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29 : なんか水垂がおもしろそうを合言葉に！次のステップへ

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/02/20 09:33

みなさん会議室への積極的なご参加ありがとうございました。わずか１ヶ月あまりでした
が、大勢の方にいろいろなご意見とアドバイスを頂き、楽しく進行ができました。特に久狸
さんにはこれからの公園づくりの方向性を明確に整理をして頂き、進行役まで担って頂
き、ありがとうございます。  
さて19年度からは本当に市民の手による公園づくりがスタートします。まだまだ市民のみ
なさんには情報が行き届いていないようで、もっともっと大勢の市民の方に関心と参加が
沸き起こるような流れを起こしていきたいです。 初に申し上げましたように、みんなでわ
いわいと水垂を語り合う、訪れて遊びまわる、何だか 近水垂がにぎやかで、おもしろそ
うと言われる土台づくりをしたいです。いろいろな条件が重なってできあがった埋め立て処
分地で、地域の皆さんにおおいに活躍して頂き、大勢の市民がわざわざ訪れて、みんな
で楽しく種まきと水遣りを行い、ここちよい香りの花が咲くように、新しいここちよい公園を
作り上げたいとの思いです。  
あらためて19年度には具体的な公園づくりの情報の場としてこの会議室を復活させると
の思いをもって、一時みなさんとの楽しい意見交換の場の電子会議室を終了いたしま
す。本当にありがとうございました。 

 
返信  

 

 

 

28 : 貴重な御意見，ありがとうございました。

投稿者 ： 総合企画局プロジェクト推進室 西山 投稿日時 ： 2007/02/19 20:33

 水垂地区の公園づくりを担当している総合企画局プロジェクト推進室の西山と申しま
す。貴重な多数の御意見をいただき，ありがとうございました。  
 水垂処分地跡地は，地元の皆様の埋立事業への長年の御協力によって生まれた貴重
な敷地です。この広大で貴重な市民の財産が，この会議室の標題にありますように，子
供からお年寄りまで，広く市民に親しまれ利用される新たなスポーツ拠点施設として，ま
た，緑豊かで市民が憩える特色ある公園となるよう計画していきたいと考えています。  
 今後，具体化に向けては，この会議室でいただきました貴重な御意見を参考にしていく
ことはもちろんのこと，機会あるごとに市民の皆様からの意見を伺いながら進めてまいり
ますので，引き続き御協力いただきますようお願いします。  
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返信  

 

 

 

27 : 公園の棲み分けを

投稿者 ： 久狸 投稿日時 ： 2007/02/19 14:11

後に一言。  
 「公園」と言っても、さまざまな形･大きさ･内容のものがあって、今回のものをどう位置付
けるかを考へる必要があると思ひます。都市の中にある『児童公園』は小面積で遊具が
設置され、幼児や児童向けの誂へになってゐます。それよりもう少し規模の大きいもの
は、円山公園や御所（京都御苑）、宝ヶ池公園などに代表されるやうに、子ども向けとい
ふより大人が散策したり、家族連れでピクニック気分を味はふ場所、といった位置づけで
せうか。  
「公園」はこうすべき、といったガイドラインはないと思ひます。むしろ多様なものがあって
当然で、その公園が立地する条件や環境に応じて、特徴あるものがつくられてゆけばい
いのではないでせうか。  
 そのやうな多様な公園がさまざまに補完しあって、トータルとして多くの人々に利用さ
れ、愛されてゆくことが重要だと思ひます。  
 さうした時に、この水垂埋立地はどのやうな位置づけの公園として整備するのが妥当
か、さまざまな条件をもとに考へると、  
① 多くの人が住んでゐる場所からは気楽にげた履きで行ける距離ではなく、どうしても
交通機関に頼って行かざるを得ない場所である。  
② しかし、公共交通によるアクセスに便利な場所ではない。  
③ 美しい景色が眺められるところではない。  
④ 面積は広い。  
⑤ 桂川がそばを流れる。  
⑥ 長岡京域の一部である。  
⑦ 京都市の土地である、といふことは、京都市民の財産である。  
⑧ 桂川の対岸に京都市の横大路運動公園がある。  
以上の要素を勘案すると、  
① 京都市民ができるだけ平等･公平に利用できるもの。  
② 既存の横大路運動公園と棲み分け、あるいは補完的なもの。  
③ 自然環境である桂川を生かすもの、歴史文化環境である長岡京を生かすもの。  
といった有り様がいいのではないか、と考へられます。  
 それに加へて、２１世紀の社会の特徴となる  
① 少子高齢化社会  
② 持続的な社会  
への取り組みが見えるものである必要があります。このやうな将来を見据ゑた公園は、  
① リタイヤした人々が行きやすい集まりやすい公園であること。  
② 自然との共生が感じられる公園であること。  
が 低限必要な条件ではないでせうか。子ども向けの児童公園やスポーツする人向けの
グラウンド整備はそれなりに進んでゐるやうに思ひますが、ゆっくりのんびりしたい大人、
特に高齢者のための公園は、日本にはまだ稀少なやうに思ひます。とりわけ、森林浴に
適当な場所が日本には平地になく、どうしても山を登らねばなりません。平地に森林浴に
適当な林があれば、と感じます。  
 また、広い、といふ条件を生かすには、細切れにして多用途に利用するのではなく、ス
ケールメリットを生かせるもの（例へば、森林化・湿原化など）をつくることも重要ではない
かと思ひます。  
 それにしても、この公園が市民に歓迎されるかどうかは、内容もさることながら、気軽に
アクセス可能かどうか、といふ点にかかってゐるのではないでせうか。それを解決しない
限り、いくら内容のすばらしい公園を整備しても宝の持ち腐れとなってしまふか、自家用
車で乗りつけて野球やサッカーなどのスポーツを楽しむ人々に占拠されて、ちょうど現在
の休日における小学校の校庭が在校生の自由な遊びに利用されず、少年野球チームや
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サッカー少年団に占拠されてしまってゐるのと同じ状況が起こるのではないか、と憂慮し
ます。  
 一言、にしてはたくさん書き過ぎました。お赦し下さい。 

 
返信  

 

 

 

