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この印刷物が不要に
なれば「雑がみ」として
古紙回収等へ！

公益財団法人  京都市景観・まちづくりセンターは
環境負荷低減に努めています。

令和4年度賛助会員募集中！
五条駅 清水五条駅 五条通

七条通

JR東海道本線

京阪本線

六条通

七条駅

地
下
鉄
烏
丸
線

鴨
川

烏
丸
通

河
原
町
通

京都市景観・
まちづくりセンター

（ひと・まち交流館 京都 地下1階）

N

京都駅

※センターへお越しの場合は公共交通機関をご利用下さい。

HP

Facebook

入会をご希望の方はまちセンにお問合せいただくか、
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賛 助 団 体 の 皆 様

公益財団法人
京都市景観・まちづくりセンター

　初回の83号は、コーディネーターのみなさんに私が育った実家に来て

いただきました。ただの古い家で価値はないと思っていましたが、暮らしが

にじみ出ているところに魅力があると言われたのが印象的でした。あの家は

今では京町家のまま改修され、他の方が住んでいらっしゃいます。私が暮ら

していた時とは違う姿になったけど、残って良かったなあと思っています。

　京町家の改修には多額の費用がかかります。それでも一生懸命お金を

工面して、京町家を残そうとする人がい

らっしゃる。技術を守る大工さんたちも

素晴らしい。まちづくりに取り組む人た

ちの情熱には心動かされました。京都

のまちの魅力が守られているのは、こう

いう人達のおかげなんですね。
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　大正後期から昭和初期にかけて、谷川茂次郎氏によって吉田山の斜面に沿うように整備された「吉田神楽岡旧谷川住宅群」は、

その建築だけでなく、同時代に整備された石垣や擁壁も当時の面影を色濃く残しています。学生時代、熱心に神楽岡の研究を

されていた中川等先生と、約10年前から神楽岡に住まい、京町家まちづくりファンドで助成している「通り景観の修景」事業の

町内側の世話人である小森さん。お2人と歩く神楽岡は新たな発見の連続で、辛いはずの階段もスイスイ登ってしまいました。

　最後に小森さんのお宅から眺めた大文字はまた格別！住宅のみならず、吉田山山頂に多くの茶室を設けた谷川氏も、かつて

この景色をお茶と共に愉しんだのだろうかと、思いを馳せずにはいられませんでした。住民の皆様のご尽力により、この素晴

らしい家並みが受け継がれていることに、改めて感謝致します。（長野）

著者 ： グレゴリ青山
漫画家、イラストレーター。1966年、京都市生まれ。壬生の地で生まれ育つ。
現在は京都府亀岡市在住。『グレさんぽ   猫とかキモノとか京都とか』
（『京都人  グ  の京都知らず』収録）等、京都が舞台の著書多数。
現在、京都国立博物館のホームページ（https://www.kyohaku.go.jp/）で
『グレゴリ青山の深掘り！京博さんぽ』を連載中。

ご愛読ありがとうございました

『京都人 　 の京都知らず』　タイトル一覧グ

83号　町家のオモテ編
84号　町家の中編
85号　お地蔵様と防災編
86号　京町家に選ばれし先生
87号　六原の銘板
88号　弓矢町の武具飾
89号　先斗町を守るのだ
90号　リレーされるまちなみ

91号　町家の町家
92号　町家と八ッ橋
93号　嵐山を守るのだ!
94号　路地tvで西陣活性化
95号　鴨川運河橋づくし
96号　愛の防火雨戸
97号　京町家で朝食を
98号　奇跡の住宅群

まちや ちょういえ

グレゴリ青山さんの表紙漫画『京都人 グ の京都知らず』は、98号で4年間の連載を終えました。
この間に掲載した漫画は16本。グレゴリ青山さんに取材の思い出を振り返っていただきました。

※『京都人 グ の京都知らず』はこれが最終回です。ご愛読くださり、ありがとうございました。P8でグレゴリ青山さんに取材の思い出を振り返っていただきました。

京都人 　 の京都知らず 振り返り／編集後記グ



地域の歴史と特性

2 3

特

　
　集

特

　
　集

「笹屋町一丁目景観まちづくり計画書」認定！

　2022年2月、笹屋町一丁目景観まちづくり計画書が京都
市から認定を受けました。町単位の取り組みだからこそ、
町内ヒアリングや史料から丁寧に地域の歴史や資源を
読み解き、目指す姿を共有してできた計画書となって
います。

