元祖とも言われる伏見人形。その民俗的な

姿かたちは、伏見稲荷と共に庶民に愛され、江戸後期に最盛期を迎

えました。往時は 60 以上を数えながら、今では唯一残る窯元、寛

永年間創業の「丹嘉」をご案内いたします。

明治中期から後期にかけての建てられた、生きた職住一体の姿をご

覧いただきます。

タイミングが合えば工房にて実際の製作の様子もご覧いただけます。

京都・伏見のお土産として、おひとついかがでしょうか。

伏見人形窯元 丹嘉 http://www.tanka.co.jp/

その８ 松井家住宅（京都を彩る建物や庭園：認定）      

この建物は、大正 14 年(1925)に購入された後、昭和 5 年(1930)

に産院を営むために兼用住宅として改築された町家です。前面の洋

館 2 階建て(産院棟)と和館 2 階建て(住居棟)の２棟からなり、昭和

40 年頃まで、市内でも評判の産院として地域に貢献してきました。

外壁に布目タイルが施された洋館部分は、当時は界隈のなかでひと

際目立ち象徴的な存在だったと思われます。また窓枠やハンドルな

どは当初のまま残されています。そんなレトロな空間を今後、どの

ように活用するかについても、ヘリテージマネージャーとして助言

を求められており、所有者のお話をお聞きしながら、一緒に考えて

みてはいかがでしょうか。

                    

鴨川運河（琵琶湖疎水）の風景

丹嘉

松井家住宅



Ｒコース 【京都を彩る建物や庭園】桂界隈                           

    

    ●日時  ：12 月 9 日（土）9:00 京都駅八条口バス乗場

●参加費 ：10,000 円

●定員  ：20 名

●CPD 単位：2 単位予定

●移動手段 ：バス＋徒歩（平坦な道／約 1km）

●注意事項 ：

こんにちは、R コース担当の KOMO・風月です。

洛西と呼ばれる京都の西に広がる地域。古来よりこの地域には、渡来系の豪族秦氏が居住し、京都の文化に大きな影響を与

え、また近世においては、山陰街道が敷かれたことにより、桂や樫原など宿場町が栄え、また、桂の地は古くから月の名勝

とされてきた故事もあるなど、数々の由緒を持つ郷です。                             

このコースでは、風光明媚で多くの人に人気のある桂離宮や苔寺などの有名観光地を横目に、まだあまり知られていない歴

史的建造物のいくつかをご案内いたします。

その１ カトリック桂教会（京都を彩る建物や庭園：選定）      
まず最初は、DOCOMOMO JAPAN にも選定されている昭和 40
年(1965)建築のカトリック桂教会です。日系アメリカ人で木工家具

デザイナーであるジョージ・ナカシマによって設計された国内唯一

の建物です。

1960 年代頃に日本で全盛となった HP シェル構造による大胆な造

形、少々粗めの素材感に満ちた打ち放しコンクリートの表情と、当

時の家具デザイナーならではのインテリアデザインなど、厳かな光

ともに、そのままに近い状態で残されている戦後モダニズム建築の

魅力を感じていただきたい空間です。

カトリック桂教会 http://catholic-katsura.life.coocan.jp/

― 知る人ぞ知る、京都桂界隈の歴史的建造物を巡る ―

カトリック桂教会



その２ 玉村家住宅／樫原本陣跡（京都を彩る建物や庭園：認定）

京都市指定有形文化財としても評価されている近世の山陰街道にお

ける樫原宿の本陣跡です。主屋は、寛政 12 年(1800)頃の建築と推

定されており、内部３室を書院造りにより構成し、そのうち奥の間

を上段の間として設えてあることなどは格式と体裁を表したもので

あり、市内に残る唯一の本陣遺構です。ご当主による建物への思い

をお伺いし、また、以前調査をされ、また京都を彩る建物や庭園に

おいても調査の全てを監修していただいている中川等先生(大阪産業

大学／古材文化の会副会長)にも解説をいただきます。

玉村家（樫原本陣跡）

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000189345.html

                    

その３ 淨住寺（京都を彩る建物や庭園：認定）        

．    ～昼食（お弁当＋α）               

樫原地区から上桂の方へ移動、非公開寺院の黄檗宗葉室山淨住寺を

訪ねます。

寺伝によれば、大同 5 年(弘仁元,810)に嵯峨天皇の勅願寺として

慈覚大師（円仁）によって天台寺院として創建され、その後、律

宗、黄檗宗と宗派を変えた寺院であり、現在の本堂は、元禄 10 年

(1697)に再建されたものであり、築 300 年以上で伊達家から移

築された方丈などの中世の面影と豊かな自然を感じながら、担当の

ヘリテージマネージャーのおもてなしの気持ちが込められた昼食を

いただきます。

淨住寺 https://shojo.localinfo.jp/pages/115452/page_201509212131

その４ 山口家住宅／苔香居 （京都を彩る建物や庭園：認定）

平安時代からの家筋で戦国時代よりこの地で居を構えた山口家。

2001 年までは住居としても使われていましたが、現在は「苔香

居」と呼ばれ、国登録有形文化財として公開されています。

美しいかやぶきの屋根が壮大な長屋門が、泰庵と名付けられた茶室

やその名のとおり苔が美しい庭園などに彩られた屋敷の内部へと誘

います。

山口家（苔香居）http://www.kyotofukoh.jp/report744.html

http://miyakomanabi.jp/facilities/index.php?act=detail&id=1231

玉村家住宅／樫原本陣跡

淨住寺

山口家住宅／苔香居

中川等先生

大阪産業大学准教授

古材文化の会副会長

京都を彩る建物や庭園調査監修



その５ 中村軒（京都を彩る建物や庭園：認定）              

最後は、明治 16 年(1883)創業、桂離宮を眼前に控えた甘味処、

御菓子司中村軒へ。老舗饅頭屋として活用すべく、多少手が加えら

れていますが、むくりのついた大屋根に煙出し、虫籠窓など伝統的

な外観を残しています。12 月の初旬、座敷の囲炉裏には火が入っ

ているかもしれません。お饅頭などを召し上がりながら、ほっこり

と、ツアーの疲れをいやしてください。

中村軒 http://www.nakamuraken.co.jp/

                    中村軒


