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06特集：これから先へ…人生100年時代の自立と共生

総合研究センターは、しなやかで粘り強さをもつ
レジリエンスな社会を創造するため、
広報誌に「しなやか、柔軟な」という意味を持つ
「Pliant」とつけ、その願いを込めました。

「これから先へ…人生 100年時代の自立と共生」1 

京都橘のレジリエンス
「これから先へ…人生 100年時代の自立と共生」2

レジリエントな社会のための情報通信技術
「これから先へ…人生 100年時代の自立と共生」3

レジリエントな社会の実現と持続のために
レジリエンスな現場たち 5

「教育を止めない」をスローガンに職域接種に取り組んだ 100日間。
－「チームたちばな」の挑戦
レジリエンスな現場たち 6

“伝活” で伝える京都の伝統産業の魅力
－コロナ禍で「おきにのうつわ」が支えた京都の伝統産業－
レジリエンス・シンポジウム 2021報告

「人生 100年時代の自立と共生」
文化としてのレジリエンス 5

『人生　百年社会』に貢献する文化財の活用策
レジリエンス・プロジェクトを振り返って

ぷらいあんと vol. 06（最終号）
　総合研究センター「レジリエンス・プロジェクト」の
終了に伴い、これまでの活動の振り返りと今後の展望を
記してまとめとしたいと思います。本プロジェクトは建
学の精神に基づく大学の社会的役割を追究する過程で、
人口減少や経済成長低下に直面する社会のレジリエンス
をテーマにした研究プロジェクトとして2018年度にス
タートしました。地域に暮らす多様な世代が個性を生か
し支えあうことで実現するレジリエントな社会を目指し
て、地域の皆様とともにプロジェクトを進めてきました。
　その過程で新たな発見が2つありました。 1つは、地
域における人的ネットワークの重要性です。多様な価値
観とつながりをもつ個人が交錯する地域コミュニティで
は、新たなつながりを創るきっかけがあれば、地域の課
題解決に向けた取り組みが創発するということです。も
う1つは、そうした地域コミュニティにおける大学の役
割です。たとえば、健康寿命延伸に関する研究を進める
過程で、地域の参加者の紹介から、多世代が交流する居
場所づくりや切れ目のない発達障害支援の研究テーマが
立ち上がりました。地域コミュニティにおいて課題の対
象ごとに分断されたグループをつなぐブリッジとなった
のは、その地域で暮らす住民のネットワークと、それを

新たな研究テーマとして統合するプロジェクトの存在で
した。多様で複雑な地域課題は細分化した方が機能的に
分析して効率的に対処できると考えられます。しかし、
レジリエントな社会の実現には、地域に暮らす人々の年
齢や性別、あるいは障害の有無や程度で研究テーマを設
定し、特定の専門分野の知の深化を図るよりも、統合的
なアプローチによる知の探索が重要だったのです。
　最後に、パンデミックや気候変動という未曽有の課題
に直面している今日、本プロジェクトを踏まえた展望を
示すならば、大学が地域の知の拠点として持続可能な社
会のあり方を共創することにあると言えます。知識の多
様性こそがより豊かな社会を築くことにつながることを
鑑みれば、大学が多様な専門分野を擁し、各分野が個別
にあるいは連携して試行錯誤を繰り返す研究環境を保持
することが大切であることは明らかです。
　プロジェクト発足当初は6学部13学科であった京都
橘大学も、改組を経て、プロジェクト最終年度である今
年度には8学部15学科という多様な専門分野を擁する
総合大学へとさらなる発展を遂げました。持続可能な社
会のあり方を共創できる知の拠点として、本学はこれか
らも歩み続けます。
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はじめに

　京都橘大学をレジリエンスという視点から捉え
る場合、来し方を顧みて忘れてはならないのは、
開学から数年後に経験された経営危機を先達教職
員が獅子奮迅の働きによって乗り越えられ、今日
の本学の成長に繋いでこられた試練であろう。こ
の強大な危機とそれからの再生は『学校法人京都
橘女子学園100年史』（2002）にくわしく記載
されている。
　さて、我々現役世代にとって、未曽有の災難と
いえばコロナ禍である。この試練に対して、京都
橘大学は、いち早く「大学教育を止めない。」と
決意し、全学を挙げてその対処にあたった。オン
ライン授業、学生への修学支援、経済支援、生活
支援、不安・孤独への人的環境支援や、教員への
オンライン授業に関する研修やサポートなど、い
ずれも急ごしらえであったが、それなりに機能し、
一定の効果をもたらしたものと考えている。

コロナ前夜
　
　21世紀に入り、テクノロジーの飛躍的発展に
よって第4次産業革命が進行し、Sciety5.0と呼
ばれる高度な情報社会・スマート社会の実現が間
近といわれた。2040年ころの社会の姿として、
グローバル化、人口減少、人生100年時代といっ
た様相が予測され、産業界ではAI・ロボットの
活用が進展し、職業の中にはAIに代替されるも
のが現れるといわれている。統合イノベーション

