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「高瀬川・つながるシンポジウム」からの提案 

 

 

1920年 2月 3日、千数百名もの京都市民が集まり、道路拡幅のため高瀬川を埋め立てる計画に異議を申し

立てました。この集会を主催したのが「高瀬川保存同盟会」であり、今日の高瀬川保勝会のルーツです。 

以後、高瀬川保勝会は銅駝、立誠、永松の各地区（二条～五条）に継承されましたが、近年、南部の菊浜、崇仁地

区に設立され、今年、JR線以南の東九条地区にも設立されることになりました。 

高瀬川保存同盟から百年後に高瀬川保勝会がつながる歴史的な出来事を記念して、地域の自然と歴史文化

を守り発展させることを再確認するシンポジウムを 2019年 1月 26日に開催しました。 

このシンポジウムの中で、地域のまちづくりへのユニークなアイデアがいくつか提案されました。（今回は、京都市立

芸術大学の移転が進行している崇仁地区を対象としました。） 

提案は提案者個人の自由な裁量で行われたものです。今後、地域での活動や人々の議論の中で、磨かれ深め

られてゆくことを期待します。 

 

2019年 2月 シンポジウム提案者一同 

 

 

 

3地域の位置づけ 

 

高瀬川でつながる菊浜・崇仁・東九条の 3地域は京都駅の東に位置し、駅と「祇園・八

坂・清水エリア」「博物館・三十三間堂・本町エリア」「東福寺・稲荷神社エリア」をつなぐ、

「歩くまち・京都」にとって重要な地域です。 

歴史的にも平安京の造営やその後の京都の産業の発展にも深く寄与しました。特に江戸

時代初めに開削された運河・高瀬川は、多様な物資を運んだだけではなく、多くの物語や文

芸を生みだし、京都を美しい水の都に変え、今も世界の人々に愛されています。 

高瀬川の中で、あまり顧みられることのなかった 3地域ですが、2014年に京都市長が、

崇仁地域への京都市立芸術大学の移転を発表し、 

⚫ 新たな魅力，活力，刺激をもたらし，京都の中心部のまちづくりが大きく動き出す 

⚫ 周辺地域を含めた京都全体のまちづくりが一層進展する。  

ことが、期待されます。 

高瀬川でつながる地域が、自然・歴史・芸術を資源として、持続的に発展する創造都市

モデルとして、世界に発信されること、例えば、シンポジウムでの提案をもとに「高瀬川地域

博物館構想」などを議論してゆきたいと考えています。 



四条通エリア

京都駅西エリア

中央市場、島原、

西本願寺、梅小路公園、
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菊浜・崇仁・東九条の高瀬川地域博物館構想と周辺の文化観光エリア
3地域は南北約 2.5 ㎞、ちなみに哲学の道は南北約 1.5 ㎞
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地域歴史博物館と芸大Ｂ地区の提案 

山内政夫（柳原銀行記念資料館） 

 

地域歴史博物館構想 

「下京渉成小５学区（植柳、稚松、菊浜、崇仁皆山）」は古代、中世、近世、近代を通じて多くの歴史

遺産が集積されている。これらを地域ブランドとして発見、構築し、芸大移転を契機に世界向けて情

報発信する。また、その為にこのエリアの資料を収集し、研究し、公開し、デジタル化し、人権啓発や芸

術を普及させ、それを通じて京都全体のまちづくりに貢献したいと考える。柳原銀行記念資料館２０１７

年「我ら、山水河原者の末裔」で取組れた特別展に於いて展開されたように崇仁の先祖は芸術家集

団である事が発見された、芸大Ｂ地区（地域に開かれた空間）として提案する。 

崇仁学区を例にする。先ずは塩小路河原町を起点としてエリアを４つに分ける。 

 