町　家
ちょういえ

　町の中心には『町家の町家』があります。この町家は、江戸時代後期に
建てられたと推定されており、江戸末期には後継者が途絶えた所有者
から町内に寄贈されています。登記上は長らく個人所有とされていまし
たが、2009年には地縁法人笹屋町一丁目町内会の所有＝町内会員全員の
共同所有（現代総有）となりました。
　現在に至るまで、町家の表格子を開放しての地蔵盆や町内住民の
懇親会が毎年開かれています。町家の価値は広く認められており、京都
市景観・まちづくりセンター(以下、まちセン)の『京町家カルテ』が地域
からの申請を受け発行されたほか、京都市の京町家個別指定、京都
景観賞「京町家部門」優秀賞 (以上2019年)、京都市「京都を彩る建物や
庭園」の選定(2020年)などを受けています。

まちや

まちや

ちょういえ

景観まちづくり計画書認定

これまでの取組

2008年 地縁法人笹屋町一丁目町内会が、京都市から地縁団体として認可される

2009年 町家を町内会のものとする登記が完了

2018年 町家西隣の民家売却をきっかけに、町家運営委員会を結成

2019年 町家耐震診断の実施と報告説明会開催、『京町家カルテ』の作成

同年　  町家東隣のビル売却をきっかけに、町家運営委員会を

　　　  協議会結成準備会に改める

2020年 笹屋町一丁目景観まちづくり協議会が京都市から認定される

　　　  （22世帯・6事業者を会員として発足）

　笹屋町一丁目町内会は、町家を共同所有するために地方自治法
第260条の2に基づき地縁団体として京都市の認可を受けてい
ます。このことからもわかるように、町家を中心としたコミュニティ
を築いてきましたが、町家両隣の建物と土地が売却され、町家と
コミュニティの存続を危惧するようになりました。そこで町家運営
委員会を立ち上げ、まちセンから専門家の派遣を受けながら、
笹屋町一丁目のあるべき姿を議論し続けました。

ちょういえ

　笹屋町一丁目は、21世帯・構成員62名（2022年2月現在）
の小さな町内会であり、確認できる限り1789年から存在
しています。戦前から住み継いできた世帯と、戦後この地
に魅力を感じて転入してきた世帯が共に、長年にわたり
『顔の見える関係』を築いてきています。大規模な集合
住宅も無く、いわゆる京町家が数多く残る笹屋町通は、
子どもたちのにぎやかな声が響き、生活を介したふれあい
が息づく昔ながらの「両側町」の風情を残しています。
　西陣織および関連業の商店が軒を連ね、職住近接の
町並みが歴史的に形成され、残されてきた地域であり、
千両ヶ辻界わい景観整備地区に指定されています。

協議会会長　河合さんから

※本記事の大部分は計画書の記載を要約したものです。

　また写真は主に計画書掲載のものを使用しています。

まちや

　今回計画書が認定された
ことで、対象エリア内で意見
交換が義務づけられ、よりよい
景観づくりのために地域と
事業者で話し合うことができ
るようになりました。今後、
町家を中心としたコミュニ
ティが受け継がれるよう、まち
センもサポートを継続します。

ちょういえ

ニュースレター91号

（2020年6月発行、右記QRコード）の

表紙「京都人  グ  の京都知らず」にも

ご登場いただきました！
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　西陣の一角にある町・笹屋町一丁目では、地縁法人笹屋町一丁目町内会が所有する町家を中心としたコミュニティ
を築いてきました。2020年には、町家を含めた町全体の景観づくりに取り組むため、「笹屋町一丁目景観まちづくり
協議会」（以下、協議会）が設立されています。
　この度、協議会が作成した「笹屋町一丁目景観まちづくり計画書」（以下、計画書）が京都市から認定されました。
12地域目となった計画書認定ですが、従来は学区単位や商店会単位のような取り組みが主であり、住宅地の町内会を
単位とした認定は今回が初めてです。本記事では協議会のこれまでの取組を振り返ります。