戦略推進会議による「AI戦略2019」によると、
AI人材の育成が急務であり、2025年までにリテ
ラシーレベルの素養のある人材が50万人、応用
基礎レベルで25万人、研究力のあるエキスパー
トレベルのレベルの人材が2000人必要となる。
本学では、これらの人材養成を担うべく、2021
年に工学部を開設するとともに、同時開設の経済
学・経営学部とのクロスオーバー科目を設け、さ
らに全学的にも文理を問わず、希望する学生が初
級レベルの数理・データサイエンス（DS）・AI
を習得するリテラシー教育のプログラム、さらに
は学生自身の専門分野への数理・DS・AIの応用
基礎力を習得することを目標とするプログラムを
学部横断的に機能させることを計画していた。
　一方で、人生100年の航海の羅針盤を獲得す
べく、多様な視点からの発想力・創造力を身に着
ける教養教育の重要性が指摘され、STEAMに代
表されるような教養教育の見直しと再編成も課題
となった。
　これらを実現するためには、教育の質を保証し
つつより効率的な教育方法を開発・構築していく
必要がある。本学伝統の「血の通った少人数教育」
とオンラインによる大クラスの教育を、科目の特
性に合わせて採用し、教員に加重負担をかけるこ
となく、上記の教育を実現したいと考えた。いか
にしてeラーニングを取り入れていくかが課題と
考えられた。

コロナ試練
大学教育への問いと緊急対応

　2020年4月、COVID-19の襲来によって緊急
事態宣言が発出され、私たちの大学教育は一変
した。
　「大学教育を止めない。」という方針に揺らぎは
ないものの、では「大学教育とは何か」という問
いがいつも脳裡を駆け巡り、答えを探し続けた
（2020年前期・後期における具体的な教育実践
については『IDE現代の高等教育　No.627』 
43-46に詳述）。コロナ禍によって、大学教育は
決して正課授業のみで成り立っているのではない
こと、課外活動や就職活動、学生同士の語らい、
学生と教職員の交流など、キャンパスで営まれる
すべての経験が大学生活を構成し、学生の成長を
支えていることを改めて思い知らされた。
　2021年度の感染対策として、コロナワクチン
の職域接種を実施したことを記しておきたい。本
事業を支えたスタッフはすべて本学の教職員・卒
業生・学生ボランティアであり、対象とした人々
は学生・教職員・関係業者に加えて地域の保育士・
近隣大学の学生・教職員など約7,000名であっ
た。前例のない本事業は行政との折衝からマニュ
アル作り、オペレーションから実際の接種とその
後の観察やサポートまで、すべて本学のオリジナ
ルであった。多くの感謝が届けられ、それが活動
の支えとなった。「チームたちばな」の力が結集
された本事業を、京都橘のレジリエンスの証と呼
びたい。

コロナ以後に向けて

　コロナ渦中のオンラインを活用した大学教育を
可能にしたのは、従来からの京都橘大学の教育の
強み・弱みがその土台にあると考える。建学の精
神、教学理念、少人数制のきめ細やかな教育、学
生と教職員の距離の近さ、地道な努力に優れた学
生気質、教職員の面倒見の良さ、チームワークに
ついての信念、未来への希望的観測、通信教育の
ノウハウ等々、有形無形大小さまざまなこれらが
京都橘のレジリエンスを構成しているように思え
てならない。
　未だコロナの終息は見えてこないが、本学はこ
の間に8学部15学科の文理の学部を持つ総合大
学に成長した。コロナ以前から計画したとおり、
豊かな教養を背景に、専門性×ITの知識とスキ
ルを備えた次代の人材養成に取り組んでいきた
い。コロナ禍という試練を賢く乗り越え、より成
長した姿を実現する京都橘のレジリエンスを信じ
てやまない。

京都橘のレジリエンス

日比野英子（京都橘大学学長／京都橘大学健康科学部心理学科教授）
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1.コロナ禍において
　情報通信技術が果たした役割

　2020年と2021年は、コロナ禍によってさま
ざまな変化にさらされた2年であり、それはまだ
現在進行形で続いている。コロナ禍において情報
通信技術が果たした役割は大きい。

　まず筆者の身近な大学教育について言えば、局
所的にはさまざまな混乱はあったものの、全体的
には思ったよりもスムーズにリモート講義への移
行が行われた。

　これはもちろん現場の教員、事務職員、そして
学生達のたゆまぬ努力によるものであるが、イン
フラとしてのネットワーク整備やPC（やスマホ）
の保有率、メッセージング、LMS、遠隔会議シ
ステムといったツールなど、情報通信技術の発展
と普及によるところも大きい。これが10年前で
あれば大学教育は完全に機能停止に追い込まれ、

完全休講とするほかなかったであろう。産業分野
においても、在宅ワークや働き方改革が、コロナ
禍によって否応なく進んだ企業も多く、業種や企
業ごと差異は大きいが、意外と在宅でも業務を継
続できることを気付かされた2年であった。生活
面では不満を感じた人も多かったが、新たにビデ
オ会議による飲み会・食事会や、ネットワークゲー
ムによる友達との連携、SNSによる発信などさ
まざまな情報通信技術を駆使して、直接会えない・
集まれない時期を工夫して過ごした人も多かった
と思われる。
　コロナ禍そのものに対する役割としても、数理
モデルによる感染者数の推移予測を始め、オープ
ンソースで始まった感染状況の可視化ツールの開
発、携帯各社の携帯の位置情報を使った滞留人口
の推定、カメラを使った人流解析、接触者追跡ア
プリなど、さまざまな情報通信技術が活用されて
いる。

