
1 
 

平成２９年度事業実績報告 

１ 会 議 

 

２ 文化的価値発信事業 

 （１）第１９回公開セミナー「京都三山と信仰～松尾大社・平成の御遷宮によせて～」 

日時   平成２９年６月２４日（土） 午後２時から午後５時まで 

場所   京都大学稲盛財団記念館 ３階大会議室 

参加者  １５５名 

内容   第１部 講演 

     ①松尾大社と平成の御遷宮 

      生嶌 經和 松尾大社宮司 

     ②松尾大社に眠る遺跡 

      梶川 敏夫 元京都市文化財保護課長，京都女子大学非常勤講師 

            本協議会 文化的価値発信専門委員 

     ③古代ハイテク集団・秦氏と古代葛野 

      丘 眞奈美 京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表 

            本協議会 文化的価値発信専門委員 

         第２部 総合討論 

          コーディネーター 鎌田会長   パネリスト 生嶌宮司，梶川委員，丘委員 

 

 

 

名 称 開 催 日 場 所 
委員等

参加者 

役員会 
平成２９年７月２８日（金） 

午後１時～午後２時 

ルビノ京都堀川 

「嵯峨の間」 
 ７名 

総会 
平成２９年７月２８日（金） 

午後２時３０分～午後４時 

ルビノ京都堀川 

「金閣」 
２４名 

文化的価

値発信 

専門委員会 

第1回 
平成２９年６月２４日（土） 

午後５時３０分～午後７時 

京都大学稲盛財団記念館 

小会議室 
７名 

第2回 
平成３０年２月２４日（土） 

午前１０時３０分～午前１１時３０分 

京都商工会議所 

第３会議室 
６名 

森林整備・ 

景観対策 

専門委員会 

第1回 
平成２９年６月１日（木） 

午前１０時～正午 

職員会館かもがわ 

第 1 会議室 
６名 

第2回 
平成２９年１１月６日（月） 

午後２時～午後４時 

職員会館かもがわ 

第１会議室 
６名 

10 周年記

念誌出版

委員会 

第1回 
平成２９年７月２８日（金） 

午後４時３０分～午後６時 

ルビノ京都堀川 

「嵯峨の間」 
６名 

第2回 
平成３０年１月１２日（金） 

午前１０時～正午 

職員会館かもがわ 

第３多目的室 
４名 
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 （２）第２０回公開セミナー「松尾大社の磐座登拝と秦氏ゆかりの古墳群を訪ねて」 

    日時   平成２９年１０月２８日（土） 午後１時から午後３時３０分まで 

    場所   松尾大社本殿～月読神社～西芳寺川古墳群 

    参加者  ２７名 

    講師   梶川 敏夫 本協議会 文化的価値発信専門委員 

    内容   松尾大社本殿にてお祓い，御遷宮の作業現場の説明を受けた後に，梶川委員の解説

付きで松尾大社の摂社である月読神社を通って，秦氏の墓所のひとつである古墳時代

後期の「西芳寺川古墳群」を見学。 

       ※ 平成２９年１０月発生の台風２１号にて倒木が発生し，当初予定していた松尾大社磐

座登拝への道が封鎖されたため，当初の行程を変更した。 

 （３）第２１回公開セミナー「京都三山の森と水のはぐくみ」 

    日時   平成３０年２月２４日（土） 午後１時２０分から午後４時４０分 

    場所   京都商工会議所 講堂 

    参加者  ９０名 

内容   第１部 講演 

     ①森と地下水の関わり“京都水盆” 

      楠見 晴重 関西大学環境都市工学部都市システム工学科 教授 

     ②帰ってきた京都の鮎“森と海をつないで” 

      谷口 順彦 京の川の恵みを活かす会 副代表 

           （東北大学名誉教授，京都大学農学博士，淀川河川レンジャー） 

     ③上賀茂神社と森と水“賀茂氏の歴史から” 

      田中 安比呂 賀茂別雷神社 宮司（本協議会委員） 

         第２部 総合討論 

          コーディネーター 鎌田会長 

          パネリスト    楠見氏，谷口氏，田中委員 

 