26 : 地域に愛される公園

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2007/02/19 08:51

この会議室も今日で終わりだったんですね；  
僕も昨日のＮＨＫ特集を見ました。子どもの頃に慣れ親しんだ公園の遊具が、  
軒並み撤去されているみたいですね・・・。  
 
あまり昔話ばかりしても仕方ないかもしれませんが、僕らの子どもの頃の  
公園は、決して“おしゃれで素敵な”公園ではなかったですけども、地域  
の人たち（子どもたち）に愛されていたように思います。遊びに行くときは  
「取りあえず公園に集合！」って感じで・・・。  
 
水垂地区の公園も、まずは「地域に愛される」公園であって欲しいと思います。  
どんな公園ができるのか楽しみにしてます！ 

 
返信  

 

 

 

25 : NHKの番組を見ていて

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/02/18 22:25

先ほどNHKの番組で「ドキドキ、ヒヤリで子どもが育つ」で公園の安全な遊具づくりのプロ
ジェクトが紹介されていました。番組の中で横浜市の川和保育園の多様な遊具が紹介さ
れ、それにチャレンジしてできなくて泣く子どもの映像や達成して満足そうな笑顔を見て涙
ぐんで見ていました。ついつい後ろから手を差し伸べてしまいそうな思いですが、園長先
生の「やりたいことを自分でやりとげる」ことの大切さを教える姿にはどこかで過保護であ
った自分を思い出してしまいます。平安建都1200年記念事業のとき、梅小路公園でみん
なで公園づくりを進め、それを一般公開したときのことを思い出します。ロープで水溜りの
上を越える遊びで小さな子どもでもできているのに、我が子は水溜りにはまってびしょ濡
れになって泣いていました。どこかでなんでそんなことができないのかと思う自分がいたこ
とも事実です。自分の小さい頃は学校意外で周りに公園などと全くなく、境内地や川や田
んぼで遊んでいました。怪我なんて常時のことで赤チンぬって（ヨーチンはしみて痛かっ
た）また次の傷に向けて取組んでいました。  
水垂地区ではもっと大きなプロジェクトの視点かと思います。でも基本にはあまり手を入
れすぎない、過保護にならない公園づくりなんだと思います。ちょっと草が生えすぎたらみ
んなで掃除をして焼き芋でもして食べるような・・。すぐに管理者に電話して、なんてことに
はならないような公園にしたいですね。その基本はやはりみんなで作ることです。後一日
です。どうぞ 後に発言をお待ちしています。大吾さん具体的な事例のご紹介ありがとう
ございます。 

 
返信  

 

24 : 新たな公園文化の発信
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投稿者 ： 大吾 投稿日時 ： 2007/02/18 08:30

こんにちは。大吾です。  
もう終了してしまうんですね。参戦するのが遅かったようで残念です（笑）。  
有馬富士公園は日本でも先進的な事例ですので、私の知る限りなかなか他に良い事例
がありません。むしろ水垂地区にできる新しい公園が、先進的な新たな公園文化を発信
できるようになれば良いですね。それこそ京都は庭園都市と言われてきたわけですし、地
域活動や市民活動も活発ですので、その潜在力はあるのではないかと思います。私も花
畑プロジェクトや、プロムナードづくりを市民主体で行うような形は良いと思います。その
ためには、計画段階から公園の運営や管理について、「誰が」、「どういった形で」行うの
かも併せて考えていく必要があると思います。  
 ただ、水垂地区にできる公園は「新たなスポーツ拠点施設」という位置づけになっている
ようですので、その点も考慮しなければいけないのかもしれませんね。地域密着型のスポ
ーツクラブが運営するスポーツ施設としては、Ｊリーグ浦和レッズの「レッズランド」が有名
ですね。  
http://www.urawa-reds.co.jp/redsland/  
「スポーツ」にしろ、「市民活動」にしろ、「昼寝」にしろ、水垂地区に新しくできる公園が、市
民の様々なアクティビティの受け皿となれる場所になればいいですね。 

 
返信  

 

 

 

23 : そろそろ終了です

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/02/15 13:50

みなさんのご意見が活発になってきましたが、この会議室は当初から2月19日までの一ヶ
月限定で開催していました。昨日の夕刊で京都市の07年度予算案の概要が掲載されて
いましたが、インフラ整備の欄で「水垂地区基盤整備推進」の予算が出ていました。次年
度以降「市民に親しまれる公園づくり」に向けた具体的な動きが起きることの確認ができ、
ほっとしています。これまでのみなさんの意見を是非とも実現に向けて次のステップに反
映して頂きたいとの思いです。私が一番発言が多いですから、花畑プロジェクトやプロム
ナードづくりは機会ある度に発言を続けたいと思います。  
できましたら、今回参加頂いたみなさんには今一度発言を頂き、まとめといいますか、19
年度の推進につなげていきたいと思いますのでよろしくお願いします。大吾さんもさらに
事例などをご紹介いただきたいと思います。 

 
返信  

 

 

22 : 公園づくり協議会

投稿者 ： 大吾 投稿日時 ： 2007/02/14 06:20

皆さんこんにちは。  
 
初めて投稿させていただきます。下京で働いている大吾と申します。  
私も公園づくりには非常に興味を持っておりまして、皆さんのご意見をなるほどと思いな
がら拝見させていただきました。  
石本さんのおっしゃる「市民みんなで考え、みんなで汗を流して作り上げた公園づくり」と
いうのは私も非常に重要なテーマだと思います。  
石本さんが京都市の都心部を中心とした景観の活発な議論を引き合いに出されました
が、それらの地域では地元の方々を中心に「まちづくり協議会」を作って日頃からまちづく
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りや景観づくりの取組みを進めてこられたことが大きいと思います。私は公園において
も、利用者や周辺住民を中心とした「公園づくり協議会」のようなものができればと思いま
す。実は既にそのような事例があります。兵庫県三田市にある県立有馬富士公園という
公園です。  
 
http://www.hyogo-park.or.jp/arimafuji/  
 
この公園は、利用者（市民活動団体など）や周辺住民、学識者、行政等で「運営・計画協
議会」をつくり、公園利用のルールづくりやイベントの開催、未整備ゾーンの計画など幅広
い活動を行っています。利用者や周辺住民自らが、公園の計画や運営に関わるわけです
から愛着もわくのだろうと思います。一般的に公園はオープン時が利用者が も多く、そ
の後は徐々に減っていく傾向が強いようですが、この公園は毎年利用者が増え続けてい
るらしいです。  
あと、公園を考える上で重要なのは管理面ですね。公園は建設時にも費用がかかります
が、管理面のランニングコストも非常に大きいです。これらも人件費を含めた行政コスト
（税金）ですから馬鹿にはできません。管理面も利用者や周辺住民が楽しみながら関わ
れる仕組みや、民間への指定管理者制度の活用などについても想定しておくことは大事
だと思います。 