2.コロナ禍で明らかになった
　情報通信技術の課題

　一方で、課題となった点も多い。まず大学にお
いては、講義自体はなんとか遠隔に移行できた大
学が多い一方、友達同士で集まって学業の相談や
雑談を行ことができない事に不安や不満を抱く学
生も多く、講義や演習を提供するだけでない、同
世代の若者同士が集まり「場」や「空気感」を共
有するという暗黙的な大学の機能にも改めて気付
かされた大学関係者も多いと思われる。我々大学

レジリエントな社会のための情報通信技術

加藤丈和（京都橘大学工学部情報工学科教授）

教員も学会発表自体は遠隔でこなせても、その後
のコーヒーブレイクや懇親会の「場」を共有する
ことがなくなり、新しい研究の着想を得たり他大
学や他研究グループの雰囲気をうかがい知る機会
が失われたと感じることも多い。
　また、社会システムとしての課題点も多い。様々
な社内・学内・行政手続きにおいて、署名や押印
など紙ベースで回っているシステムが多く、直接
おもむいて処理しなければならない経験をした人
も多かったものと思われる。短期であれば緊急回
避的になんとかしても、長期化すると根本的な解
決をしない限り徐々に問題となってくると考えら
れる。
　さらに、一般の物流から政府や自治体によるワ
クチン供給まで、ロジスティックに関わる部分で
の課題も多かった。これは実際に輸送手段や人員
の不足ももちろんあるが、各所のリソースの過不
足をリアルタイムに把握し、即座に最適な手配を
するという情報システム上の課題と言える部分が
大きいと考えられる。

3.コロナ禍を経て、レジリエントな
　社会のためにこれからの情報通信
　システムに求められること

　ここまでコロナ禍で情報通信システムが果たし
てきた役割と見えてきた課題について概観して
きたが、これらを踏まえてこれからの社会で必
要となる情報通信システムの行く末について考察
する。
　まず、このコロナ禍を経てわかったことは、ネッ
トワークインフラや遠隔ツールなどの基本的な道
具立てとしては、すでに整っている、あるいは、
このまま漸近的に発展していけばいずれ整ってく
るものであるということである。一方で、課題に
なった部分は、「場」や「空気感」を共有する機能、
社会システムとして情報通信技術を活かす手続き
的な仕組み、偏在するリソースを常に把握し適切
な場所に手配する仕組みの3点が挙げられる。

遠隔講義の様子

仮想空間と現実空間の融合

　筆者は、これらすべてをまとめると、情報シス
テム内部の情報（仮想空間）と、現実世界にある
物事（現実空間）とを一体化する技術であると考
える。「場」や「空気感」の共有については、現
在の情報システムが作る仮想空間が現実空間と乖
離しており、あくまで遠隔ツールという仮想空間
を経由した通信や共有であるためであり、拡張現
実感（AR）などの技術の発展によりこれらを融
合していくことで解消可能なものと考えている。

　また、手続き的な社会システムの問題も、本人
認証や確認などの現実空間の事象と、手続きとい
う本来仮想的な情報として扱うべき物事を、社会
システムとして一致させることができずに、物理
的な紙媒体という形で照合している（人が情報シ
ステムに合わせている）ためと考えられる。
　最後のロジスティクスの問題についても「現実
空間」にあるものと、「仮想空間」にある配置情
報を常に一致させて集約することができれば、そ
の再配置問題はAIや古典的な最適化アルゴリズ
ムによって解決可能である。
　これらの「現実空間」と「仮想空間」の融合と
いうキーワードは、実は政府の推進するSociety 
5.0 や Industry 4.0が目指すべき方向で、そのた
めにAI技術、AR技術、IoT技術、データサイエ
ンス技術などの近年盛んに研究されている技術を
再編成して社会システムに組み込むことが必要で
あると考えている。
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レジリエンスが育つ環境とは?
　
　レジリエンスとは何か、どのような状態か、と
いう議論は、これまでにも集中して展開されてき
た。とりわけ近年の特徴は、レジリエンスが、単
に自然災害への対応に特化されるのではなく、人
間社会の持続可能性と密接に関わる概念であるこ
とが強調されてきたことであろう。
　同時に、「では、レジリエントな社会は、ある
いはレジリエンスが育つ環境は、どのように形成
されるのか?」、という視点が、今日改めて重要
になっているように感じる。
　つまり、レジリエントな社会は、決して誰かが
与えてくれるものではなく、実は、レジリエント
な社会を創造する営みの中においてこそ、その社
会に相応しい構成員としての人間や組織が育つと
いうことではないだろうか。
　それこそが、「レジリエントな社会は、レジリ
エンスを備えた人間や組織が存在し、育つ社会で
ある」と言われる所以であろう。