３ 森林整備・景観対策事業 

 （１）林相改善事業 

 東山風景林の清水山地区，将軍塚地区，菊渓地区の３箇所において，景観，治山，地域生態系

に配慮した計画で林相改善事業を実施した。 

   ア 計画立案及び管理業務 

     委託先 特定非営利活動法人 森林再生支援センター 

   イ 森林施業 

   （ア）清水山地区（委託先 植彌加藤造園株式会社） 

      伐採   コジイ，ヒノキ等      ６０本  

           ウラジロ，常緑低木類の除伐 

   （イ）将軍塚地区（委託先 有限会社山城園）  

      伐採   コジイ，サカキ，ソヨゴ等  ８１本 

           常緑低木類の除伐 



3 
 

   （ウ）菊渓地区（委託先 植彌加藤造園株式会社）  

      伐採   コジイ，ヒノキ，ソヨゴ等  ９７本 

           常緑低木類の除伐 

      植栽   キクタニギク        １００株 

 （２）東山における森づくり 

   ア 除伐活動 

 のこぎりや剪定ばさみを用いて，市民の協力も得ながら，常緑広葉樹（シイ，ヒサカキ，シ

ロバイ，クロバイ等）を中心に除伐し，森林の手入れを行った。 

   （ア）清水山シイ林の除伐活動（第７回清水山地区の森づくり） 

  日時   平成２９年４月１３日（木） 午後１時から午後４時まで 

  場所   高台寺山国有林 清水山山頂の京都一周トレイル沿いの森林 

  講師   植彌加藤造園株式会社 現場作業者 

      参加者  ３３名 

      主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市，公益財団法人京都市森林文化協会 

      協力   清水寺，林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

   （イ）東山で“しば刈り”体験しよう！（第５回将軍塚地区の森づくり） 

  日時   平成２９年５月２０日（土） 午後１時から午後４時まで 

  場所   高台寺山国有林 将軍塚周辺の京都一周トレイル沿いの森林 

      講師   本協議会 森林整備・景観対策専門委員 高田 研一委員 

  参加者  ２９名 

      主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市，公益財団法人京都市森林文化協会 

      協力   青蓮院門跡，林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

   イ キクタニギク散策道の補修活動 

 キクタニギクを植栽した菊渓川沿いの散策道において，降雨等により洗掘を受け，歩きにく

くなっている箇所の補修 

     日時   平成２９年５月１０日（水）午後１時から午後３時３０分まで 

     場所   高台寺山国有林 菊渓川沿いの森林 

     参加者  ３２名 

     講師   本協議会 森林整備・景観対策専門委員  高田 研一委員 

     主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市，公益財団法人京都市森林文化協会 

     協力   正法寺，林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

   ウ 第３回水生生物調査 

 菊渓川での林相改善事業実施前における水生生物調査 

     日時   平成３０年３月１２日（月）午前１０時から午後３時３０分まで 

     場所   高台寺山国有林 菊渓川 

     講師   京の川の恵みを活かす会 代表 竹門康弘 

     参加者  １０名 

     主催   京の川の恵みを活かす会，京都伝統文化の森推進協議会 

     協力   林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 
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   エ キクタニギクの花咲く菊渓の森づくり 

 シイ等を伐採した菊渓において，参加した市民とともにキクタニギクを植栽した。 

     日時   平成３０年３月１７日（土）午前９時から正午まで 

     場所   高台寺山国有林 菊渓川支流 

     参加者  ６３名 

     講師   京都伝統文化の森推進協議会 森林整備・景観対策専門委員  高田 研一委員 

     主催   京都伝統文化の森推進協議会 

     共催   京都市 

     協力   林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

          公益財団法人京都市森林文化協会 

          公益財団法人京都市都市緑化協会 

          ＫＥＳエコロジカルネットワーク（事務局：京のアジェンダ２１フォーラム） 

 （３）案内標識の設置 

    菊渓地区の位置を示す案内標識１基を設置した。 

    場所    菊渓地区の林相改善事業地横の散策道 

    仕様    木材製 高さ１ｍ，表示標識 ３方向，字彫り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）共催事業 