 
返信  

 

 

 

21 : わざわざ行かうといふ気になる公園

投稿者 ： 久狸 投稿日時 ： 2007/02/14 06:19

 アバレンジャーさんのおっしゃるやうに、水垂地区はふらっと立ち寄る場所ではありませ
んね。行く気にさせる公園でなければならない、といふご意見には全面的に賛成です。  
 ただ、グランドやテニスコート、体育館が整備された運動公園なら比較的近くに横大路
運動公園があるので、それとは違った性格のものをつくるべきではないでせうか。今まで
多くの方々のご意見をうかがふと、圧倒的に多くが子どもを連れて行くケースを想定なさ
ってをられます。したがって、子どもが行きたくなるやうなところ、あるいは子ども連れで行
きたくなるやうなところで、しかも大袈裟な施設を作らない公園を第一に考へてゆけばい
いのではないでせうか。  
 石本さんもおっしゃってをられたやうに、ベースは森林がいいのではないかと思ひます。
もちろん、その中にプロムナードや草地や草むら、川、池（沼）もあり、竹林もありです。  
 子どもをターゲットとするなら、水場、砂場、草むら、などがすぐに思ひつきます。砂場は
野良ネコの問題があって取り扱ひが厄介ですが、砂遊びのできる空間は重要だと思ひま
す。カナダで見たのですが、砂場にパワーショベルのおもちゃが設置してあって、それを
子どもが操作して砂を掘り、回転して別の場所に捨てることができ、子どもたちが奪ひ合
って遊んでゐました。  
 カナダと言へば、木々の間に木の橋を渡して、そこを辿って空中散歩ができる工夫をし
て、子どもたち（大人も）が楽しさうに駆け回ってゐる公園もありました。橋でなくてロープ
を渡して、それにかごをぶら下げて行き来する野猿なども面白いかも知れません。ただそ
れらをするには、かなりの大木が植わってゐる（カナダの例では、トウヒやセコイヤの自然
林）ところでないと、無理かも知れません。それに日本の場合、落ちたらどうする、といふ
管理者の声も聞こえてきさうです。  
 要するに、①テーマパークのやうな手をかけたものでなく、②と言ってどこにでもあるも
のでもなく、③そこにしかない、そこだからある、子どもが楽しめる施設やからくりがあると
ころで、④しかも文明的ではなく、自然に近いもの、あるいは文化的なものであって、⑤自
然環境としては、京都･伏見･乙訓といった地域に特徴的なもの、がいいのではないか、と
思ひます。  
 もちろん、ゆっくり散歩したい高齢者の方や、ベンチで語らひたい恋人同士、本を読みた

5/16 ページみんなで考えよう水垂地区の公園づくり～市民に親しまれる新たなスポーツ拠点施設を目指して...

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=mizutare



い人々にもふさはしい場所でありたいと思ひます。 

 
返信  

 

 

 

20 : 水垂のまちびらき

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/02/12 19:09

京都新聞の電子版で、9日に水垂でまちびらきの式典があった記事を見つけました。移転
を余儀なくされた住民のみなさんにとっては「処分地の悪臭や粉塵に苦労したが」、ようや
く安住の地に移られ、新しい住宅で「立派なまちづくりを進めたい」との記事を見て、本当
に落ち着いたまち育てを進めていただきたいと思います。  
この記事を読んでいて、感じることがあります。今、京都市内、特に都心部から北部にか
けては歴史的な市街地景観のルールづくりでいろいろな論争が行われています。非常に
大切なことでそのことは多いに議論をして、市民が納得できるストックを大切にしたまちづ
くりをして頂きたいと思っています。でも、水垂地区のような埋め立て処分地問題やゴミ焼
却場や下水処理場の問題となると、やや市民のみなさんの関心が低いように思えます。
以前に伏見区の基本計画のお手伝いをしたときにもそのことを感じて、区計画の「はじめ
に」で区役所の方といろいろと議論をして伏見区民の思いを書き込んだ覚えがあります。
景観問題と比較して議論するつもりではありません。私は京都市民みなさんがもっと市全
体の環境のことや、地域のそれぞれの役割と分担のことも考えて頂きたいとの思いです。 
 
アバレンジャーさんのご意見の通り、「わざわざ行こうと思える公園づくり」が必要でしょ
う。加えて「市民みんなで考え、みんなで汗を流して作り上げた公園づくり」も大切でしょ
う。どのようにしたら市民の関心と参加意識が高まるかも考えたいです。 

 
返信  

 

 

 

19 : 人を集めるしかけを・・・

投稿者 ： アバレンジャー 投稿日時 ： 2007/02/09 16:37

アバレンジャーです。  
すっかりご無沙汰してしまいました。  
すみません。水垂の活用を考える際に大切だろうなと思うことを追加します。  
 
美しい公園にすること，いろいろな遊びやスポーツができること，なども大切なのですが，
やはり街中にある公園ではないので，歩いて気軽に立ち寄ろうということにはなりにくいと
思います。  
 交通アクセスをどうするかという問題もあるのですが，それ以上に，「わざわざ行こうとい
う気にさせる」公園であることが必要です。あそこにいけば，コレコレがあるからという何か
特徴的なものが必要だと思うのです。集客のしかけともいうべきもの。  
 別に巨大な施設などがなくてもいいのですが，めずらしい何かが要るのではないでしょ
うか。  
 以前にテレビで見たのですが，傾斜地を草原にし，そこに大きな透明のゴムボール状の
ものを転がす。その中には人が一人入れる。斜面の上から中に入ってボールといっしょに
転がっていくというのをやっていました。日本にもいくつかそんなのがあるようですが，大
人も子どもも競って，それに乗って転がっていました。  
 よのなかにはいろんな遊びがあるものです。ソフト面で智恵を絞れば，それを目当てに
公園に人々が集まるようになるのではないでしょうか。  
 今思い出しましたが，かつて宝が池公園にはトランポリンもありましたよね。子どもにせ
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がまれて電車を乗り継いでわざわざ出かけた記憶があります。  
 ハード面での整備だけでなく，そこでどんなことをやっていくのか，運営やソフト事業につ
いても考えていくこともたいせつなのかなと思います。  
   