人生100年時代のレジリエンスと
生涯学習

　その意味で、人生100年時代を考える時、今
こそ生涯学習が極めて重要な役割を果たすことに
気付くのである。
　すなわち、大学を卒業する年齢を20代前半と

して、残りの4分の3以上をどのように学び続け
るのか、どのような人や組織と繋がるのか、そし
てどのように生きるのか、そこにレジリエンスを
考えるヒントが隠されていると言っても過言では
ない。
　以前、NHKの連続テレビ小説で、村岡花子の
生涯を描いた「花子とアン」というドラマが放送
されていたが、主人公が英語女学校を卒業する時
に、カナダ人の校長が生徒に送った言葉が秀逸
だったので紹介したい。
　それは、「皆さん方が、この学校を卒業して、
将来、学生時代を振り返って、あの頃が一番良かっ
たと感じるなら、私はこの学校での教育が失敗
だったと言わなければならない」という趣旨の言
葉であった。つまり、人生で最も輝くピーク
は、卒業した後に実現できることが望ましいし、
その準備をする期間が学生時代だということなの
である。
　もちろん充実した学生生活を否定するものでは
ないが、自分が最も輝く時代をどこに持っていく
のか、ひょっとすると、人生100年時代という
ことを考えると、それは80歳台、否、ひょっと
すると90歳台かも知れない。それこそが健康長
寿の目標なのである。
　WHO（世界保健機関）憲章の定義において、
健康とは、肉体的健康、精神的健康、そして社会
的健康が相備わった状態であるとされているが、
人生において健康で輝いているためには、家族や

多くの仲間と共に、心豊かなコミュニケーション
や協働での活動を展開し、さらに様々な形で社会
に貢献していることが望ましいことは言うまでも
ない。
　例えば、自宅で一人、ルームランナーでトレー
ニングするよりは、近所の公園でラジオ体操をし
たり、子どもの登下校を見守ったりして、地域コ
ミュニティの一員として暮らすライフスタイルを
目指したいものである。

企業に求められる社会貢献

　その意味で、特に企業戦士として活動する現役
世代も、ワーク・ライフ・バランスに心がけ、早
めに地域デビューしておく必要がある。仕事を理
由に地域の活動に殆ど参加していなかった人が、
リタイアした後、スムーズに地域住民と顔なじみ
になるのは決して容易ではないし、その結果とし
ての高齢者の引きこもりが、今後、深刻な課題と
なる可能性がある。
　同時に、企業側にとっては、従業員のそうした
地域での活動を応援することこそ、極めて重要な
CSR（社会貢献活動）だと言えるのではないだ
ろうか。
　仮に企業として、健康器具を直接、販売や製造
していなくても、一人一人の従業員がPTA活動
や自治会活動などの地域の取り組みに参画してい
ることを、企業文化として誇りにできるなら、そ
の企業は、健康長寿の推進においても、地域防災
や子育て支援の活動においても、極めて重要な役
割を果たしていることになるであろうし、そうし
た企業の取り組みこそ、SDGsの推進において
も、レジリエンスの構築においても、社会に大
きく貢献するものだと言って差し支えないと考え
ている。
　そして、そのことは、大学や行政についても、
当然言えることであり、従業員（職員）のワーク・
ライフ・バランスや地域活動への参画に向けて、
企業に対して促進したり協力したりすることこ

そ、まさに大学や行政に求められる役割ではない
だろうか。
　レジリエンスのある社会における重要な視点の
一つとして、様々な事象や原因についての相互の
関連や影響を的確に把握し、施策を融合していく
「統合性」が挙げられるが、このことは、健康長
寿による人生100年時代の実現を考える上でも
不可欠なのである。
　同時に、私たち一人一人が当事者として、出来
ることから行動に移すことが求められており、そ
のことによって初めて、私たち自身が人生100
年時代の担い手として成長していけることも忘れ
てはならない。
　結びに、この場をお借りしての宣伝で、いささ
か恐縮であるが、それらの視点も盛り込んで、こ
の度、「レジリエンス京都 !」と題した書籍を上
梓し、京都新聞出版センターから発刊した。ご興
味のある方は、ご一読いただけると光栄である。

レジリエントな社会の実現と持続のために

藤田裕之（レジリエント・シティ京都市統括監／元京都市副市長）

レジリエンス京都 !



　迷いや不安、言葉にできない焦りもチームなら
ば、乗り越えられる。そんな思いで生まれたのが
「チームたちばな」です。
　チームたちばなには、卒業生や学生も名乗りを
あげてくれました。コロナ禍で多くの制約に苦し
みながらも、学びたいという強い意志が伝わって
きます。まさに生きた学びの現場でした。

広がる助け合いの和と
学生接種率71.6％

　この取り組みは、地域の保育・教職員の方や京
都女子大学の皆さんも対象に行いました。大学の
まち京都だからこそ、組織を超えて、支えあいた
いという思いが強くありました。
　2回目接種が終了した8月下旬。会場には、「#
チームたちばなへエールを」という1,000通以
上もの激励メッセージで溢れていました。

激動の時代を生きるために

　世界規模のパンデミックが発生してから2年が
過ぎました。激動の時代には、過去の価値観では
通用しないということを誰もが感じた日々だった
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「教育を止めない」をスローガンに職域接種に取り組んだ100日間。
－「チームたちばな」の挑戦