    タイトル キブネダイオウの花咲く貴船の森づくり 

    内容   京都市が実施する森林整備の一環で開催された市民参加の森づくり活動への共催。 

        京都市立鞍馬小学校，地元関係者等の参加を得てキブネダイオウ（京都府レッドデー

タブック２０１５にて絶滅寸前種に区分）を植栽した。 

    日時   平成３０年３月１９日（月）午前９時から正午まで 

    場所   左京区鞍馬本町 梅ノ宮橋周辺の森林 

    参加者  ５８名 

    講師   本協議会 森林整備・景観対策専門委員  高田 研一委員 

         京都大学大学院 人間・環境額研究科相関環境学専攻  瀬戸口 浩彰教授 

    主催   京都市 

    共催   京都伝統文化の森推進協議会 
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    協力   京都府立植物園 

   ※ 新たなタイプの防鹿対策を実施したが，実施 3 か月後の 6 月には，新型草本用防鹿柵が破壊

され，相当数の植栽株が食害を被った。このため，現在，新型防鹿柵の補強工事を検討している。 
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４ 文化的価値発信及び森林整備・景観対策の合同事業 

 （１）ホームページの運営（http://www.kyoto-dentoubunkanomori.jp） 

 （２）表彰受賞 

    名称   京都府開庁記念日記念式典（地域力再生功労者） 

    趣旨   京都府の発展に貢献した団体，個人に表彰される。本協議会は，京都三山の文化的

価値を市民に広めるとともに美しい森林景観の形成に努めたことが評価され，地域力

再生功労団体を受賞 

    受賞日  平成２９年６月１９日（月） 

    場所   府民ホール（京都市上京区） 

    対応   事務局 

 （３）第１７回東山クリーン作戦 ※台風接近により，中止 

    日時   平成２９年１０月２１日（土）午前１０時から正午まで 

    場所   東山山頂公園とその周辺 

    主催   林野庁近畿森林管理局京都大阪森林管理事務所，京都伝統文化の森推進協議会 

    備考   清水寺，祇園商店街振興組合，清水寺門前会，西日本旅客鉄道㈱，積水化学工業㈱

から参加者を得て清掃活動を行う予定であったが，平成２９年１０月台風２１号の接

近により中止となった。 

 （４）１０周年記念シンポジウム～京都三山のこれからを考える～ 

    日時   平成２９年１２月１０日（日）午後１時から午後５時まで 

    場所   京都大学稲盛財団記念館 ３階大会議室 

    参加者  ８０名 

    内容   基調講演「京都伝統文化の森推進協議会の始まりと森の文化を考える」 

         ・山折 哲雄 本協議会 相談役（宗教学者） 

         活動報告 

         ・中筋 祐司 本協議会 事務局 

               （京都市産業観光局農林振興室林業振興課京の森づくり推進担当課長） 

         ・丘 眞奈美 本協議会 文化的価値発信専門委員 

               （京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表） 

         ・梶川 敏夫 本協議会 文化的価値発信専門委員 

               （元京都市文化財保護課長，京都女子大学非常勤講師） 

         ・大西 皓久 本協議会 サポーター（清水寺 執事補） 

         ・勝占  保 本協議会 相談役 

               （林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所） 

         ・高田 研一 本協議会 森林整備・景観対策専門委員 

               （特定非営利活動法人森林再生支援センター常務理事） 

         ・安藤 信  本協議会 森林整備・景観対策専門委員 

               （元京都大学フィールド科学教育研究センター准教授） 

        総合討論 

        コーディネーター 鎌田会長   パネリスト 活動報告者 

http://www.kyoto-dentoubunkanomori.jp
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    主催   京都伝統文化の森推進協議会 

    共催   京都市 

    協力   文化庁地域文化創生本部 

 （５）１０周年記念誌出版委員会の立上げ 

    本協議会設立１０周年を記念した，出版物を刊行するため，１０周年記念誌出版委員会を立ち

上げた。平成３０年度に刊行予定である。 

    担当者  文化的価値発信専門委員    丘副委員長，高橋委員，原田委員 

         森林整備・景観対策専門委員  高田委員，黒田委員，安藤委員 

    構成要素 寄稿，活動のまとめ，林相改善事業のデータ等 

    想定読者 森林や京都三山の文化に興味のある一般人，研究者など 


