
「路地tv 2021 from 西陣」　番組一覧

番組コード 放送時間 番組名 概要

R001 総合
10:00～10:20

総合番組ガイド
「路地tv 2021 from 西陣」の趣旨や概要説明、参加方法や楽
しみ方、おすすめ番組などを円卓形式で配信します。

R002 総合
10:20～11:50

全国路地まちプレゼン&
トークセッション

西陣をはじめ路地のある地域から，路地を活かしたまちづくり
や防災の取組等について報告していただき，視聴者も交えてオ
ンラインで意見交換して路地の可能性を展望します。
【参加地域】
西陣（京都市），駒ヶ林（神戸市），博多（福岡市），向島
（東京都墨田区），米原（滋賀県），牟岐町（徳島県）

R003 総合
11:50～12:39

京都の路地入門！京都
の路地が面白い理由を

徹底解説します

京都の路地の継承・再生を考える意味、西陣の路地が多様な理
由、そして都心部の路地の特徴と再生事例を都市居住推進研究
会の３人が熱く語ります。

R004 総合
12:40～12:50

お昼の番組ガイド
午前中のプログラムの振り返りと午後の見所やおすすめチャン
ネルコースをガイドします。

R005 総合
15:30～16:00

スタジオから生放送
路地tv2021 from西陣のスタジオの様子をお伝えします。視聴
者の皆さんから寄せられたコメントも紹介しながら、放送の裏
側をご覧下さい。

R006 総合
16:40～17:00

クロージングトーク
「路地tv 2021 from 西陣」の振り返りと，今後の路地の魅力
を活かしたまちづくりを展望します。

S001 総合
13:00～13:32

路地の魅力曼荼羅～私
が考える「ここが路地

の魅力」

「路地の何が面白い？」「路地のエピソードがあれば」「京都
の路地の可能性について」の３つの質問を８人が紹介。路地の
魅力は人それぞれ。

S002 総合
13:40～14:00

路地まち散歩 Live
西陣 正親学区編

地元の路地に詳しい人「路地人（ろじびと）」と一緒に路地を
ぶらぶら。今も生活の場としての路地が多く残る西陣 正親学
区の路地まち散歩をライブ中継！配信スタジオでもある「西陣
路地まち工作室 KRAFTERIA」からスタート！ハプニングもある
かも!?

S003 総合
14:00～14:25

まちの防災拝見！
In上京・西陣地域

京都市は政令市の中でも火災が最も少ない都市。その理由の一
つに地域の自主防災活動があげられます。ここでは西陣地域の
中の桃薗学区、成逸学区、西陣学区の取組をインタビュー形式
で紹介します。

S004 総合
14:30～14:50

西陣にみる
"地域"と"路地"

西陣地域でも路地が多く残る学区の方に，地域における路地の
位置付けや課題とその対策，そして路地の魅力を活かした地域
づくりの展望について伺います。

S005 総合
14:50～15:10

プレイバック
"西陣 路地の家具 デザ

インコンペ"

現代の路地をより豊かに活用する為のストリートファニチャー
の創出を目的に2019年度開催した「西陣 路地の家具デザイン
コンペ」。制作者のインタビューを交え入賞作品を紹介しま
す。実際に路地に設置し、使用している様子もご覧ください。

S006① 総合
15:10～15:15

路地人インタビュー
"建築家 冨家裕久さん"

路地のあるまちに必ず一人はいる、路地に詳しい人「路地人
（ろじびと）」が，それぞれの視点から，路地の魅力や可能性
を語ります。
西陣在住で，京町家の改修などを精力的に行っておられる建築
家富家裕久さんにお話を伺います。

S006② 総合
15:15～15:20

路地人インタビュー
"京都美術工芸大学 准
教授 森重幸子さん"

路地のあるまちに必ず一人はいる、路地に詳しい人「路地人
（ろじびと）」が，それぞれの視点から，路地の魅力や可能性
を語ります。
路地の研究，なかでも子育て環境等に着目した研究をされてい
る京都美術工芸大学の森重幸子さんにお話を伺います。