石原雅子（京都橘大学広報課課長）

【Story Movie】
チームたちばなの挑戦 
「現実を変えてやれ」

　2020年春。日本、そして世界は、当たり前に
あった日常をあっけなく覆されました。
　あらゆる活動は制限され、「人との接触を避け
る」というこれまでにない毎日を過ごしてきまし
た。収束にむけて希望の光が見えたかと思うたび
に、繰り返される緊急事態宣言。
　コロナ禍で、大学は学生とどのように向き合う
べきか。
　誰にも正解がわからない中で、私たち教職員も
たくさん悩み、自らすべきことを考え続けました。
　「新型コロナワクチン職域接種の申請開始」と
いう政府発表を受け、本学がいち早く実施の判断
ができたのは、少しでもこの事態を収束させたい、
学生が早くキャンパスで思う存分学び、交流し、
ワクワクする毎日を過ごしてほしい。教職員の誰
もがその想いを強くもっていたからでした。

前例のない挑戦

　職域接種は、「打ち手」だけがいれば成り立つ
ものではありません。
　ワクチンの適切な管理をはじめ、接種希望調査
や副反応への対応、実施経費の調達など多様かつ
臨機応変な対応が求められました。
　本学は、過疎地や市町村の大規模接種会場など
で医師・看護師教員が支援に参加してきた経験を
踏まえ、独自の接種スキームを確立。接種に関わ
る全工程を、学内の医師・看護師・薬剤師・救急
救命士・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士
の資格を有する教員と大学職員により行いました。
　前例やモデルケースのない中で、特にこだわっ

たことは、複雑性を取り除き可能な限り業務を細
分化するということ。大規模接種会場を安心・安
全に運営させるためには、混乱のないロジスティ
クスの確立と教職員が心をひとつに取り組むこと
が求められていました。

　「医療機関ではない私たちが、本当に、7,000
名規模の職域接種ができるのか」。
　それぞれが不安や葛藤、緊張を抱えながら、教
員と職員が垣根を越えて意見をぶつけあい、人為
的ミスがおこらないようシミュレーションを繰り
返し行いました。その都度出される問題点や対応
策については、何度も確認しあい、運営マニュア
ルとして完成。そして迎えた、6月28日。キャ
ンパスで職域接種が始まりました。実施の判断を
してから約2週間後のことでした。

「チームたちばな」誕生

　職域接種を実施するうえで、私たちが何よりも
大切にしたことは、チームで取り組むということ。
　数千人の接種希望者が抱く思いは、千差万別で
す。そのすべてと、長期間真摯に向き合い続ける

必要があります。
　日々出される現場の改善点や変更点は、コミュ
ニケーションツールや毎朝会場で行う朝礼を活用
して、いち早く運営責任者間で情報共有するとと
もに、各エリアのスタッフへ確実に伝えるなどの
連絡体制をとりました。

のではないでしょうか。
　大学は、教育や研究活動の場であるとともに、
様々な友人と出会い、共に学び、意見を交わしあ
い、時には衝突も繰り返しながら他者を思いやる
心を育み、人間としての成長を遂げる場であるは
ずです。
　そうであるからこそ、大学は目の前の社会の在
り方について、課題を提示し、意見を述べ、現実
を変えていく努力をしながら、学生へ多様な選択
肢を用意していくことが求められます。先行きの
見えない状況においても、学生が肯定的に進んで
いけるような未来への道筋を示す必要があると強
く感じています。

予想外を楽しめる力を

　今、時代は大きなうねりの中にあります。
　時代が変わるということは、人や物事も大きく
変わる瞬間であるということ。
　10代・20代という人生の中で最も感受性豊か
な時に、コロナという未曽有の危機に直面した学
生たちは、まさに新しい時代を切り拓いてきたパ
イオニアです。誰もが、新しい価値を生み出す経
験をしているはず。これからどのような時代にな
ろうともこの新しい日常を作ってきたことに自信
をもってほしいと思います。
　大学という知の共同体の中で、学生が誇り高く
社会で活躍していけるように、京都橘大学は予想
外の状況にも変化を恐れず、楽しみながら挑戦し
ていきたいと思います。
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－コロナ禍で「おきにのうつわ」が支えた京都の伝統産業－

陶器屋の夫・三谷幸史と食空間コーディネーターの妻・靖代のユニット。
京都で産まれるうつわを使って楽しむ季節、毎日の暮らしの中でのコーディネートなど伝統産業品 +
コトの提案を SNSやセミナーを開催して発信しています。
2020年から伝統産業品を積極的に愛でたり使ったりする「伝活」をスタート。

三谷幸史（おきにのうつわ）
三谷靖代（おきにのうつわ） 

　「おきにのうつわ」は夫婦ユニット。京都の伝
統産業品のPR、時々他府県の工芸品のお手伝い
をしています。

　夫の方は京都で祖父の代から続く京焼・清水焼
の卸売をしています。大学卒業後は出版・古美術
関連の会社に入社。その後、京都伝統工芸専門校
（現：京都伝統工芸大学校）に入学して陶器制作
について学び、卒業後、家業に入りました。
　妻の方は服飾デザインを学んだ後、結婚式場や
ホテルでウエディング業界に入り、新郎新婦の新
しいスタートのサポートをしていました。そこで
テーブルコーディネートに出会い、後に食空間
コーディネーターとして起業。現在は工芸品の魅
力を伝えて販売につなげるお手伝いなど、工芸品
にまつわるさまざまなことに関わっています。