ちょういえ

町を横切る笹屋町通

協議会総会の様子

地蔵盆の様子
町家は町内の貴重な歴史的・文化的財産である、という想いを町内会

式目で明らかにし、地域を訪れる誰の目にも留まるよう町家の表格子

の駒札に掲げています。

※駒札はまちセンの助成金（協議会助成）を使って作られました。

ちょういえ

町内会式目・駒札

笹屋町一丁目景観まちづくり協議会 会長  河合 博司

ちょういえ

　私たちは、江戸時代後期の建築と伝わる『町家』を持つ
地縁法人町内会(地方自治法第260条の2)と、町内の
６事業所で構成されている極めて小規模な協議会です。
この地縁法人町内会全構成員による町家の共同所有
(現代総有)という特質と、町家を活用した地蔵盆に象徴
される伝統的な京都町衆の自治的な営みが受け継が
れてきていることを誇りに思っています。この計画書は、
２年余をかけて、7回延べ33名の住民による意見交換会
で出された想いや意見を基底に策定されました。
キャッチフレーズは、『小さい町だからこそ輝く  顔の
見えるおつきあい』 です。
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　新型コロナウイルス感染症を予防するため、多くの人が集まるセミナーは、オンラインで開催されることが多くなりました。しかし、まちの風景
や京町家の佇まいには、実際に体験してはじめてわかる良さがあります。
　ここでは、長い間開催することができなかった現地参加型の講座、「京のまちづくり史連続講座　まちあるき講座」と「京町家再生セミナー
京町家再生事例見学会」の様子をお届けします。

まちあるき講座、京町家再生事例見学会専門家のスキルアップに取り組んでいます
　京都市景観・まちづくりセンター（まちセン）は、多くの専門家の方々にご協力をいただきながら、京町家の保全・継承、地域まちづくり
支援事業を行っています。専門家の方々には、事業への理解を深め、スキルアップに役立つ情報を提供するために、さまざまな講習会
やセミナーを開催しています。
　今回は、まちセンが発行する京町家カルテ・京建物カルテの調査員を対象とした『京町家カルテ調査員講習会』、地域まちづくりに
取り組む専門家を対象とした『専門家育成講座』の様子をお伝えします。

　『京町家カルテ』『京建物カルテ』は、京町家や近代和風住宅などの歴史的な建物に
ついて、由緒や特徴、建物の現況、平面図をまとめたレポートです。建築士や大工の調査員
約50名の協力を得て作成しています。
　講習会では、担当者からカルテの発行状況について報告した後、京町家カルテ委員会
委員長を務める大場修氏（立命館大学衣笠総合研究機構教授・京都府立大学名誉教授）
に、「『京建物カルテ』を通してみた京都の近代住宅の特徴」と題し、これまでに発行した
カルテを例に挙げながら、建物の考察のまとめ方についてご講演いただきました。
　参加された調査員さんからは、たくさんの事例を知ることができてよかった、という
意見や、今後、庭や蔵の考察についても取り上げてほしい、という意見をいただきました。
　いただいた意見をもとに、これからも調査員のスキルアップのための講習会を開催
していきたいと思います。

専門家育成講座 「風水害24」体験会
令和3年12月23日（木） 14時30分～17時

　まちセンでは、地域の皆さんや専門家・行政等と連携し、地震が起こる前に、災害に
強いまちを目指す「防災まちづくり」の取組を進めています。
　一方、近年は、台風を始めとした豪雨や強風により、各地で甚大な被害を起こす災害が
頻発していることから、風水害に対する関心も高まり、防災まちづくりの地域会合でも、
水災に対する懸念がしばしば話題に上っています。
　今回実施した「風水害24」は、大規模な風水害を引き起こす台風の接近から直撃・
通過までの24時間をリアルにロールプレイング（※）しながら、災害発生前から必要な
情報を収集し、適切な判断や行動につなげる対応力を高めるプログラムです。
まちセンからは、話題提供として、近年発生した京都市の風水害と、風水害に対する
地域の取組を紹介しました。
　プログラムを通して、ハザードマップ等を事前に確認する大切さや、情報を適切に
判断し、行動に移す難しさが改めて浮き彫りになったほか、話題提供で紹介した「地区
防災計画」にも関心が寄せられました。
　風水害への関心が高まっている現在、風水害に対する知識を学び、震災だけに
限らない、今後の防災まちづくり支援に役立てたいと考えています。