S007① 総合
15:20～15:30

Made in ROJI - 路地中
のクリエイティブ～爪
掻き本綴織職人　森 紗

恵子さん～

路地中で西陣織の爪掻き本綴織の職人をされている森紗恵子さ
んをご紹介。制作の様子を拝見するとともに，制作環境として
路地を選んだ理由や，路地が制作活動に与える影響などについ
て伺います。

S007② 総合
16:00～16:10

Made in ROJI - 路地中
のクリエイティブ～サ
ウンドアーティスト
Samuel Andreさん ～

路地中で環境音を素材に電子音と織り交ぜた環境音楽を制作さ
れているフランス出身のSamuel Andre（サミュエル アンド
レ）さんをご紹介。制作の様子を拝見するとともに，制作環境
として路地を選んだ理由や，路地が制作活動に与える影響など
について伺います。
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S007③ 総合
16:18～16:28

Made in ROJI - 路地中
のクリエイティブ～染
織家　藤原益夫さん～

路地中で草木染めの研究や古代色彩の復元などをされている染
織家の藤原益夫さんをご紹介。制作環境として路地を選んだ理
由や，路地が制作活動に与える影響などについて伺います。

B001 文化
12:50～13:10

路地まち散歩
西陣 翔鸞学区編

地元の路地に詳しい人「路地人（ろじびと）」と一緒に路地を
ぶらぶら。北野天満宮や上七軒をはじめ観光スポットも多い西
陣 翔鸞学区の路地を歩きます。路地中の美味しい穴場スポッ
トもご紹介。ワクワクのお散歩コースを是非ご一緒に。

B002 文化
13:10～13:25

アートアニメ
” time lapse ”

インドネシア ジャカル
タの路地

映像作家JonathanHagardがジャカルタのまちの風景の変化をア
ニメーション作品として表現。番組後半にはインドネシアの近
代化による町並みの変化と，それに寄せる彼の想いを伺いま
す。

B003 文化
13:30～13:57

都市居住推進研究会
路地21選

京都市内にある路地の中から、都市居住のモデル的要素を備え
た路地を都住研が勝手にセレクトした「路地21選」を紹介
（2016年）。路地の多様な姿を知って下さい。

B004 文化
14:00～14:15

路地にいい店
人目につきにくい路地の中にもステキなお店が！店主の皆さん
に，あえて路地に店を構えた理由や，路地で営業する中で実感
したことについて伺います。

B005 文化
14:15～14:30

路地まち散歩
西陣 桃薗・聚楽学区編

地元の路地に詳しい人「路地人（ろじびと）」と一緒に路地を
ぶらぶら。郷土史研究家の仲治實さんが，聚楽第の影響で生ま
れた土地の段差など，西陣に積み重なる歴史も紹介しながら歩
きます。

B006 文化
14:30～14:50

妙蓮寺 圓常院 住職と
探る

"路地園芸の作法"

路地景観の重要な要素である住人による園芸。個人の趣味的な
愉しみであるとともに、共有空間だからこそ必要となる隣人へ
の配慮。絶妙なバランスでその間を楽しむ路地園芸の作法につ
いて探究します。

B007 文化
14:50～15:05

路地まち散歩
西陣 紫野学区編

地元の路地に詳しい人「路地人（ろじびと）」と一緒に路地を
ぶらぶら。京都北方の守護神社である「玄武神社」から織田信
長が祀られる「建勲神社」まで，義経伝説が残る紫野の路地を
歩きます。

B008 文化
15:05～15:25

"本町エスコーラ"
路地が育むコミュニ

ティ

京都・東山のとある路地奥に広がる空き地とエキゾチックな長
屋からなる「本町エスコーラ」。そこに集う多様なバックグラ
ウンドをもつ人々とその生活・交流の魅力に迫ります。