 
  

 
返信  

 

 

 

18 : さらに

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/02/08 00:34

先ほどの発言は以前と同じような発言で失礼しました。思いが一途なものですから発想
が固定しているようですが、考えは明快ですから。などと言い訳をしつつ、 近の温暖化
と緑化の続きです。今の大津に住む前は伏見の観月橋に6年あまり住んでいました。近く
に桃山御陵があり、時折散歩に行ったりしていましたが、ある時、歩いて桃山御陵の森の
中に入った途端に空気の違いをはっきりと感じたことがありました。少しひんやりとした感
じで新鮮な酸素を吸っていることを本当に実感する瞬間を感じたことあります。あのような
経験はあれが始めてで以後もまだ経験していません。やはり圧倒的な緑の豊富さにまち
なかからアプローチして違いを感じたと今も信じています。水垂地区も近づいたら目にも
やさしく、空気もおいしく感じる緑の森（変な表現ですが）を作りたいです。木漏れ日の中
で、小鳥のさえずりを聞きながら、四季を感じる、暴れん坊のやんちゃな子どもの声が聞
こえてくる、そんな場所でしょうかね。京都のまちのまわりには本当に豊かな自然が残っ
ています。今回は市民の手で作り出したいですね。ちょっと理想論過ぎますかね。 

 
返信  

 

 

 

17 : 私からも提案を

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/02/07 23:42

久狸さんの提案に読みほれていて発言するのをうっかりしていました。みどり屋Y・K生さ
んからも緑についてのさらなるご発言を期待しております。  
で私から再度現地を歩いての提案です。以前にも申し上げましたが周囲から見ると本当
に殺風景です。新しく移転した住宅地や北東側に隣接する住宅地からは荒地が広がるイ
メージです。これだけの用地を短期間での整備は難しいでしょうから、是非とも以下の2点
は 初に取組んで頂きたいと思います。  
一つは計画地及び周辺の道路網計画がわかりませんが、現在のA地区とその東の七間
堀川ですか、それにそっておそらく道路整備が必要と思われます。まずはこの斜めに横
切る道路を整備してそれにそって様々な街路樹のプロムナードを作ってほしいと思いま
す。そのプロムナードで四季折々のイベントを催しては如何でしょう。  
もう一つはまだまだ点でしょうが、隣接する集落や住宅地沿いで花畑プロジェクトを市民
参加型で実施してほしい。取りあえず花畑にするための土壌は部分的にでも先に確保し
たい。何と言ってもイメージを代えることが大切です。時間をかけてじっくり仕上げること
と、早期に市民が注目するようなプロジェクトを立ち上げて頂きたい。  
これだけ温暖化が進んで本当に末恐ろしい時代を迎えつつあります。せめてここに早期
に森を作って野鳥にやさしい地域づくりから、環境を改善に寄与できればと願っています
が、みなさん、如何でしょうか。 

 
返信  
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16 : 公園の中身について

投稿者 ： 久狸 投稿日時 ： 2007/02/02 16:14

 先だってはアクセスのことだけを申し上げました。多少補足すると、環境のことから言へ
ば、自転車でやって来れることも重要かも知れませんが、日本の場合には、自転車を車
内に持ち込めないことや、北ヨーロッパなどと比較すると、坂が多いことや雨量が多いこと
から、主たる交通手段とは考へにくいでせう。ただ、堤防上のサイクリングロードの整備が
進んでゐますから、桂川の堤防を辿って来れるやうにする整備は必要でせう。  
 中身については、いろいろな方からのご意見にあるやうに、多様なものが考へられると
思ひます。  
 私個人としては、基本として、ぶらぶら散策したり、ベンチで休んだり寝転んだり本を読
んだり、家族でピクニックに来たり、と、確たる目的なしに来て、なんとなく過ごすことので
きる場であってほしいと思ひます。そのためには、くまさんのおっしゃってをられるやうに、
木陰は絶対的に必要です。歩道と休憩する場所には、夏日射しを遮り秋から冬には小春
日和の陽が差し込む落葉樹のプロムナードがいいのではないかと思ひます。この場合、
単一樹種でなく、ヤマザクラ、タカオカエデ、クマシデ、ケヤキ、コナラ、コブシといった、こ
の周辺の山野に自生する落葉樹を植ゑ、間違っても、外来のアメリカハナミズキやセイヨ
ウトチノキ、ライラック、アカシアなどを植ゑないやうにしませう。この際、みどり屋Ｙ・Ｋ生さ
んが指摘なさってをられたやうに、落ち葉が周辺へ飛ばないやうに、との市の基本構想に
は強い違和感を感じます。落葉樹があれば落ち葉があるのは当たり前、タンポポなどの
キク科の植物があれば、綿毛が飛ぶのは当たり前、鳥がゐれば囀りのやかましいのも当
たり前、糞を落としてゆくのも当たり前です。それより、落ち葉を踏みしめながら歩くときの
弾力のある足裏の感覚は何にも替へ難く、是非、たくさんの方に経験してもらひたいもの
です。くまさんがご心配のサクラの件ですが、花見の対象となってゐるのはほとんどがソ
メイヨシノの並木です。このあたりに自生するサクラには、ヤマザクラ、キンキマメザクラ、
エドヒガンザクラがありますが、いづれもソメイヨシノに比べれば控へ目で派手さはありま
せん。また、クローンであるソメイヨシノのやうに一斉に咲いて一斉に散るドラマチックな咲
き方はせず、ばらばらと咲きます。そんなのを植ゑればどうでせうか。また、ウワミズザク
ラといふ穂状に小さな花の咲くサクラもあって、これも面白いと思ひます。毛虫ですが、こ
れも自然である以上、ある程度は仕方がないと思ひます。イラガの幼虫のやうに、強い痒
み痛みを与へるものは困りますが、さうでなければ、そんなもの、と思ふ必要があるでせ
う。もっとも、近年都会に大挙して進出して来たヒヨドリが棲みついたところでは、毛虫の
被害が少なくなってゐるやうです。ヒヨドリはともかく、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コ
ゲラ、カワラヒワ、ジョウビタキなどが飛び交ひ囀る森にしたいものです。  
 アバレンジャーさんの水辺空間（親水空間）は面白いアイデアです。幸ひ、すぐ脇を桂川
が流れてゐるので、そこから引き水ができるでせう。巨椋池を髣髴とさせるカキツバタ、シ
ョウブ、ガマ、ヨシなどの水生植物が群落を作る湿地や、夏には子どもたちが水遊びがで
きるところがあれば 高です。ただ、水遊びをするためには今の桂川の水質では無理で、
薬剤を使用しない緩速濾過池が必要になるでせう。水車を設置すれば、昔の動力として
の利用や水を汲み上げるための利用も実感することができます。さうすると、巨椋池の再
認識や昔の水文化に触れる教育的な価値を附することになります（あまり教育的な効果
を前面に出すのは好みませんが）。水があって魚が居て土手があれば、カワセミが巣を
作るかも知れません。滋賀県の八日市に愛知川の河畔林を利用した森林公園があって、
そこには櫓を立てて橋を渡し、上から林の様子を眺望できるやうになってゐると聴いたこ
とがあります（記憶が不確かで、別のところだったかも知れません）。そんなのも参考にな
るかも知れません。 

