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【第 15 回歴史都市防災シンポジウム】

開催日時：2021 年 7 月 17 日（土）　10:30 〜 18:40

開催場所：オンライン開催（Zoom）

参 加 者：150 名

講 演 者：兵庫県立大学減災復興政策研究科　教授、研究科長　室﨑 益輝

概 要：

第 15 回歴史都市防災シンポジウム（2021.7.17）
コロナ禍にあった今年も昨年度に続きオンライン開催にて、第 15 回歴史都市防災シンポジ

ウムを実施しました。歴史都市や文化遺産の防災に関する 44 件の研究発表と活発な討議がお

こなわれ、日本、海外から 150 名の参加がありました。参加者のご協力のもと、シンポジウム

は無事に成功裡に終わりました。

セッションは、防災技術（1）〜（3）、防災計画（1）〜（4）、国際連携（1）〜（2）のあわ

せて 9 セッションで、さまざまな研究発表と活発な討議が行われました。

特別講演企画では、兵庫県立大学減災復興政策研究科　教授、研究科長の室﨑益輝氏より「歴

史都市の災害復興について」と題したご講演をいただきました。ご講演では、自立・安全・変

革という災害復興に求められる要素に対して、活用・継承・創造という文化の持つ機能を活か

す視点に立って、日本の伝統的な減災の知恵ならびに海外の歴史都市の復興事例などから、災

害復興によって守られた・生まれた・壊されたまちなみをご紹介いただき、災害・復興に対す

る物理的対策だけでなく心の持ち方の重要性について指摘されるなど、ひろく示唆に富んだお

話をいただきました。

なお、シンポジウムで発表された研究成果については「歴史都市防災論文集 Vol.15」として

刊行しております。

優秀発表賞受賞者
今年度より、学生の方、今年 3 月時点で学生であった方の発表の中から、発表内容、発表技

術の優れた方を対象に「優秀発表賞」を授与することといたしました。

各セッションの座長と採点担当教員による審査にもとづき、下記の方が受賞されました。

・A 会場：小島 尚之 さん（立命館大学大学院理工学研究科）

・B 会場：吉川 奎 さん（立命館大学大学院理工学研究科）

・C 会場：森 祐輔 さん（立命館大学大学院理工学研究科）

シンポジウム開催中の様子特別講演者の室﨑益輝氏と司会の大窪教授
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【立命館大学 ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」国際研修
2021】