■六条村エリア 

北東は六条村を中心としたエリアを構築する。六条村エリアには近世の半ばに六条河原（菊浜学

区）から集団移転当時の痕跡が高瀬川に囲まれた土地に残されている。六条村は京都を代表する

村であり、多くの古文書も残されている。 

①「諸式留帳」（１６３４年〜１７４９年）京都府下全域、滋賀と大阪の一部の役人村を差配した六条村

の年寄嘉兵衛家に伝えけたもので部落史上有名な記録。（京都大学所有） 

②「柳原町史」、旧山城郡愛宕郡柳原庄の戸長役場が１８８７（明治２０）年に京都府庁の依頼で作

成したものである。崇仁地区の起源を明確し、解きほぐす事ができ、当時の住民の生活のあり様

に詳しい。（柳原記念資料館蔵） 

③「今村家文書」の織田信長の入京まで三好長慶の被官の今村忠右衛門を祖とし、崇仁学区を含

む、鴨川七条東西に展開していた「大仏柳原庄の庄屋」家に保存された資料群（約６５００点）。

本エリアではこれらを展開し、人権とか差別を学び場にする。 

■水平社エリア 

北西は水平社エリアとする。本エリアは１９２２（大正１１）年３月３日に創立された「全国水平社創立」

にちなんだエリアとして展開する。「全国水平社」を準備した宮本旅館が直北西に存在した、さらに下

京材木町には「東七条水平社」が１９２３（大正１２）年に創立され、小稲荷町には「全国水平社の創立

の一人、西光万吉が宣伝大会を開催した寺院が存在している。（全国水平社創立宣言は世界中の

マイノリティが初めてだした人権宣言とし、２０１６年には「ユネスコ世界記憶登録に申請され資料であ

る。 

■近代エリア 

東南は近代エリアとする。本エリアは「同和教育の源流」とされる伊東茂光を中心に有名な教育実

践がなされたエリアである。数多くの崇仁教育の実践の資料や写真等々が柳原銀行記念資料館に

保存されている。 

また１９１８（大正７）年に米騒動もこの地から興った。同年８月１０日に崇仁小学校前の交番で騒動は

勃発した。日本中を揺るがした近代史上一大武装蜂起として名高い。本エリアの最南には同和行政

の発祥の土地、「オールロマンス闘争」の地である。 
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■柳原銀行エリア 

西南は柳原銀行エリアである。このエリアには柳原銀行の時代の痕跡が数多くある。柳原銀行初

代頭取明石民蔵が中心となって「柳原小学校の新築校舎建設頼母子講」組織され、これを基本とな

し、自らの力や経済力で解放をなすとした「柳原銀行」の本社が移築保存され、現在崇仁のまちづくり

の象徴として、また、芸大移転の象徴として存在いている。柳原銀行記念資料館には崇仁を含む京都

市内の被差別地域の資料が数多く存在している。 

芸大Ｂ地区の高瀬川水だまりの活用、命名について 

京都駅の北、西、南は商業施設やホテルなどの経済活動が主とした街並みで埋もれている。京の

都の入り口とは観なれないし、相応しくない、東には鴨川や高瀬川等の自然環境豊かな都会では考

えられない空間が存在する。２０１７年、京都市埋蔵文化研究所は「六条村」の入り口を発掘し、この地

に大きな水だまりと寺院形式の建造物跡を発見した。この地に高瀬川の大規模の「船入」である事が

確認された。この故事に学び、ここに芸大Ｂ地区に出来る水だまりを「崇仁船入」または「柳原船入」と

命名する。 

これを芸大Ｂ地区の「地域に開かれた空間」として住民、市民、芸大が交流しあう場として共に考え、

支え合うものとして情報発信したいとかんがえている。対象エリアとされる埴柳学区、稚松学区、菊浜

学区、皆山学区にも崇仁と同様に京都駅の東部の歴史を彩り、京都の入り口としての独自の歴史、

文化遺産を有している。これもほとんど埋もれた現状にあり、またこれまだ提案した活動がなければ消

滅してしまうであろう。ぜひとも芸大移転を契機にこれらの事柄を実現させたいと考え、提案する。 

 

 