 
返信  

 

15 : アクセスの問題のご指摘について
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投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/02/02 10:40

久狸さんご意見ありがとうございます。私も全く同感です。私は子どもが小学校に入った
時点で車を捨てました。ですから、帰帆公園には 初は自動車で以降は自転車で通いま
した。大津在住ですが、近くの小高い山まで自転車をおしてのぼり、竹の子堀や植木鉢
用の苔を取りにいきます。京都の植物園には弁当を持って電車乗り継いでよく行きまし
た。仕事柄いろいろな施設の基本構想や基本計画を作る際に市民の方は必ず駐車場整
備を指摘されます。環境にやさしい施設と言いながら、公共交通の充実といった意見より
は無料の駐車場整備の意見が多いのには私も矛盾を感じています。  
先日現地調査で行きは場所がわからずタクシーで行きましたが、帰りは徒歩で淀駅まで
もどりました。時間距離は何の問題もなく、近いです。ただ、途中の道路が自動車が多く、
歩行者が狭い歩道を歩いたり、堤防などは車優先で歩いていてこわいと感じました。です
からご意見のようにアクセス問題、私は特に 寄駅から歩いて安全に快適にアクセスで
きる歩行者空間の充実が必要だと思います。  
市民のみなさんが気持ちよくアクセスできれば自然に人は集まると思います。施設重視
型の公園づくりは完成した時はすばらしいのですが、どうしても陳腐化します。時間をか
けて市民が、自然が作り上げた環境は私などの世代でもライフサイクルにあわせて行っ
てみたいと思います。なお、野球場やサッカー場などが必要でないと言っているわけでは
ありません。市内ではなかなか作りにくい規模を必要とする施設もこの水垂には適してい
ると思います。 

 
返信  

 

 

 

14 : アクセスの問題

投稿者 ： 久狸 投稿日時 ： 2007/02/01 15:25

 さまざまな利用形態に関するご提案を拝見し、そんな形もあるな、と興味深く感じ、興味
深く読ませていただいてをります。  
 ただ、ここで一つ注意をしておかねばならないことがあると思ひます。それは、他の同工
の施設に関しても言へることですが、その場所に至るまでの交通手段の問題です。土地
の広さの問題がある以上、仕方がない、と言へばそれまでですが、今までのご意見の中
にも挙がってゐた太陽が丘にしろ矢橋帰帆公園にしろ、バスの便はあるものの、実際上、
マイカー利用でないと使ひづらいのが実情です。しかし、少子高齢化・団塊世代の大量退
職の時代を迎へ、マイカー利用を前提とした公園やグランド整備は、21世紀の計画として
ははなはだ時代遅れ･時代錯誤と感じます。利用しやすい公共交通機関があって、どの
やうな世代にも、また、障害を持った方にも気楽に利用できる公園･施設でなければなら
ないのではないでせうか。  
 問題の水垂地区は、京阪淀駅から歩いても30分近くかかります。しかも結構交通量の
多い奥海印寺納所線を歩く必要があり、およそ気持ちのいい道とは言へません。阪急や
JRからだと、1時間は優にかかるでせう。京都市南クリーンセンターに隣接する横大路運
動公園は、平日には全く人影がありません。これも、公共交通機関しか利用できない平日
時間のある高齢者には利用しづらい場所にあるからではないでせうか。御所や出町公園
がお年寄りや子どもたちの集まる公園となってゐるのは、都市の真っ只中になる、といふ
だけでなく、京阪や地下鉄と言った交通機関からのアクセスに至便であるからでせう。水
垂地区も、電車を降りたらそこに緑の地域があって、散歩するお年寄り、水遊びに興ずる
子ども、スポーツに汗を流す若者、木陰で昼寝をするサラリーマン、読書にふける学
生、．．．がゐる場所であれば、と思ひます。  
 したがって、この場所の利用方法としては、もし、都市公園とか運動公園と言った人が
集まる形態のものにするのであれば、公共交通機関、それもバスではなく LRTなどの低
公害のもの、の整備とリンクした形で進めるべきではないか、と強く思ひます。今出川通
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にLRTを走らせる計画を進めてゐるのであれば、その実験路線としてでもいいので、京阪
淀とＪＲ神足（現在は長岡京でしたね）・阪急長岡天神とを結ぶ路線を敷設してはいかが
でせう。そのあたりの市役所内での横の連絡、あるいは市と府との連携はどうなってゐる
のでせうか。  
 それが不可能なのであれば、それこそ、人が利用する施設としてではなく、林や草原の
まま維持すべきではないでせうか。  
 観光のみの町を脱却して京都議定書を策定した環境意識の高い京都市、といふラベル
を掲げてゐるのであれば、尚更、環境や福祉に配慮する先進的な試みをすべきです。  
 公園に限らず、車利用を前提とする町づくりは、環境の観点（地球温暖化、大気汚染、
事故の危険、騒音、etc）からも福祉の観点（交通弱者の切り捨て）からももはや時代遅れ
である、との認識に立つ必要があるでせう。 