※ロールプレイング ： 実際の場面を想定し、参加者にさまざまな役割を割り当て演じさせることで、問題の解決法を考える学習法

乾 昌志 氏
（一社）ローカルイノベンチャーズ ・
JOY&JOIN代表 ・
風水害24公認ファシリテーター

講師

京のまちづくり史関連企画まちあるき講座「鴨川運河を歩く－ 橋がおりなす水辺景観 －」
　哲学の道や南禅寺の水路閣で観光客にも人気の琵琶湖疏水ですが、実は京都市南部の
伏見区まで続いていることは意外に知られていません。琵琶湖疏水のうち、冷泉放水口から
伏見区堀詰町までの全長約9ｋｍは『鴨川運河』と呼ばれ、明治27年に京都と大阪を結ぶ舟の
航路として開通しました。まちあるき講座では、鴨川運河を中心に地域まちづくりに取り組む
『鴨川運河会議』のサポートメンバーを講師に迎え、京阪龍谷大前深草駅から墨染ダムまでの
運河沿い約2ｋｍを歩きました。
　鴨川運河には、近代以降に造られた約30の橋が架かっています。車の通れない人道橋も
多く、今でも地域の生活になくてはならない存在です。大小さまざまな橋が連なる様子は見応
えがあり、参加者の皆さんは、まちに溶け込んだ橋と運河の景観に見入っておられました。
　京都には魅力的な地域がたくさんあります。これからも、知られざるまちの魅力をまちある
き講座で紹介していきたいと思います。

講座概要
京のまちづくり史関連企画まちあるき講座「鴨川運河を歩く－橋がおりなす水辺景観－」
開 催 日 時 ： 令和3年10月23日（土）14時～16時
集合／解散 ： 京阪龍谷大前深草駅／墨染ダム
講　　　師 ： 篁 正康 氏（NPO法人京都景観フォーラム理事）

京町家再生事例見学会「路地のある京町家の再生事例を訪ねて」

講座概要
京町家再生事例見学会「路地のある京町家の再生事例を訪ねて」
開催日時 ： 令和3年11月23日（火・祝）14時～16時
会　　場 ： きっさこ和束（東山区本町5-182）
講　　師 ： 喜多見 すみ江 氏（きっさこ和束オーナー）
　　　　　熊田 孝 氏（建築士／京町家相談員）