　二人とも京都の伝統産業、特に、京焼・清水焼
に深く関わる立場でしたので、流通の調査に出向
いたり、職人さんにヒヤリングをしたり、時には

自らがイベントに出展して消費者さんと直接話を
して、陶磁器のニーズなどを調べることも重ねて
きました。そんな場で意外によく質問されたのが、
うつわに何を盛れば良いのか、どんな風に使えば
良いのか、といったことでした。私たちの感覚で
は、購入されたうつわはお客様の自由な発想のも
と、使っていただいたらと考えていたのですが、
手に取られるのが和食器と言うこともあり、「和
食を盛らないといけない」や「華やかなものはハ
レの日にしか使えない」といった固定概念がある
ということへの大きな驚きと、このままでは京
焼・清水焼の文化・産業の継承が難しくなるので
はという危機感を持ちました。
　これらを踏まえて、結成したのが「おきにのう
つわ」。結成当初の主だった活動は京焼・清水焼
の技法の説明や実際にうつわを用いての盛り付け
方や、お手入れの方法などSNSを使って紹介す
るというものでした。すると、イベントやセミ
ナーなどにも声を掛けていただき、直にお話を聞
いてもらえる機会も増えてきました。

　そんな中、活動の域を徐々に伝統産業品全般へ
と広げていきました。また、展示会プロデュース
などを手がけることも増え、〈作り手〉と〈買い
手〉をつなぐ〈つなぎ手〉としての活動へと移行
してきています。

　そのような活動の中で一昨年よりのコロナ禍。
　伝統産業品は、実際に見て手に取って購入に至
る商品が多く見られます。そのような中で、緊急
事態宣言により百貨店や専門店などが休業を強い
られることに伴い、〈買い手〉が伝統産業品を目
にする機会がなくなり、売り上げも激減しました。
ネット販売が売り上げを伸ばしたのも事実ですが、
それだけでは全く売上を補えない状況でした。そ
のため、卓越した技をもって制作を続けられてき
たベテランと呼ばれる職人さんが、これをきっか
けとして廃業されるという話もちらほら出てきま
した。分野によっては、熟練の技が途絶える危機
に瀕しています。これまでにも、売り上げ減少に
よる後継者不足によって絶えてしまった業種も存
在しますが、コロナ禍によって今までにない危機
に陥っています。

　そんな心が痛い状況を見聞きしたことをきっか
けに、スタートさせたのが我が家の「伝活」。コ
ロナ禍以前は、実際に多くの人を会場に集めて大
きく商品を紹介し販売することが、伝統産業の主

盛り付け指南

伝活の様子（端午の節句コーディネート）

なPRの手段でした。コロナ禍で外出や人の集ま
りがはばかられるようになり、家で家族と過ごす
「おうち時間」が増え、多くの方が暮らしについ
て改めて関心を持ちました。「伝活」では、おう
ちで私たちが実際に伝統産業に触れている様子を
SNSで発信しはじめました。外出自粛が続く中
「伝活」を継続し、緊急事態宣言が解除されると、
京都近郊で開催されている伝統産業にまつわるイ
ベントや作家さんの個展などに出向いて「おでか
け伝活」と称して紹介を続けてきました。

　こうした「伝活」から、普段なにげなく使って
いるおうちのうつわに目を向けることから始めて
もらい、徐々に違う素材の作品も使ってみたいと
興味を持っていただければ、京都の伝統産業に携
わる身としても、嬉しい限りです。長く伝わって
きた技術を改めて感じてもらい、それが広がるこ
とによって使い手が増え、〈作り手〉がこれから
も作っていける業界になることを願って、これか
らも活動をしていきます。
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大田雅之（京都橘大学経営学部経営学科助教）

　2021年10月23日（土）にキャンパスプラザ
京都にて「レジリエンス・シンポジウム2021」
が開催されました。本シンポジウムは、人生
100年時代の自立と共生をテーマに、本学で3年
間にわたって取り組まれてきたレジリエンス・プ
ロジェクトの研究成果を広く発信するとともに、
あらゆる世代が生き生きと暮らし続ける持続可能
なコミュニティについて考える機会とすることを
目的とするものです。

　第1部の基調講演では、京都大学こころの未来
研究センター教授の内田由紀子先生に「日本にお
ける新たな自立と共生：文化心理学からの検討」
というテーマで、文化心理学研究の視点からウェ
ルビーイング（Well-being）についてお話しし
ていただきました。ウェルビーイングは、経済的
な豊かさや健康といった客観的な事実だけでなく、
人びとが生きがいを持って、「こころ」の充足を
感じているかといった主観的な部分も含めた概念
です。このウェルビーイングは自分の中だけにと
どまるのではなく、他者の状態へとつながり、ま
た自分の状態へと戻ってくるといった形で社会の
中で循環していきます。内田教授によれば、社会
のレジリエンスは、その好循環を維持する力であ
るとも考えることができます。ただ、人びとが何
を幸福と考えるかについては文化の差もあること
を理解しておく必要があります。たとえば、日本
はアメリカなどと違って、幸せの絶頂よりもほど
よい幸せをよいと思う傾向があるようなのですが、
そうしたことが、日本社会のレジリエンスに繋
がっている可能性もあると内田教授は指摘されま
した。