水平社 

エリア 

六条村 

エリア 

近代 

エリア 

柳原銀行 

エリア 

崇仁学区のエリア配置と六条村エリアのイメージ 



2019.2.1               京都駅東エリア活性化方針パブリックコメント 
 

 
崇仁丸ごと河原の野外ミュージアム（案） 

 
崇仁高瀬川保勝会 藤原祥太郎 

 
はじめに 
 これから語るのは、京都の大学生として、東九条の人間として、そして崇仁高瀬川保勝

会の人間として筆者が、「崇仁テラスの制作から川掃除までに至る経験と、崇仁というま

ちに向き合う中で浮かび上がった、崇仁というテラスの全貌である。 
 川の流れに文化の流れ、人の流れを加えることによってまちの流れは清流へと変わる。

それが「河原」のもつポテンシャルだ。ここで筆者は「崇仁丸ごと河原の野外ミュージア

ム案」を展開する。 
 
本題 
 崇仁地区の現状と将来性を示唆するなら以下の 6 点が挙げられる。まず、①交通のアク

セスに非常に優れていること、②高瀬川、鴨川などの河川や東山の借景といった自然資源

が豊富なこと、③東山エリアの導線となること、④文化芸術の火床となること、⑤全国で

最大級の被差別部落であったという独自の歴史性を有していること、⑥未利用の用地が多

く点在していることである。 
 
１、崇仁丸ごと野外ミュージアムのコンセプト 

これらの崇仁が有する特性を軸として、芸大移転コンセプトを中心とした京都駅東エリ

アに関する資料を参考に、野外ミュージアムのコンセプトを６つ提示する。 
①風通しがいいこと（見通しがいいこと） 
②高瀬川を新たな導線と捉え、南北軸（芸術軸）とする C 
③芸大 AB キャンパスを東西軸（平和軸）とする 
④創造、交流、発信のテラスとして広がりを見せる 
⑤文化継承と創造の火床となる 
⑥社会との結節点となる                   2018 年、筆者撮影 
 
さてコンセプト①については、嘗ての同和事業から生まれた逆差別現象による隔絶感の

克服、⑤は、持続可能なまちづくりとしての文化芸術の継承と創造、⑥は、近代以前の西

洋ではミュージアムは神殿、教会として地域コミュニティの中心だった、ということを考

慮した内容になっている。 
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２、崇仁の空き地に対する提案 
 中央に高瀬川が流れている、芸大 B 地区の延長線上にあ

る、まとまった用地が確保できている、という 3 つの理由か

ら 4 つのリングで囲った空き地に注目した。 
 
ア、芸術家向け町家型集合住宅 （赤のリング） 
イ、崇仁芸術ホール（仮称）  （青のリング） 
ウ、京町家のモデルハウス展示場（緑のリング） 
エ、芸術の風わたる広場    （黄のリング）       出典：Google マップ 

アについてはまちづくりの担い手の居住を促進、イにいては、京都市が提示している基

本設計ではプロジェクトルーム、ウについては、低炭素、循環型社会を形成するモデルと

しての京町家、エについては、芸術によるイベント広場として整備することを提案する。 
 
３、芸大 B 地区に対する提案 
 右の図は京都市が公開している芸大 B 地区の基本設計を

基に、筆者が水溜まりを加え作成した提案図である。 
 １、柳原橋のアーチ化 
 ２、柳原銀行周辺のフェンスの取り払い 
 ３、オープンガーデンカフェ空間の創出 
 ４、水溜まりの建物側にテラスを設置 
 ５、水溜まりの周りに白砂を敷き浄土風庭園を作る 
 ６、高瀬川をギャラリーと捉え、親水空間を確保 
 ７、高瀬川の飛び石は流れを感じさせるデザインに 
 ８、歩道に沓掛キャンパスにある市電の敷石を配置 
 
４、人の流れを呼び込むイベント 10 カ条 
 ①オブジェクトのライトアップとプロジェクションマッピング上映 
 ②野外コンサートとビアガーデン 
 ③灯篭流しとホタル観賞 
 ④染め物の森と彫刻の河川 
 ⑤野外教室においての市民向け芸術土曜講座 
 ⑥“うまいもん市“と芸術フリーマーケット 
 ⑦陶器カップによるカフェ祭りと絵画の野外鑑賞会 
 ⑧古い家を回収しながら空間そのものを作品化 
 ⑨町家建築の野外展覧会 
 ⑩高瀬川納涼古本市 

N 

S 
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「生きものと共生する広場づくり・川づくり」 

中村伸之（崇仁高瀬川保勝会） 

 