開催日時：2021 年 8 月 23 日（月）〜 10 月 7 日（木）　各週月・木曜日

開催場所：立命館大学 衣笠キャンパス 歴史都市防災研究所　オンライン（Zoom）

参 加 者：15 名（オブザーバー 2 名を含む）

概 要：

2021 年 8 月 23 日（月）〜 10 月 7 日（木）の間、各週 2 回、7 週間にわたり、立命館大学ユ

ネスコ ･ チェア「文化遺産と危機管理」国際研修（UNESCO Chair Programme on Cultural 

Heritage and Risk Management, International Training Course（ITC）on Disaster Risk 

Management of Cultural Heritage 2021, 15th year, Ritsumeikan University）を初めてオンラ

インにて実施いたしました。第 15 回目の本年度は、世界各国より 124 名の応募者の中から、

日本を含む、アメリカ、イタリア、エジプト、北マケドニア、クロアチア、ケニヤ、コロンビ

ア、コソボ、スイス、ポルトガル、フィリピン、ラトビアの計 15 名（オブザーバー 2 名を含む）

を選出しました。研修では、学内の教員をはじめ、宮城大学、京都橘大学の教員、国内の文化

庁、京都市消防局、京都国立博物館等学術・行政機関からの専門家、国外からは ICCROM の

専門家、ラフバラー大学の教員等 20 名以上の講師による講義が行われ、日本の文化遺産と危

機管理に関する取り組みに加え、世界各国特有の文化遺産保全と防災の現状と今後の課題につ

いても理解を深めました。

コロナ禍対応で、フィールドワークもオンラインで行う必要があり、今年度は京都市内にあ

る文化財管理者や地域関係者の協力のもと、それぞれテーマに沿ったビデオを作成しました。

具体的には、先斗町における伝統的京都の町並み（木造密集家屋）におけるコミュニティ防災、

清水寺では、傾斜地における木造文化財の水害・土砂災害・火災対策、東本願寺では、巨大木

造建築物の防火対策（ドレンチャー等総合的な消防設備とシステム）について学びました。ま

た、それぞれの関係者により歴史的な価値とそれを保護する仕組みとしての所有者・行政・地

域住民との連携による防災への取り組みについても解説が行われました。

週 2 回、毎回 2 時間のライブセッションでは、週ごとにテーマを設け、各週の初日は講義・ディ

スカッション、二日目は関連ワークショップ形式としました。一方的な講義ではなく、双方的

な対話により豊かな研修になるよう、ライブセッションの前には、事前に準備していた各講義

のオンデマンド・ビデオやフィールドワークのビデオを受講生に視聴してもらい、ライブセッ

ションの間に講師による個別メンタリング・セッションを設けたり、課題を出したり等、受講

生がライブセッションの前後の自由な時間に予習・復習できるような仕組みにしました。

また、受講生が研修期間内に受けた講義について講師たちに質問・議論したり、講義の教材・

研修についての問い合わせ等を気軽にしたりできるよう様々なアプリの導入をしました。オン

ライン・セッションのためには Zoom アプリ、受講生・講師など関係者がフォーマルまたはイ

ンフォーマルな情報共有やコミュニケーションをとるためには Slack アプリ、そして講義の教

材や受講生の個別ケーススタディのデータの共有には Google drive を利用しました。これら

の仕組みにより、研修期間中に受講生がそれぞれの国のケース・スタディ・プロジェクトを十

分に進めることが可能となり、質の高い最終成果につながりました。受講生の成果物は年度末
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のプロシーディングで公表する予定です。

立命館大学ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」国際研修は、世界各国からの研修者の

積極的な参加により高い評価を得ています。本研修では、今後も当研究所の研究成果に基づき、

国際社会に向けた成果発信や社会貢献活動を継続してまいります。

複合的災害と都市空間に関するワークショップ災害危機管理の基礎に関する講義

学外視察ビデオ 3（東本願寺）学外視察ビデオ 2（清水寺）

学外視察ビデオ 1（先斗町）歴史文化都市におけるリスクマネジメントに関する講義

Ms.�Valerie�Magar（ICCROM）による開会の挨拶仲谷義雄総長による開会のあいさつ
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アルバニアの文化遺産の減災計画に関する講義日本の文化遺産保護法に基づく文化財リスク
マネジメントの政府方針に関する講義

日本の歴史的建造物の耐震性能に関する講義文化遺産危機管理のための地理情報システム
に関する講義

災害後のニーズアセスメントと復興枠組みに関する講義災害対応の為のシナリオ策定に関する講義

復興プロセスの構築に関するワークショップ災害図上訓練（DIG）に関するワークショップ

最終日ヴァーチャル・フェアウェルの様子
（受講生・講師・事務局）
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【講師一覧】
■国外講師