　また、内田教授は、ご自信の地域コミュニティ
に関する研究から明らかになったこととして、個
人の「独立性」を認め多様な生き方を尊重するこ
とと、人と協力しあう「協調性」のバランスを保
つことの重要性を指摘した上で、レジリエンスの
高い社会を現実するためには、多様性、開放性な
ど、個人を尊重しつつ、他者や社会のために行動
し、日本的な協調性の良さを生かしながら、寛容
な社会であることや、身近に取り組めることとし
て、他者を認め、自分の幸せが相手に与える影響
をポジティブに捉えることから始めてみることが
大切ではないかと述べられました。
　続いて第2部では、本学レジリエンス・プロ
ジェクトのメンバーである健康科学部心理学科
准教授の大久保千恵先生と看護学部看護学科教
授の松本賢哉先生から、それぞれのプロジェクト
に関わる活動の報告が行われました。
　「子どもと学生が共に育ちあう大学ならではの
子ども支援」をテーマに掲げた大久保准教授の報
告では、日本における子どもを取り巻く諸問題に
ついて解説された後に、本学で実施された支援活
動が紹介されました。具体的には、小学生の夏休

みの宿題を支援する「しゅくだいかたづけたい」
や、子どもたちを大学内に招待し、夏祭りやクリ
スマス会、スポーツ大会などを行う「みんなのこ
ころ育て広場」などです。大久保准教授の研究で
は、こうした大学生が主体的に運営する取組が子
どもの成長を育む居場所になっていることが示さ
れました。また、これらの取組の中では、子ども
や保護者を対象にしたアンケートやインタビュー
なども実施されており、子どもの異変を早期に発
見し、それに対応することができる環境づくりに
もつながっているとのことでした。
　報告の中で、大久保准教授が、さまざまな困難
に立ち向かいながら成長している子どもと、実践
的な教育で学びを得る学生との交流がともに育ち
あう環境となり、長期的に途切れのない関係づく
りへとつながっていくのではないでしょうかと
指摘されたことは、非常に印象的でした。

　松本教授からは、山科区と大津市の高齢者を対
象としたアンケートや体力測定をもとに、「高齢
者の活動量と幸福感との関係」についてお話しし
ていただきました。山科区老人クラブの会員を対
象としたアンケートからは、男性の単身者は、地
域活動への参加などから幸福を感じる事が少なく、
日常生活の中での活動も活発でないことが示され
たのですが、松本教授によれば、男性の場合、人
間関係が職場中心である期間が長く、また、日常
生活の多くを女性に依存してきたことがこのよう
な結果につながった可能性があるとのことです。
さらに、配偶者がいる男性と比べると、単身男性
は女性に連れられて社会活動に参加することも少
ないため、主観的幸福感を高くするためには、
「頼り・頼られる対人関係」をつくる必要性があ
るとのことでした。
　このことに関連して紹介されたエピソードは大
変興味深いものでした。看護学部が大津市で実施
している高齢者の体力測定は、当初、教員と数名
の学生で行っていましたが、ある年、一部の学区
で約100名の学生を実習の一環として参加させ

内田由紀子教授の基調講演

パネルディスカッションの様子

たところ、翌年には参加者が倍増し、男性の比率
も高まったそうです。学生との交流の機会が増え
たことが、参加者の増加につながった可能性が高
いのですが、山科区の事例と合わせて考えると、
高齢者の「居場所」となるような場所に集うさま
ざまな機会を増やすことや、世代間交流によって
非日常的な楽しみをつくることが大切かもしれま
せん。

　第3部のパネルディスカッションでは、会場か
ら寄せられた質問をもとに「正規雇用者と非正規
雇用者の幸福」、「高齢者の孤立」などについて、
さまざまな観点から議論が行われました。その中
で、内田教授が最後に「レジリエンスは、個人個
人がちょっとずつできるところから大きく広がっ
ていく」と述べられたことは大変印象に残りまし
た。隣の人に優しくする、話をしたことがなかっ
たご近所の方に声をかけてみる、そういう一歩を
踏み出していくことが社会のレジリエンスにつな
がっていくというのです。レジリエンスという言
葉は難しそうに聞こえますが、日常の何気ないと
ころからレジリエントな社会が実現するというこ
とが明らかになったことが今回のシンポジウムの
大きな成果なのかもしれません。
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『人生　百年社会』の願望
　
　人の健康寿命が延び、『人生　百年社会』を迎
えるとき、人々はどのように日々の暮らしを想い、
行動をするようになるのだろう。
　自身の将来を重ねて考えると、健康に体が動く
間は、『晴観雨電』をしていたい。天気の良い日
には文化財などを観て楽しみ、雨の日には、パソ
コン（電脳）の前に座り、ヴァーチャルリアリティ
（V.R）の世界に没入しているイメージである。
　社会意識の世論調査（内閣府調査）において、
長い歴史や伝統、優れた文化や芸術、美しい自然
に、日本人の全世代が高評価を付与している。そ
の共通のワードは、先人が育み、自身も参加した
（見続けてきた）文化的・歴史的な環境を大事に
見ていることが示されているのであろう。この傾
向は既に二十年以上続いており、今後も高い評価
が続くものと予測されている。私の期待する姿は、
平均的な日本人の願望であるともいえるのではな
いか。