B009 文化
15:25～16:25

路地まち散歩　釜山編
韓国の南部にある釜山。釜山のまちの、再開発を控えた地区の
歴史と現状を紹介します。大きく変わりつつある釜山の旧市街
の姿を一緒に歩きます

B010 文化
16:25～16:35

突撃！隣の路地
路地中の町家に暮らす人は，どんな生活をしているのでしょ
う？路地中のお宅を突撃訪問！間取りや設えを拝見し，魅力も
不便もひっくるめて，路地中暮らしの「リアル」を伺います。

K001 教育
12:50～13:10

路地で遊ぼう！
by こどもの路地実行

委員会

車が入ってこれない安全な路地でこども達に伸び伸び遊んでも
らう企画「路地あそび」。これまで開催した３回の「路地あそ
び」を通じて，路地空間を活かした楽しい遊び方はもちろん、
周辺住民との関係づくりや「路地あそび」への反応なども紹介
します。

K002 教育
13:10～13:43

路地まち散歩　神戸編
阪神・淡路大震災以降、細街路の整備や防災まちづくりが進め
られる神戸市長田区駒ヶ林。このまちと20年以上歩みをともに
する松原さんのガイドで、まちを歩きます。

K003 教育
13:50～14:00

できるかな？
KRAFTERIA！

創作活動を支援するため西陣の路地中にオープンした「西陣路
地まち工作室　KRAFTERIA」。その施設・設備の紹介を兼ねた
大人も楽しめる工作番組です。さあ，どんなモノができるか
な？お楽しみに！

K004 教育
14:00～14:26

新築伝統構法による京
つむ木プロジェクト

(連担建築物設計制度を
活用した、路地の再生)
（京都市都市計画局建

築指導課）

袋路再生の一手法である、連担建築物設計制度を活用し、伝統
構法の京町家を新築した「京つむ木」プロジェクトを紹介しま
す。
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K005 教育
14:30～14:40

　おこしやす防災
－支援制度編－

(京都市都市計画局
まち再生・創造推進室)

京都市まち再生・創造推進室が実施する、密集市街地の安全性
を向上する支援事業を紹介します。

K006 教育
14:40～14:48

おこしやす防災
－取組編－

(京都市都市計画局
まち再生・創造推進室)

京都市まち再生・創造推進室が実施する、密集市街地の安全性
を向上する支援事業を活用した地域を紹介します。

K007 教育
14:50～16:15

子育て支援住環境研究
会　路地子育てWG

研究者で構成される「子育て支援住環境研究会」の「路地子育
てワーキング」の活動から。今回は、子育て世帯が暮らす路地
の実態調査、2020年の実態調査を通じた地蔵盆及び路地の使い
方の研究発表を紹介します。

K008 教育
16:20～16:37

路地再生の現場から
都市居住推進研究会が進める,路地再生プロジェクトの紹介。
下京区の再建不可の袋路に、子育て支援住環境の実現を目指し
ています。

C001 地域
12:50～13:20

"Curée"
フランス リールの路地

繊維産業で栄えたフランス北部の都市リール。産業の衰退とと
もに路地からも活気が失われつつあったが、現在は若いアー
ティストや職人が少しずつ増え、政府もまちの再興を支援して
いる。路地のある街並みや，そこに暮らす人々を、アーティス
ト・映像作家でもあるThomas Kimmerlinが生き生きと映し出
す。

C002 地域
13:20～13:23

まいばら水綺譚～世継
のかなぼうを巡る～

滋賀県東北部にある米原市は、市内に250以上の湧水が湧く水
の聖地です。今回は「世継のかなぼう」をご紹介。集落の路地
を歩き、５つあるかなぼうのうち３つを巡ります。この地域特
有の水とのつながりをぜひ感じてください。

C003 地域
13:23～13:26

牟岐町のあわえ

牟岐町は徳島県南に位置している海沿いの町です。昔から漁業
が盛んで、町の中心部である海沿いから半径２㎞の間に人口の
約７割が暮らしています。牟岐港から沖合３㎞には出羽島があ
り、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。牟
岐町では路地を「あわえ」と呼び、港町独特の雰囲気を感じる
ことができます。