Rohit JIGYASU  Project Manager, Urban Heritage, Climate Change and Disaster 

Risk Management Programme Unit, ICCROM

Ksenia CHMUTINA  Senior Lecturer in Sustainable and Resilient Urbanism 

The School of Architecture, Building and Civil Engineering, 

Loughborough University, Loughborough

Lee BOSHER  Professor of Disaster Riske Management Group Leader-Water 

Engineering and Development Center（WEDC） 

School of Architecture, Building and Civil Engineering 

University, Loughborough

Aparna TANDON  Senior Programme Leader 

First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis 

Sustaining Digital Heritage Programmes Unit ICCROM

Joseph KING  Director, Partnership and Communication ICCROM

Giovanni BOCCARDI  Former Head, Emergency Response Unit, UNESCO World 

Heritage Centre

Elke SELTER  Leverhulme Research Fellow 

The British Institute for International and Comparative Law

Eugene JO  ICCROM-IUCN World Heritage Leadership 

Programme Manager, Programmes Unit, ICCROM

Hirofumi IKAWA  Project Manager, Programmes Unit, ICCROM

Ming Chee ANG  General Manager, George Town World Heritage Incorporated

Dulce Maria GRIMALDI 

SIERRA

  Senior conservator for conservation and research of decorative 

elements at archaeological sites, Coordinación Nacional de 

Conservación del 

Patrimonio Cultural（CNCPC） 

Instituto Nacional de Antropología e Historia（INAH）

Elena MAMANI  Project Manager, Deputy Head of Office, Cultural Heritage 

without Borders（CHwB）

■国内講師

降旗 順子  独立行政法人 国立文化財機構 京都国立博物館 学芸部 保存科学

室長

山之内 大輔 京都市消防局 予防部予防課 文化財係長

村上 裕道 京都橘大学　文学部 教授

平岡 義浩 宮城大学 事業構想学群価値創造デザイン学類 教授

稲垣 智也  文化庁 文化資源活用課 整備活用部 

文化財調査官　（併）文化財第二課（命）文化財保存科学室員
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■学内講師

土岐 憲三 衣笠総合研究機構 特別研究フェロー

大窪 健之 理工学部　環境都市工学科 教授

矢野 桂司 文学部　地域研究学域 教授

吉富 信太 理工学部　建築都市デザイン学科 教授

藤本 将光 理工学部　環境都市工学科 准教授

里深 好文 理工学部　環境都市工学科 教授

金 度源 理工学部　環境都市工学科 准教授

Wesley Webb CHEEK 衣笠総合研究機構　専門研究員

■コーディネーター

Lata SHAKYA 衣笠総合研究機構　准教授

■サポーター

大橋 弘明  衣笠総合研究機構　専門研究員
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【第 15 回 みんなでつくる地域の安全安心マップコンテスト】

表 彰 式：2021 年 10 月 23 日（土）

開催場所：立命館大学　創思館 1 階　カンファレンスルーム

応募作品：30 作品 37 名

協 　 賛： 株式会社パスコ、F レンタリース株式会社、株式会社帝国書院、 

株式会社ネスト ･ ジャパン、NPO 法人災害ボランティアステーション日本、 

マツモラ産業株式会社、株式会社宝水、セコム株式会社、株式会社柴橋商会、 

能美防災株式会社、奥尻島観光協会、株式会社サンオート、ワエストロ株式会社、

株式会社アイ・イー・ジェー、やまと産業株式会社、アキレス株式会社、 

株式会社コバック、株式会社宮田運輸　（順不同）

後 　 援：国土地理院、京都新聞、KBS 京都、京都市、 

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター、人文地理学会、立命館地理学会、

京都府警察、一般社団法人日本セーフコミュニティ推進機構　（順不同）

概 要：

立命館大学歴史都市防災研究所では、社会貢献の一環として、2007 年度より小学生向けの「地

域の安全安心マップコンテスト」を実施している。自然災害、交通事故、犯罪など、小学生が

自身の興味関心を持って選んだ安全安心に関わるテーマに沿って、身近な大人と共に地域を調

査し地図化することを通じて、地域の安全安心を考えてもらうことが本事業の目的である。本

年度は、新型コロナウイルス感染症に関連する作品をはじめ、個性豊かな 30 作品の応募があっ

た。厳選された入賞 10 作品の表彰式では、審査委員から作品講評が行われ、受賞者は作成の

意図や工夫した点を語り、参加者の関心を引きつけた。表彰式は、新型コロナウイルス感染症

対策として、昨年同様、対面と Zoom によるハイブリッド形式で開催した。そこでは、舞台ス

クリーンに PowerPoint を使って、入賞者の名前、学校名、学年、作品タイトル、作品写真の

ほか、副賞商品の紹介や審査員の講評、オンライン参加者の様子を投影し、対面による参加者

と Zoom による参加者とが一体感を持てるよう工夫した。さらに第 25 回全国児童生徒地図優

秀作品展へ上位 7 作品を出展した。

また研究所では、コンテストの広報の一環で、マップ作成活動に関する出張授業を実施して

いる。本年度は岡山県立岡山操山中学校からの依頼を受け、2021 年 11 月 1 日に当研究所の教員・

事務局職員が中学生 4 人からリモートインタビューを受けた。今回のインタビューは、岡山県

立岡山操山中学校の総合的な学習の時間「未来航海プロジェクト」の活動の一環で企画され、

コロナ禍のため Zoom を使ったリモートインタビューの形式で行われた。

表彰式の様子 協賛企業による副賞授与の様子
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【歴史都市防災研究所定例研究会】