 
返信  

 

 

 

13 : 水垂の地名

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/01/29 17:04

京都の歴史（伏見区）で水垂の地名の由来を引用しておきます。  
『水垂という地名が文献にあらわれるのは11世紀末で、「水おちといふところ」と記され、
山崎から淀へおもむく途上の記述で、渡し場としての水垂のことを指していると思われ
る。「水落」にせよ水垂にせよ。川が落ち合う場所を意味することによる地名ではないだろ
うか。』  
日本図誌大系の「長岡・淀」地区の図を見ると、対象地域の辺りには五間堀川、七間堀
川、羽束師川や少し西に小畑川が北から流れ込んでいることがわかり、桂川というよりは
洛西地域からの川の合流地点のイメージが強い感じです。ですから当然「水」なんです
が、「川」の落ち合うところ意味の方が強い場所でしょうね。ただ下流域でこの水そのまま
の利用は難しいでしょうから、地名の由来等にちなんでの展開イメージを広げていきたい
と思います。  
ちなみに梅小路公園の広さは11.7haで、芝生広場あり、水辺ありといろいろな施設が複合
しています。昔、国鉄清算事業団から京都市が購入する時のことを思い出します。本当に
京都市さんもがんばって整備したとの思いですから、是非とも水垂地区も昔、電子会議室
で・・・と思い出したいです 

 
返信  

 

 

 

12 : イメージがわきました

投稿者 ： アバレンジャー 投稿日時 ： 2007/01/29 14:55

 アバレンジャーです。こんにちは。石本さん、小嶋さん、ありがとうございました。だいた
いの広さがイメージできました。これだけ広いとなると、やっぱりひとつの使い方だけで、と
いうわけにはいかないようにも思います。プレーパークだけではもったいない広さですか
らね。  
 水垂跡地自体がゾーニングされているのですが、さらにこの公園部分でもゾーニングが
必要なのかな。  
 水垂という地名から考えると、何か「水」に関係のある空間があってもいいのかなとも思
います。水生植物の公園やビオトープとか。梅小路の公園にもあったかもしれませんが、
ゾーニングの中で考えてもらえたらいいなと思います。  
 もっと考えてみますが、・・・とりいそぎ書き込みいたします。  
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11 : 多世代が交流できる公園づくり

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2007/01/28 10:12

皆さんこんにちは。まっちと言います。久しぶりの新テーマですね。  
 
さて、今回のテーマは「公園づくり」という具体的なお題が与えられて  
いますので、発言もしやすいなぁと感じました。あくまで、現場を知らない  
「外野の意見」ですが、参考になる発言ができたらいいなと思ってます。  
 
さてさて、僕からの提案は「多世代の交流できる公園づくり」です。  
特にスポーツ拠点・・・ということであれば、本格的なグラウンドというよりも、  
レクリエーション的なスポーツが楽しめる施設の方が良いのでは・・・と  
思います。例えば「パットゴルフ」のように、子どもさんからお年寄りまで  
楽しめる種目なんてどうでしょう。  
 
あと、「スポーツ＝健康」ということで、「足湯」が楽しめる施設なんかが  
あれば、女性も気軽に遊びに来てくれるのでは・・・なんて思ってます。  
なんか公園というより、「健康ランド」のような施設になってしまいそう  
ですが(笑)。  
 
でも、ありきたりな公園ではなく、「ここにしかない！」という公園が  
できあがれば素敵ですね！期待しています。  
 
 
 
 

 
返信  

 

 

 

10 : 御質問について

投稿者 ： 『総合企画局プロジェクト推進室 小嶋』 投稿日時 ： 2007/01/27 11:42

水垂地区の跡地活用計画を担当していますプロジェクト推進室の小嶋です。  
市民の皆さんに親しまれる場所，喜んでいただける有効活用を進めていきたいと考えて
います。様々なアイデア・御意見をいただきたいと思っていますので，皆さんの積極的な
御参加，御発言をお願いします。  
 
さて，先日お寄せいただいた御質問についてお答えしたいと思います。  
まず対象区域についてです。対象区域は第１次土地利用基本計画（案）の７ページのとお
り，Ｂ地区，Ｄ地区，Ｅ２地区の各全部とＣ地区の一部の範囲です。Ｃ地区のうち，Ｂ地区
とＥ２地区に接する部分の約１ヘクタールを対象区域とし，合計で約１５ヘクタールとなり
ます。区域設定については，住宅地整備の進むＥ１地区の周辺を中心に，公園として一
体的な利用を進めることから，Ｃ地区の一部も含めた区域で計画しています。  
次にＣ地区のグランド的な利用と記載している件についてです。Ｃ地区の区域外の範囲
については，残る地区の土地利用基本計画を今後検討していく中で，その有効活用を図
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っていきたいと考えていますが，本計画（案）の対象区域内の範囲しか活用できないとい
うわけではありません。暫定利用としてグランド等の跡地活用も必要に応じ検討していき
たいと考えています。  
次にＡ地区の位置付けについてです。Ａ地区は既に高木の木々が茂り，緑豊かな環境と
なっています。現状維持の方向で検討していますが， 終的な位置付け，利用としては，
Ｃ地区と同様，今後の残る地区の土地利用基本計画の検討の中で明確にしていきたいと
考えています。  
さいごに，甲子園との面積比較については進行役の石本さんより御回答いただいたとお
りで，甲子園の約４個弱となります。  
 

 
返信  

 

 

 