 崇仁地域の高瀬川は、京都駅に近接する都心であるにもかかわらず生物相が豊かである。 

この特性を生かして、芸術大学移転の再開発を行うことで、自然・歴史・芸術が融合した世界的にもユニークな創

造都市が誕生する。 

• 柳原銀行祈念資料館から保育園前の水路は、特に魚類が多く、エサを求めてサギも飛来する。ここは、切り

下げた国道からの湧水をポンプアップしたキレイな水質で、魚類の産卵・生育場所なっている。 

• 高瀬川の水生植物群落も生きものを保護するゆりかごの役割を果たしており、ユニークな生態系が形成さ

れている。 

このように恵まれた条件を生かして 

• 大学施設からの湧水や雨水も加え、キレイな水質の池のある広場をつくる。 

• 生きものの住処や（ガラス片などがない）裸足で歩ける安全な親水空間として整備する。 

• 高瀬川にも水生植物群落の中に魚の産卵場所を整備する（ミニ・ワンド）。 

• 国道上の「フタ掛け広場」は「フタ」の床面を広げて、エリアの中心的な広場として整備し、ポンプアップした

湧水も活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国道上部のフタ掛け広場を拡張 

地下の湧水ポンプアップ 

生きもの調査で 30 種近い生きものが

確認された高瀬川 

水生植物群落が生きものの生息場所

になっている 

フタ掛け広場の床面積を広げる 
湧水・雨水を活用した水循環のシステム 

京都駅ビルにもこのような水循環がある（緑水歩廊） 
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水生植物群落の中にミニ・ワンドを作って、魚類

の生息場所を増やす 

資料館の前に、国道からの湧水・大学からの湧

水や雨水を有効活用した池をつくる 

上の池 下の池 

高瀬川 

ミニ・ワンド 

上の池には地域の歴史を語る石造物を配置し

庭園的にしつらえる 

下の池の周りは草地、安心して裸足で歩いて心

身を開放し、創造力を高める 
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「ART を起点に地域の活性化にツナガル新しい施設の創造」 

都総合管理（株）浴場プロジェクト 

 

1.提案 

『地域の歴史を共有しあえる、市民の憩いの場であった浴場をより多くの人たちの記憶

に遺し、 ART を起点に地域の活性化にツナガル新しい施設』の創造を提案いたします。 

 

２.背景 

崇仁高瀬川保勝会の取組みに参加させていただいております、都総合管理（株）浴場チ

ームとして、以下の観点から、この崇仁地区での新しい崇仁 ART 風呂の提案をさせていた

だきます。 

 

３.浴場をめぐる地域の歴史を継承してゆく 

体を清潔に保つという観点から浴場は、室町期以降京都に根付いていました。明治･大正

期には、「衛生」という考え方とともに、京都市により崇仁地区に浴場が設けられています。  

また当時の市営浴場を初めとする銭湯はコミュニケーションの場としての側面を色濃く

もっていました。こうした地域の浴場としての歴史を継承してゆかなければなりません。

多くの方に親しまれてきた浴場を後世に引き継ぐ事が大切であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 新しい地域コミュニティーの場 

崇仁地区においては、芸大の移転にともなって公衆衛生とともにコミュニケーション場

所としての浴場を見直し、新しいビジョンを構築しなければなりません。崇仁においてこ

れから地域のコミュニティーの場として、地域の活性化につながる、さまざまな施設が造

られていきますが、それらのひとつとして浴場も残してゆかなければならないと考えてお

ります。 
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５.アートを起点として地域の活性化につながる施設の創造 

新しい息吹として形を変えて、崇仁にふさわしい浴場を残してゆきたいと考えておりま

す。京都市立芸術大学の学生を初めとする芸術家の表現場所として、ART を起点として、

表現するフィールドの一つとして浴場を考えております。従来の浴場における、意匠の特

徴として画家に壁画を依頼したのが始まりで、関東地方を中心に富士山を主体とした図柄

を描かれることが多くあります。 

1 月 26 日のシンポジウムで ART と浴場のプロジェクトとして、富山で行われたプロジ

ェクションマッピングの取り組みを紹介いたしました。崇仁地区は、一日に 70 万人が利用

する京都駅の東部に位置します。そして二条より始まる高瀬川は木屋町などの繁華街をぬ

け、散策路として崇仁地区をへて、東九条より鴨川へと流れます。崇仁地区の観光行政に

おける地域力は非常に大きなものがあり、ART を起点とする浴場施設は、京都市の提唱す

る観光振興計画に大きく貢献するものとなります。インバウンド旅行者の取り込み、学生

の表現の場、それが大きく崇仁地区の活性化につながることになると考えます。 
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高瀬川旧流路