C004① 地域
13:26～13:38

京都ふれあい路地歩き
①京創舎

京都の路地を歩くと、いろんな出会いと発見と驚きがありま
す。散策の中で出会った、路地奥の長屋をシェアオフィスにリ
ノベーションした「京創舎」を訪問。

C004② 地域
13:38～13:54

京都ふれあい路地歩き
②五条坂なかにわ路地

京都の路地を歩くと、いろんな出会いと発見と驚きがありま
す。昔ながらの路地を子育て世帯が暮らしやすい環境を維持し
つつ、住宅をリノベーションされた「五条坂なかにわ路地」を
訪問。

C004③ 地域
13:54～14:03

京都ふれあい路地歩き
③杉崎・永井邸

京都の路地を歩くと、いろんな出会いと発見と驚きがありま
す。散策の中で出会った、路地（専用通路）で暮らす杉崎・永
井邸の路地ライフや路地ワーキングを拝見。

C004④ 地域
15:10～15:33

京都ふれあい路地歩き
④もみじの小路

京都の路地を歩くと、いろんな出会いと発見と驚きがありま
す。家屋の再生、路地の再編とともに路地同士がつながり合う
展開を見せている「もみじの小路」「あけびわ路地」を訪問し
ます。

C004⑤ 地域
15:33～15:43

京都ふれあい路地歩き
⑤京宿家

京都の路地を歩くと、いろんな出会いと発見と驚きがありま
す。都心部の交通至便な路地奥の家屋を簡易宿所として利用す
る「京宿家」を訪問します。

C005 地域
14:04～14:07

　スカイツリーの麓-
生きる人～活きるまち

向島地域の路地は、関東大震災の後、急速に発展した工場まち
の従業者と、そこから自立・派生した中小零細事業所がなら
ぶ、生活と生産が密着したまちでした。東京大空襲で再興した
まちでも、この時代に培われた下町気質は残っていました。
今、世代交代の中、このまちはどのように変わるのか
・・・・？

C006 地域
14:07～14:09

筋骨めぐり

下呂温泉で有名な下呂市の南の玄関口にあたる金山町。
その金山町には筋骨という細い細い公道があります。
昭和のレトロな雰囲気が漂う町中に張り巡らされた筋骨を探検
しましょう。

C007 地域
14:20～14:39

古地図で巡る福岡県久
留米市の歴史と廃線跡

久留米藩の防衛ラインでもあった寺町。最寄駅である西鉄櫛原
駅から古地図と地形を元にまち歩きします（〜江戸時代）。
西鉄の前身である九州鉄道の廃線跡をたどります（大正時
代）。
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C008 地域
14:39～15:10

階段と廊下の立体路地
『リノベーション

ミュージアム冷泉荘』

路地を3次元に拡張すると、こんなビルの路地との共通項が見
えてくる。「九州DIYリノベWEEKEND2020 オンライン冷泉荘ツ
アー」配信動画を使ってリアル感を出してみました。

C009① 地域
15:43～15:50

京都の路地から 京都の路地をタイムラプスで一緒に歩きます。浄福寺通り。

C009② 地域
15:50～15:56

京都の路地から
京都の路地をタイムラプスで一緒に歩きます。岡崎・粟田学区
の白川沿い。

C010 地域
16:05～16:16

路地まち散歩
ソウル西村地区編

歴史的な建築物が多く継承されるソウルの西村地区。日本人に
もおなじみのこのエリアの歴史や現在の姿を紹介します。

C011 地域
16:27～16:36

路地まち散歩
ソウル・宗廟地区編

宗廟（世界文化遺産）周辺は、細街路が集積するエリアでした
が、1985年から徐々に街路整備が進められています。現代的な
街路空間の中にも歴史的な空間を見つけながら散歩します。

適宜
世界の路地

スライドショー
世界の路地の写真を音楽とともにスライドショーで。

総合
適宜

温故創新・西陣～西陣
を中心とした地域の活

性化に向けて～

京都市が進める「西陣を中心とした地域の活性化」について，
地域の概要と活性化の取組を紹介する。
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