9 : ☆垂水地区のまちづくり計画

投稿者 ： みどり屋Ｙ・Ｋ生 投稿日時 ： 2007/01/26 16:16

☆垂水地区のまちづくり計画  
・垂水地区は南部の創造のまちづくりにとって大切な地域です。緑の立場から俯瞰する
と、この付近には桂川、宇治川が集まり、洛西浄化センター、淀城跡公園、京都競馬場、
横大路運動公園、少し離れて桃山御陵など、緑の塊りが点々と連なって西山から東山へ
続いています。三山が市内を囲む形でありますが、南には緑の拠点がこのように連なっ
ているのです。このような意味から見ても垂水地区に緑の拠点の役割を与えていくことが
大切だと思われます。  
・それにしても「構想」は総論としてうなずけるものの、「土地利用計画」（案）はいただけま
せん（すべてではありませんが・・・）。５．整備にあたっての留意点の「住環境への配慮」
のなかで“・・・落ち葉が・・・周辺へ飛んでいかないよう・・・”これでは豊かな住環境は望む
べくもないと言わざるを得ないものではないでしょうか。人間も環境を構成する一部であ
り、人間本位の環境づくりに対する反省からもっと視野の広い環境のあり方を模索する方
向へ変わってきたのではありませんか。  
・豊かな土地は人間にとって皮肉にも河川の洪水・氾濫等によってその基礎がつくられ、
そのうえに立って農民達の努力によって“豊かな土地（大地）”がつくられてきたのではな
いでしょうか。まさに人と自然の合作によって・・・。その意味から新しく人工的に作られた
土地を豊かな土地にしていくために自然の力（落ち葉等）と人のたゆまぬ努力（草花づくり
や植樹とその手入、時には活用できる生活廃棄物等）によって一歩一歩創りあげていくス
ペースも必要なのではないでしょうか。その取り組みこそが環境学習であり、ある意味で
はその地域（土地）の歴史を刻むことになるのではないでしょうか。  
・埋立地ならではの土地利用上の様々な制約があって“負の財産”というイメージが強い
面がありますが、地域や多くの人達の努力によって次の世代の“豊かな土地”にしていく
ための永い取り組みとして考えていきたいもんです。 

 
返信  

 

 

8 : いろいろ面積のこと

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/01/25 22:42

アバレンジャーさんのご質問には進行役の私にもご回答できませんので、市の担当の方
遠慮せずに参加してアドバイスください。  
第一次土地利用計画はご指摘の範囲の15haと聞いています。A地区はすでに高木が育
ちつつあります。程度しか私には回答できません。すみません。  

12/16 ページみんなで考えよう水垂地区の公園づくり～市民に親しまれる新たなスポーツ拠点施設を目指し...

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=mizutare



 

でその代わりですが、いろいろ面積調べましたから報告します。甲子園球場39,600㎡、東
京ドーム46,755㎡です。いつもこの２つが基準になりますね。でも京都ですから調べまし
た。京都御苑東西700ｍ、南北1300ｍで91ha、広いですね。二条城東西550ｍ、南北420
ｍで23ha（私の地図計測です）。太陽が丘公園約100ha、矢橋帰帆島公園31.4haでした。
こうしてみると、15haは狭いのか、広いのか分からなくなりますね。如何に京都御苑や二
条城が広いかを改めて実感しました。  
ところで落とし穴が出てきますが、本当に作られたことあるのですか。私は雪国出身なの
で、小さいころはスコップをかついで町中に落とし穴を作った覚えがあります。新雪に足突
っ込んで雪に倒れる姿を影で見て楽しみました。その時の方改めてごめんなさい。でも、
土を掘って作ったことは一度もありません。きっと人ひとりが入るくらいの落とし穴のことな
んでしょうね。怪我しない程度に楽しみたいですね。 

 
返信  

 

 

 

7 : 対象区域はどこまで

投稿者 ： アバレンジャー 投稿日時 ： 2007/01/25 17:01

プレーパークを提案したアバレンジャーです。  
くまさんも御意見ありがとうございました。  
私もじつは府下南部に住んでいまして、太陽が丘にはよくでかけます。広い公園で遊ぶと
日頃のストレスが吹き飛びますよね。  
でも、公園って結構規制がきびしくて、例えば、花火やたきびはご法度ですし、ましてや落
とし穴なんてダメですよね。プレーパークでは、ぜひそうした規制をしないで、子どもたち
の自主性を活かした自由な空間にしていただけたらなあと思います。  
 ところで、そもそも今回の対象地域の面積ですが、石本さんに教えてもらったホームペ
ージを見ますと、BとDとE-2とCの一部と思ったらいいんですよね。これで、１５ヘクタール
あるんですね。で、これをレクリエーションゾーンとすると。  
 ただ、土地利用計画の「２ 第１次土地利用基本計画の対象区域」のところを読むと、「C
地区はグランド等の平面的な利用」とも書いてあって、すみませんが、どこまでが利用で
きるのかがよくわかりません。  
 それと、同じところに、A地区は高木の樹林となっているのですが、このA地区は、レクリ
エーションゾーンとは別なのですね。  
 すみませんが、そのあたりがわかってなくて。申し訳ないですが教えてください。それと、
１５ヘクタールだとすると、例えば甲子園何個分くらいなのでしょうか。落とし穴が何個掘
れるのか考えたいので、これも教えてください。 

 
返信  

 

 

 

6 : 子育て真っ 中の父です

投稿者 ： くま 投稿日時 ： 2007/01/24 17:43

プレパークはじめて知りました。なんだか面白そうですねっ。  
大人も子どもも一緒になって遊べそうですごく面白そうです。  
さて、私からの提案ですが、以前住んでいた宇治市には「太陽が丘」という公園がありま
す。多分ご存知の方も多いと思いますが、陸上競技場、野球場、サッカーコート、プール
の他にフイルドアスレチックがあり、そこに行くと私の子どもも夢中で遊んでいます。京都
市には宝ヶ池にも大きな遊具が置いてある公園があるのですが、南の方にはないので、
京都に引っ越した後も太陽が丘にあぞびに行きます(京都の南にもあったら教えてくださ
い。)。  
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そこで、木やロープなどを使い、フイルドアスレチック見たいなものを置けないでしょうか。
遊具を置くとその維持・管理に手間がかかると思いますが、一度検討していただけないで
しょうか。基本は芝生のただ広い公園でいいと思うのですが、ひとつぐらい遊具の設置も
検討していただきたいです。  
他には、お弁当を食べる際に、大きな木陰が欲しいです。夏の暑い日にお弁当を食べよ
うとしても日向しかないとしんどいので。ただ、木々は桜は反対です。花見の場になった
り、毛虫が発生したりするので。  