橋が連なる鴨川運河の景観

鴨川運河沿いを歩く参加者の皆さん

きっさこ和束　外観　向かって左手がトンネル路地の入口

見学会の様子
路地の中ほどから表を見る
※奥は本町通で、路地は鍵の手に
　右に向かって伸びる

見学会の様子
京町家の2階を見学
※向かって右側はトオリニワ上部の
　火袋部分

景観・まちづくり大学開催報告

現在の状況と、得られた情報から、次の行動を決定

超大型の台風が近づいています。
早めに避難してください！

アナウンサー

京町家カルテ調査員講習会
令和3年11月29日（月）19時～20時30分

オンライン
京町家カルテ調査員講習会
オンラインでの講演画面

今はどう行動すべき？？

　道路に面して建つ京町家の傍らに、京町家と一体化した屋根のついた細い
通路が奥に向かって伸びる風景は、京都のまちなかで多く見られます。こう
いった路地は「トンネル路地」と呼ばれています。トンネル路地の奥やその
傍らの京町家の内部には、住人でないと入る機会はなかなかありません。
　見学会は、東山区に位置するギャラリー兼カフェ「きっさこ和束」を会場に
開催し、路地とともに大切に受け継いできた京町家を再生するまでのお話を、
京町家の所有者と改修を担当した建築士にお聞きました。
　セミナー当日は、感染対策として、会場である京町家の座敷と奥の間の
すべての障子やふすまを開け放し、通風を確保しました。伝統的な京町家は、
建具を開放することで大きな空間が確保できます。秋風がそよぐ中、和束茶
とお菓子を静かに楽しみながらお話を聞いた後、改修後も残された井戸や
古い地下室の様子や、2階の様子を見学しました。トオリニワの上部の
「火袋」と呼ばれる吹き抜け空間によって、1階と2階が緩やかにつながる空間
構成のおかげで、常に新鮮な空気が京町家の内部全体を循環していました。
　京町家の内部を見学した後は、一旦外に出て、トンネル部分をくぐって路地
の奥にもお邪魔いたしました。
　これからも、引き続き京町家をテーマとしたオンラインセミナーを開催し
ていきますが、感染拡大状況が落ち着いたタイミングを見計らいながら、
京町家を実際に体験できる見学会も開催していきたいと思います。

ひぶくろ



－ 忘れたくない日本の心

　中京の京町家に生まれ、ほどなく、南区に移りました。
そこでは、駒井邸（※1）を彷彿とさせるような昭和初期の
洋館で育ったせいか、正直、若いころは京都なんて古臭い
と思ったりもしていました。
　バウビオロギー（※2）を学びに訪れたスイスで、京町家
の構成や日本人の暮らし方の中に、四季や気候・環境に寄
り添って暮らす知恵や工夫が詰まっていることに改めて
気づかされました。
　私たちの暮らしはどんどん便利になって、どこに住んでい
ても同じになってきたけれど、利便性や経済性を優先させ
てきた間に無くしてしまったものも多いのかもしれません。
昔はちょっと不便なこともあったけれど、もっとゆったり
とした、豊かな空気が流れていました。
　そんな生活様式の変化のなかで、日本人が受け継いでき
た感性（美意識）を見失ってきていないかと自問しています。
　先輩方の美しい振る舞いに接したり、京町家でソヨと流れ
る涼風を感じたり、一輪挿しの花に癒されたり、さまざま
な場面で京都で暮らせて良かったなと感じます。そういう
感性を大切にしたいと思っています。

－ 暮らしがあってこそ成り立つ、まちとまちなみ

　建築士会など、さまざまな取組を通して、活動の幅が広
がっていきました。NPO京都景観フォーラムの取組もその
一つです。
　人々が暮らしていること、そのものが文化であり、景観は
そんな「生活文化」の表出だと思います。誰もが関わることで
あり、自分たち一人一人が伝えられてきた文化を認識しな
がら、暮らしをつくっていくことが、さらに、コミュニティの
再生や強化にもつながっていくと思います。
　一方で、景観まちづくりは、専門的なことが多くなり、住民
の力だけでは進めるのが困難になってきています。そこで、
京都景観フォーラムでは、それらをサポートする専門家
（京都景観エリアマネージャー）の育成に力を入れています。
　様々な職能やキャリアを持つ人たちが、それぞれの得意
分野を活かしながら、景観まちづくりに必要な広い知見を身に
着け、地域の景観まちづくりの実践的な活動を学んでいます。
　京都のまちに暮らす人々が、活き活きと生活文化を繋いで、
まちを創っていくために、さまざまな形で、私たちも関わって
いけたらと思っています。
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第24回 地域まちづくり・京町家の専門家紹介

「生活文化」をつないで

内藤 郁子 氏
ないとう いくこ

当財団は多くの専門家の方々のご協力のもと、地域のまちづくりや京町家の保全・再生に関わる事業を行っています。
このコーナーでは、豊富な経験や知識、また熱い想いをもって京都のまちに関わる専門家の方 を々ご紹介しています。

設立当初から関わってきた京の三条まちづくり協議会で
みちプロジェクトの経緯を説明

京都景観フォーラムのワークショップで景観エリアマネジメントに
ついて話し合う

NPO法人京都景観フォーラム理事長／NPO法人うつくしい京都副理事長
一級建築士事務所アトリエむべ主宰

今回は

  この
方！

京都市中京区生まれ。聖心女子大学文学部哲学科（美学・美術史）卒業後、専門学校を経て、（株）富家
建築事務所に勤務、30歳で独立。（一社）京都府建築士会等、さまざまな団体に所属。京都市未来まち
づくり100人委員会から「京都景観フォーラム」を設立。京町家の保全や景観まちづくりに取り組んでいる。