歴史都市防災研究所では、研究メンバーがそれぞれの研究成果について報告をする場として、

研究会を定例開催している。発表者および参加者は、当研究所所属の教員、専門研究員等の若

手研究者、学生、および客員研究員として当研究所の活動に参画いただいている学外の関係者

である。各研究部会・プログラムで進めている研究プロジェクトについて、多岐にわたる専門

分野の研究者が活発に意見交換を行う機会として、来年度以降も継続予定である。今年度開催

した各回の内容については、以下のとおりである。

2020 年度
【第 6回定例研究会】

開 催 日：2021 年 3 月 6 日（土）　13：30 〜 16：30

開催場所：オンライン（Skype for business）

発表者および報告内容：

成果報告、評価委員会評価

大窪 健之（歴史都市防災研究所 所長）

各部会からの報告

A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

評価委員からの内部評価

2021 年度ユネスコ・チェア国際研修開催に向けた進捗報告

2021 年度
【第 1回定例研究会】

開 催 日：2021 年 4 月 10 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

成果報告、評価委員長評価

2020 年度運営委員会からの報告（全体概要）

各部会からの報告

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

阿部 俊彦（理工学部 准教授）

『東日本大震災の津波被災地の復興まちづくりから学ぶ事前復興〜これまでの災害復興

研究を踏まえた今後の歴史防災研究の課題〜』
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・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

千葉 陵平（理工学研究科 博士課程前期課程 1 回生・防災まちづくり研究室）

『コロナ禍における出石地区でのオンライン防災訓練の試行』

長谷川 諒（理工学研究科 博士課程前期課程 1 回生・防災まちづくり研究室）

『史跡等に立地する復元建築物における防火対策の現状と課題』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

山田 悟史（理工学部 任期制講師）

『文化遺産防災学における先端技術の萌芽性』

【第 2回定例研究会】

開 催 日：2021 年 5 月 22 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

神田 孝治（文学部 教授）

『新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とツーリズム・モビリティーズ　− 2020 年

における与論島の状況と災害・防災に注目した考察−』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

本間 睦朗（理工学部 教授）

『光環境の、定量的評価の可能性』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

豊田 祐輔（政策科学部 准教授）

『豊岡市出石伝建地区および周辺地区における災害対策の現状と関連要因に関する研究』

【第 3回定例研究会】

開 催 日：2021 年 6 月 19 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

川道 美枝子（歴史都市防災研究所 客員研究員）

『京都市内のアライグマ、ハクビシンの分布状況と文化財への影響　―侵入検知ネット

ワークの構成よる効果的対策の試み』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

井上 雄登（理工学研究科 博士課程前期課程 2 回生・流域デザイン研究室）

『兵庫県豊岡市出石地区における複合水・土砂災害に対する減災手法の検討』
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・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

青柳 憲昌（理工学部 准教授）

『「文化財防災」の象徴としての法隆寺金堂焼損壁画　─昭和大修理における写真撮影に

よる記録保存、および合成樹脂による保存処理について─』

【第 4回定例研究会】

開 催 日：2021 年 10 月 9 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

河角 直美（文学部 准教授）

『新水空間の形成と災害　−鴨川周辺を事例として−』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

吉富 信太（理工学部 教授）

『隣接する三棟の伝統木造建築物の振動特性に関する検討』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

留野 僚也（政策科学研究科 博士課程後期課程 3 回生）

『2016 年熊本地震における被災者支援組織の対応ニーズの時系列分析』

【第 5回定例研究会】

開 催 日：2021 年 12 月 4 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

小川 圭一（理工学部 教授）

『観光客と市民の視点からみた歴史都市防災の必要性』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

小林 泰三（理工学部 教授）

『急傾斜地崩壊：「どこ」で「いつ」発生するのかの予測精度向上にむけて」』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

大場 修（衣笠総合研究機構 教授）

『「タカ」と生業・災害』

・国際展開・社会連携研究支援プログラム

サキャ ラタ（衣笠総合研究機構 准教授）
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ユネスコ・チェア『文化遺産と危機管理』 国際研修 2021 開催報告

【第 6回定例研究会】

開 催 日：2022 年 2 月 26 日（土）9：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

歴史都市防災研究所 合同修士論文・卒業研究発表会

【第 7回定例研究会】（予定）

開 催 日：2022 年 3 月 5 日（土）

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

成果報告、評価委員会評価