文化財保存活用地域計画の導入

　一方、人口減少、少子高齢社会の到来を受けて、
文化財保護法の一部が改正された。文化財の確実
な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存
と活用のシステムへの転換が意図されたものであ
る。そして、文化財保存活用地域計画等が導入さ
れ、文化財保護の計画力の向上が図られたところ
である（詳細については、pliant 2021年2月号、
Vol.05 P10-11を参照願いたい。）。
　しかし、民家を中心に各地の指定文化財におい
て、所有者の不在、さらに、地方公共団体への移

譲に関する問題が発生し、継承困難な事例が多発
してきた。すでに、長い歴史や伝統等、国民の感
性に寄り添う流れに綻びが見られており、これか
らの時代にふさわしい、具体的な保存と活用の事
例を明示することが喫緊の課題となっている。

指定文化財の活用事例

　筆者は、このような指定文化財等の活用策につ
いて、取り組んできており、そのヒントとなる事
例を紹介したい。
　18世紀建設の兵庫県指定旧三木家住宅の事例
である。同住宅は、兵庫県神崎郡福崎町西田原に
所在する大庄屋で、2000年頃に所有者が不在と
なり、福崎町に移譲されたものである。柳田国男
が幼少の頃、同家に起居し、書物を読みふけった
と伝えられている。近隣に柳田国男生家及び資料
館も所在し、早くから柳田に因んだ歴史文化の活
用に取り組んでいたエリアである。
　そして、2010～ 2017年にかけて、同住宅主
屋及び表門について、兵庫県及び福崎町で保存修
理工事を実施した。ただし、同主屋の保存修理工
事に先駆けて、図1に示すように保存優先部分と
活用優先部分（着色部分）のグルーピングを行っ
ており、活用工事を民間事業者により実施した
いと計画をしていた。
　収益事業を伴う活用は民間でないとできないと
の思いが真意であろう。町にとっては、保存修理
工事費に加え、年間の維持費が嵩むことに負担感
を覚え、維持費の低減策及び利活用の促進を図り
たいと希望した。
　それに答えて、（株）神戸新聞社と（株）NOTE
が出資し、（株）PAGEを設立。町は都市再生推

進法人に指定し、PAGEに指定管理委託を行った。
PAGEはエリアマネージメント・空き家開発・ま
ちづくり事業の中間支援組織として、駅前・辻川
観光交流センター、登録文化財辻川郵便局及
び旧三木家住宅の管理受託を受けて、旧三木家
住宅の活用工事を実施し、オペレーターとして
（株）レックが担当し、2020年に『NIPPONIA
播磨福崎　蔵書の館』としてオープンしたもので
ある。

5

『人生　百年社会』に貢献する文化財の活用策
村上裕道（京都橘大学文学部歴史遺産学科教授）

文化としてのレジリエンス

　宿泊室（図2）は、畳を上げてフロアリングに
変えた程度でいつでも元に戻せる改装としてい
る。そして、柳田国男少年に因み、読書三昧に耽っ
てほしいと、柳田の本などを各室に配置する。室
内にはテレビもない。全体で5室のみで、少数の
者がゆったりと寛ぐ空間を創っている。
　現在、福崎町では地域計画の策定中である。本
物件の活用だけでなく、町全体の歴史文化の活用
について検討をしているところである。その過程
で、（株）PAGEのような組織が文化財保存活用
支援団体として指定され、官民協力による文化財
の持続力の向上につながることを期待するところ
である。

図1　旧三木家住宅平面図

まとめ

　現在、重要文化財林家住宅（岡山県美作市）の
保存・活用修理工事により、空き家状態となって
いる同住宅を一棟貸しの宿泊施設に転用を図るべ
く工事を実施中である。文化庁では、補助事業と
して、保存修理・構造診断調査・環境保全・防災
設備・公開活用・観光活用などの工事支援策を用
意して、保存から活用に至るシームレスな補助事
業を用意するまでとなった。筆者らは（一社）
HERITAを設立、所有者に替わって工事を実施し
ているが、同社には保存修理事務所から構造事務
所、活用設計事務所、オペレータ・マネージメント、
全体の事業調整者を擁して、同じく保存から活用
までシームレスに工事ができるように体制を組ん
でいる。そして、HERITAでは、地元住民による
運営を目指して、地域おこしを行っている人たち
とのネットワークの形成に取り組んでおり、美作
市も支援団体としての指定を検討している等、官
民協力体制により、持続力の向上に努めている。
これら事例を見ると個別の文化財においても、保
存と活用が併存し、町全体とも連関してきている
ことが判る。さらに、その核心として文化財保存
活用地域計画が文化財保護の計画力の向上に寄与
しており、緻密な取り組みの成果が、これからの
時代にふさわしい保存と活用と言えるであろう。
　願わくば、老後に回り切れないほどの文化財の
活用事例が広がることを期待する。

図2　宿泊室