基本設計（2018/9）でのイメージ

砂持ち（元崇仁小学校
建設のため住民 1500
人が七条河原から砂や
土を運んだ。1909年）

京都芸大移転先C地区に残る高瀬川の跡と石の岸壁

創造の〈河原〉

自然のダイナミズムにさらされる土地なら
ざる土地である河原は、社会的マイノリティ
の居場所であると同時に、自然や生死と
関わる知恵・技術、芸術・芸能の醸成
の場であった。
京都芸大が、本来は地形的概念である「テ
ラス」を基本コンセプトとして、かつては
鴨川の氾濫原であった地に移転する。そ
れはある意味で芸術が本来の場と結びつ
くことであり、逆に言えばそれは、崇仁と
川で結ばれた地の広がりを、それらの複
合的な歴史性をふまえながら、自然との
交感を内包した新しい多様な文化が芽吹
く創造的な「河原」に変えていく可能性
を拓く。そのための具体的な「河原」の
創生を二つ提案する。

1.「崇仁河原」
京都芸大 B 地区（テラスB）は、柳原銀
行記念資料館を通して地域の歴史と空間
に交わる。崇仁の祖先には山水河原者＝
庭づくりの土木者がいた。それをふまえ、
高瀬川との出会いに、芸大と地域の人々
が川の水や生きものと戯れることのできる
親水式の造園を施す。高瀬川の水に浸る

この「崇仁河原」は、大きな自然石、地
域遺産である橋脚や石碑など、芸大建設
によって破壊される C 地区の旧高瀬川の
岸壁の石を複合的に用いる。さらに元崇
仁小学校を建設した際の住民たちによる
「砂持ち」にちなみ、芸大や地域の人々が
各々石を持ちより、川底に沈める「石持ち」
によって構成される。「河原」はつねに未
完状態であり、定期的に更新される。
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2.「東九条河原」
今後の都市空間で決定的に重要なのは自
然の創造的導入。真の自然を代表するの
は人の手で御しがたい水だ。JR 以南の
高瀬川はきわめて親水性が低いが、ここ
で提案するのは、単なる親水公園ではな
く、多様な水体験を創出する新しい「氾
濫原」をつくり出すことである。具体的に
は、東寺通須原辺りの高瀬川の東岸壁を
開いて分水させ、空き地を蛇行する複数
の水流をつくりだす。流路はさまざまに変
遷した高瀬川の流れのラインをコラージュ
して組織する。水流の一部は固定せず、
人の手で流路を変更できるようにし、それ
らを通じて水利学の知見や古今東西の河
原の技術、水流の持つ芸術的・エネルギー
工学的可能性にふれる場とする。
「東九条河原」は次の二つの施設を持つ。
１）アクア研究所：水という視点から芸
術と諸科学を横断する実践的研究を展開
する京都芸大のブランチ。京芸に通じるデ
ザインの屋根だけのテラス空間を有し、さ
まざまなワークショップや展覧会、演奏会、
公演会、交流会等を企画実施する。
2）アート銭湯「あくあ湯」：敷地の一番
北側に銭湯をつくる。デザインはアーティ
ストらが行い、運営は専門業者に委嘱。

芸大や地域の活動から出た可燃物で湯を
焚き、できた灰は陶磁器や染織での再利
用にまわして素材循環をはかる。集いの
場を有し、京都芸大で美術や音楽、伝統

芸能にふれたあと、徒歩 10 分で銭湯を
楽しみ、芸術の根源である河原に遊ぶ（還
る）。「河原」から生まれる「ネオ東山文化」
は、自然と交わる「野生」を鍵とする。

大地の起伏を忘れない

楽しい土木。生きも
のと親しみながら、
水をきれいにし、川
をつくり、流れを変
え、丘を動かすこと
ができるようにする。
学びと遊びが交じり
合い、「現実は自ら
の手で作りかえること
ができる」ことを幼
少時から体験する。
人間の「野生」を覚
醒させる世代を越え
た楽しい土木は、河
原の維持管理にも直
結する。
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鴨川周辺の地質図