（※1） 駒井邸 ： ヴォーリズ建築事務所の設計。京都市指定有形文化財。　（※2） バウビオロギー ： 健康や環境に配慮した建築について考える学問。

～ 寄 附 受 納 式 開 催 ～

京町家まちづくりファンドに日新電機グループ社会貢献基金よりご支援

　公益財団法人日新電機グループ社会貢献基金より、京都の文化財
保護に協力するため、京都市へ250万円、公益財団法人京都市景観・
まちづくりセンターが運営する京町家まちづくりファンドへ50万円の
ご寄附を受けました。令和3年12月16日に京都市役所にて寄附受納
式が執り行われ、日新電機グループ社会貢献基金の齋藤成雄理事長
より門川大作京都市長、青山吉隆当財団理事長へ寄附金の目録を贈
呈いただきました。複数年に渡るご支援に、青山理事長から感謝の意
をお伝えしました。このご寄附は、平成30年2月に締結した文化財保
護事業等の実施に関する三者連携協定に基づいて行われたもので、
今回で5回目となります。

　京町家まちづくりファンドはこのご支援に深く感謝し、まちづくりに
寄与する京町家への改修費用の助成を通じて、京町家の保全・継承
を支援して参ります。写真 ： 寄附受納式（左から青山理事長、齋藤理事長、門川市長）

令和４年度賛助会員募集中！

京町家まちづくりファンド - 京町家に宿る「くらしの文化」を次の時代へ-

年会費 個人１口　5 ,000円　　団体1口　50 ,000円
入会をご希望の方は、当財団にお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。

※当財団の賛助会員は、公益財団法人に対する寄附として、税の減免措置を受けることができます。

賛助会員お申込みのご案内ページはこちら 
https://kyoto-machisen.jp/partner/

令和３年度は下記の皆さまにご入会いただきました。ご支援ありがとうございました。

当財団は、住民・企業・行政が力を合わせて、美しい京都のまちを守り育てていく、パートナーシップのまちづくりを推進しています。
　活動趣旨に賛同していただける方を賛助会員として募集しています。

令和3年（2021年）　京町家まちづくりファンドにご寄附いただいた皆様
皆さまのご支援に深く感謝申し上げます

京町家まちづくりファンドでは、京都固有のくらし・空間・まちづくりの文化の継承と発展を目的に、平成18年度からこれまでに92件の京町家の保全・
再生・活用を支援してきました。継続的な事業実施のため、皆さまのご支援をお願いします。ご寄附は、①金融機関へのお振込、②クレジットカード決済、
③携帯電話料金とまとめてのお支払い、④当財団窓口での現金受付のいずれかの方法により、一口1,000円から※受付しております。
※「つながる募金」を経由した場合のみ、一口100円からご寄附いただけます。

● 京町家まちづくりファンドによって改修された京町家の見学会や報告会等のご案内を差し上げます。
● お名前を京町家まちづくりファンド専用ホームページ等に掲載いたします。
● 税制上の優遇措置が適用されます。（2,000円を超える額の寄附をした個人の方は、
　確定申告により所得税の控除が受けられます。）

ご寄附いただいた
皆さまには

ニュースレター 
「京まち工房」の送付

特典
1

各種セミナー・イベントのご案内（随時）特典
2

当財団ホームページへの
バナー掲載（団体会員のみ）

特典
3

【個人】 （五十音順  敬称略）
網野正観、荒井孝、新井穣、稲垣光彦、大前温彦、角川裕次、河﨑尚志、木﨑勝夫、北村チエ子、木股博一、栗山裕子、髙木貴子、髙橋ありす、辻勇治、寺田敏紀、徳光都妃子、ナポリターノ・キアラリタ、
西井明里、西尾由輔、西嶋淳、西村孝平、林邦彦、宮川邦博、望月幸夫、ご芳名の非公開希望を合わせた25名の皆さま
【法人・団体】 （五十音順  敬称略）
株式会社井筒八ッ橋本舗、FVジャパン株式会社、株式会社大下工務店、京果 京都青果合同株式会社、京都クレジットサービス株式会社、京都醸造株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、
株式会社さんけい、有限会社鈴木モータース、株式会社辻工務店、公益財団法人日新電機グループ社会貢献基金、株式会社日本SPセンター 、一般財団法人長谷川・歴史・文化交流の家、
株式会社都ハウジング