後に、子どもばかりでなく大人も遊びたい！。風が強いということで、凧揚げなんかして
みたいです。ただし、落とし穴だけには気を付けないといけないですが(笑い)。 

 
返信  

 

 

 

5 : プレーパークも楽しいですね

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/01/23 16:20

発言ありがとうございます。話し相手がいないと次の発言ができなくて困っていました。プ
レーパークもいいですね。言葉の定義をあまり知りませんが、子どもを安心して自由に遊
ばせることのできる場は欲しいです。私の子どもは二人とも伏見区生まれですが、子育て
時は大津市内に移りました。小さい頃は草津の矢橋帰帆島公園へ車でよく行きました。
今のような施設がまだない頃で本当に大きな原っぱのイメージでした。子どもが小学生に
なってからは車を捨てましたので、親子4人で自転車で近江大橋を越えてよく遊びに行き
ました。京都市内で、こんな原っぱでの子どもの遊びはどこで、どんな風にしているのでし
ょうね。子育て真っ 中のお父さんの意見もよろしく。  
お花畑の件ですが、維持管理は当然大変でしょう。私が提案したいのはプレーパークで
も、お花畑でも、おもしろそう、行ってみたいと市民のみなさんの話題に上がる場所にした
いとの思いです。そのためにはやはり市民のみなさんが中心に水垂プロジェクトを動かす
心意気が大切でしょうね。 

 
返信  

 

 

 

4 : プレーパークはいかが

投稿者 ： アバレンジャー 投稿日時 ： 2007/01/23 14:44

 水垂の埋め立て処分地がどうなるのか、関心を持っていました。公園づくりと聞いて一
言。  
 広大な面積を活かして子どもたちのプレーパークのようなものを作ってはいかがでしょ
う。普通の公園のような遊具を置かず、廃材で「基地づくり」をしたり、落とし穴を掘ったり
（あまり深く掘れないのかもしれませんが（笑））。  
大人のプレーリーダーを配置して、子どもたちには，ほんの少しの指導にとどめ、あとは
子どもたちの自由に任せる、そんな遊び場作りはいかがでしょう。  
東京では、世田谷や羽根木のプレーパークが有名ですが残念ながら京都にはないように
思います。  
 JR長岡京や、京阪の淀駅から、やんちゃ坊主をシャトルバスで送り込んで、自由に遊ば
せましょう。  
 それからもうひとつ。進行役の石本さんが提案されている花畑ですが、きちんと美しい
花畑を維持管理するのは大変です。継続的にやっていくためには商品化できる草花を植
え、その収入をもって維持管理していくことが必要だとおもいます。  
 とりあえずの思いつきばかりですが、みなさんの御意見をお聞きしたいです。 
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返信  

 

 

 

3 : 新幹線からの風景

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/01/21 10:35

昨日新幹線の移動中に現地を確認しました。現地調査の時に新幹線が近いと思っていた
のですが、やはり車窓から対象地がよく見えます。おそらく京都駅から新大阪の間で東に
見える森としては も近距離だと思います。この間、東側の風景は個性のない市街地が
連担するばかりで、自然は遠方の霞んだ山しかみえません。大阪から来ると京都市内で

初の風景でしょう。ですからここは森づくり、花畑づくりとの私の思いを改めて確信しま
した。この森を見て京都に来た、戻ったと思えるような風景を作りたいですね。今日は桜
がきれいだったよ、紅葉が美しかったよ、と新幹線の京都のホームで語られるようなそん
な場所にしては如何でしょうね。発言を待っています。 

 
返信  

 

 

 

2 : 初の発言

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/01/17 13:03

初に計画概要は以下のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでまずご覧頂き、ご参加ください。
http://www.city.kyoto.jp/sogo/project/mizutare.html  
先日検討対象地に行ってみました。桂川河川改修に伴う移転家屋の新しい町並みがほ
ぼ完成し、本当に地域のイメージが変わりつつあると実感しました。しかしその背後の緑
のない広大な平地はうるおいを感じるまでにはまだまだとの感じです。  
今回の現地見学での第一印象は「花と緑から地区を変えるべき」でした。これだけの広大
な土地が一気に整備できるわけはありませんから、まずは緑からの取組でしょう。必ず地
区整備のために道路整備が必要でしょうから、地区を横切る道路沿いに緑のプロムナー
ドづくりからと思います。樹木も簡単には大きくなりませんから、少しずつでもいいですか
ら植樹から。そして四季を楽しむ花の園の一角づくりも。れんげ、菜の花、ひまわり、コス
モス、私の思いつくレベルの花畑はこの程度ですが、思い切って「水垂花畑プロジェクト」
から取組んだら如何でしょうか。  
みなさんの反応を楽しみにしています。 

 
返信  

 

 

 

1 : 進行役からのご挨拶

投稿者 ： ☆『石本 幸良』 投稿日時 ： 2007/01/17 10:06

今回の電子会議室の進行役の石本幸良です。京都のさまざまなまちづくりの現場と関わ
って30年余りが経過しました。今回やや専門外の分野を多く含んではいますが、市民に
親しまれる場づくりということでお手伝いをさせて頂きます。  
私と伏見との関わりは学生時代の歴史的な町並み保全への取組からで、酒蔵と町家に
代表される伏見の町並み保存運動は今も継続しています。また、伏見区基本計画策定で
は事務局のお手伝いで、伏見区内を調査しました。その時が水垂地区との 初の出会い
です。私が伏見と関わったほぼ同じ時期に水垂地区が埋立処分地としてスタートしたよう
です。  
今回は市民に親しまれる空間としての再スタートに向け、大勢の方のご支援を頂いて、建
設的な意見交換の進行役を務めたいと思います。私のまちづくりのモットーの「 近、水
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垂地区がおもしろそう」と思えるような楽しい意見交換をしたいと思いますので、よろしくお
願いします。 

 
返信  
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