URL ▶  https://kyoto-machisen.jp/fund/donation/詳しくは京町家まちづくりファンドWEB
「ご寄附のお願い」をご覧ください。

【個人会員】 （五十音順、敬称略）
赤星周平、 浅田毅、 足立和康、 網野正観、 荒川朋彦、 石原敏彦、 板原征輝、 伊藤真嗣、 伊藤正人、 稲木藍、 井上信行、 井上久明、 岩﨑清、 岩﨑亘男、 岩本剛、 上嶋晃弘、 上原智子、 梅澤優司、 江田頼宣、 
大岸將志、 大路健志、 太田昌志、 大　一範、 大西美和子、 岡崎篤行、 岡田圭司、 岡本正二、 奥美里、 小田厚子、 梶山真樹、 片山隆一、 加藤貴之、 門川信一郎、 金本鉄守、 川口浩、 河﨑尚志、 河村宏、 
川本淳一、 北川洋一、 木股博一、 来海賢一、 木村忠紀、 木村泰之、 桑原尚史、 小泉哲、 小嶋新一、 小谷啓太、 小西吉治、 榊原大介、 阪本健、 坂本朝子、 坂本登、 坂本正壽、 佐藤友彦、 佐藤友一、 真田松寿、
鮫島恵子、 篠原誠一郎、 柴崎孝之、 島田和明、 島村泰彰、 清水博之、 神谷宗宏、 杉崎和久、 鈴木知史、 炭崎勉、 関岡孝繕、 瀬野伸輔、 高井均、 高川祐子、 髙木勝英、 髙木貴子、 髙木伸人、 髙橋ありす、
髙谷和代、 武村純一、 田中計司、 田中照人、 谷口一朗、 谷村寧昭、 玉山千映子、 玉山秀文、 田村郁夫、 辻勇治、 恒成恒、 寺澤昌人、 寺島彰、 寺田泰三、 寺田敏紀、 寺田史子、 寺谷淳、 寺本健三、 内藤郁子、
中井健一、 中川慶太、 仲北好宏、 中島吾郎、 中島弘益、 中司小百合、 中村有希、 中山雅永、 西尾由輔、 西川武士、 西澤亨、 西村健、 野原将嗣、 野間久世、 歯黒健夫、 橋本操、 畑正一郎、 籏哲也、 早﨑真魚、
林建志、 林道弘、 速水孝治、 樋口博紀、 菱崎裕之、 平井忠之、 平井義也、 平竹洋子、 吹上裕久、 福林文孝、 福本元気、 福本紗和、 藤村知則、 藤原正行、 冨名腰隆、 舩橋律夫、 文山達昭、平家直美、
堀有輝子、 前岡照紀、 前田史浩、 牧野忠廣、 牧村雅史、 松井浩一、 松村亙、 ミーガン・フレーザー、 水口義晴、 三原一男、 宮川明子、 宮川邦博、 宮本日佐美、 宮脇和生、 森知史、 柳原博實、山内典子、
山口ひかり、 山田宏隆、 山本崇、 山本一博、 山本耕治、 横井雅史、 吉田光一、 𠮷永順子、 その他氏名非公開17名

【団体会員】（五十音順、敬称略）
大阪ガス株式会社、京ぐらしネットワーク、京都駅ビル開発株式会社、公益社団法人京都市観光協会、京都信用金庫、京都中央信用金庫、一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会、
京町家居住支援者会議、サッポロビール株式会社、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、住宅金融支援機構、株式会社ステーション、一般社団法人相続相談センター、株式会社地域計画建築研究所、
株式会社中藏、株式会社八清、株式会社フラットエージェンシー、平安建材株式会社、株式会社都ハウジング、その他社名非公開１社


