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① 議題チーム 提言・行動計画一覧票 
議題チーム名 市民の景観 
メインテーマ 京都市民による地域コミュニティーでの景観まちづくり 

■議題概要 

めざす姿 
京都市民一人ひとりが「景観」を自分のこととして捉え、景観を見る眼を養い、
生活しているまち・地域で合意形成を重ねながら、地域文化やコミュニティーを
育て、京都の歴史・文化を踏まえた美しく暮らしやすい環境を実現していく。 

現状の問題 

・ 景観政策の内容が複雑で解らない。 
・ 景観に関して、あまり関心がない。地域で議論するところまで至らない。 
・ まちなかにはたくさんのマンションが建ち、マンション抜きではまちを考える
ことが難しい。マンション住民は、地域となじめないことも多いが、まちに関
心を持つ人も少なくないが、参加する機会が少ない。 

・ ビジョンが見えない。理解できていない。（何のための景観か） 
・ 建築に関わる業者の理解も低く、また、手続きの現場（役所）で混乱している。 

問題解決への主
体的な係わり 

 

課題 A 
 

【市民に向けて】 
景観に対する関心が低い。景観を身近な文化として捉える発想がない。また市

民レベルで景観文化を語る場がない。 

課題 B 
【専門家、業界に向けて】 
条例が出来ても、良い街並みが実現するとは言えない。建築する際や景観まちづくりの

場面で、相談できる機関がなく、また、それを指導する専門家も育っていない。 

解
決
す
る
課
題 課題 C 

【行政に向けて】 
進化する景観条例に対し、市民や地域の声、専門家、行政と共に、進化させて

いく方策がない。 

■行動計画一覧＜各課題とその解決策、及びそれらの行動計画＞ 
 行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

市民 参加、団体の設立主体 
京都市 協働（景観・まちづくりセンター、

区役所まちづくり推進課） 

景観を楽しみながら見る眼を養う場
として、景観文化サロン（仮称）『京
都景観フォーラム』の企画、立上げ後
の運営に連携する。 建設業者 積極的参加 

取組時期・スケジュール 必要経費 

A1: 
Basic Action  
市民ムーブ
メントづく
り 
（仮称）『京
都景観フォ
ーラム』の
設立 

H21.10～ 具体的な事業内容の検討 
1年後を目途に、いくつかの区に支部
を設立  
3年後を目途に、各区に支部を設立 

 
初年度 300、000 円 

行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 
京都景観フ
ォーラム 

基礎づくり 

自 治 連 合
会・住民 

設立主体 

地域で景観についての共通認識やル
ールを検討する「景観まちづくり委員
会」が各地域に設立されるよう支援す
る。 

京都市 協働（景観・まちづくりセンター、
区役所まちづくり推進課） 

取組時期・スケジュール 必要経費 

 
課 
題 
A 
 

A2： 
ムーブメン
トを地域に
反映 
地 域 で の
「景観まち
づくり委員
会」設立の
すすめ 

「京都景観フォーラム」設立後、市との協
働、市民意識の向上の状況を踏まえ、取
組を進める。 
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行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 
建設業界の専
門・関連団体 

設立主体 新景観条例の理解・認識を深める「景
観まちづくりサポート（センター）」
の設立支援を行う。 
 
・景観まちづくりの専門家の育成・研修 
・景観まちづくりアドバイザーの認定 
・相談窓口の創設 

京都市 協働（景観政策課、市
街地景観課、景観・ま
ちづくりセンター） 

取組時期・スケジュール 必要経費 

B1： 
景観に関す
る専門家の
スキルアッ
プ体制づく
り 
「景観まち
づくりサポ
ート（セン
ター）」 

「京都景観フォーラム」設立後、市と
業界との協働、取組を進める。 

 

行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 
建設業者 取組の実施主体 次のスキルアップの取組を提案、支援

する。 
・ 建設業界向けの研修会・説明会の
開催 

・ 京都ブランド化（ノウハウや高いグ
レードの構築） 

・京ブランド建設認定 等 

専門家 協働、アドバイス 

取組時期・スケジュール 必要経費 

 
課 
題 
B 

B1： 
建 設 業 界
の 
ス キ ルア
ップ 
支援 

「京都景観フォーラム」設立後、市と
の協働、業界自身の発意のうえ、取組
を進める。 

 

行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 
市民 
景観フォーラム 
地域 
専門家 

新景観条例を進化させるために、市民
の暮らし・地域に根ざした意見を反映
させるシステムの構築 
 

行政 

参加 

取組時期・スケジュール 必要経費 

C1： 
市民・地域か
らの意見を
行政と共に
検討してい
く場 
進化する新
景観条例へ
のコミット
メント・シ
ステム 

「京都景観フォーラム」設立後、市と
の協働、市民・業界の意識の醸成を踏
まえ、取組を進める。 

 

行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 
京都市 制度創設 京町家を建て直す際に、町家のファサ

ード再現を条件に、現状の外形での建
直しを特別に認める制度の創設 

専門家 協働 

取組時期・スケジュール 必要経費 

課 
題 
C 

C1： 
「 京 町 家
の 建 て 替
え特例」の
検討  
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② それぞれの提言・行動計画  

課題A【市民に向けて】 
 

行動計画名 Basic Action 市民ムーブメントづくり（仮称『京都景観フォーラム』）の設立 
 

景観を身近な文化として捉える発想がなく、また市民レベルで景観文化を語る場がない。 
政策以前に、「文化」としての意識を根付かせなければならない。 
身近な景観は地域のシンボルであり、コミュニティー再生のきっかけとなる。 
建築以外にも、継承すべき景観資源があり、市民の目線による掘り起こしが必要。 
観光や文化事業に活用すべき景観が眠っている。 
新景観政策の、建設業者や施主への浸透不足。 
何よりも、「景観を観ることは楽しい」ということを知って欲しい。 

 
ムーブメントのコンセプト（呼びかけ） 

「景観は京都と私をつなぐ絆」 

わたしはどんなところに住んでいるのか、なぜこのような景観なのか、 
思い出の積み重なった場所 
地域の気質、風格、生業、産業が景観に結びついていること、 

ムーブメントへのモチベーション 
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平安から近代まで繋がっている建築史を知る 
明治からの近代化のなかでの京都の市民自治・都市経営に学ぶ 
どんな街に住みたいのか～景観まちづくりへの入口・コミュニティー形成のきっかけ 
ある意味、自分史、自己発見、自己証明、自分づくり 
私がここに暮らすアイデンティー・誇り 

「個性のある都市はかっこいい」「京都はかわいい」 

他都市との比較・1200 年の都 
細やかな気遣いやうんちくにあふれた京都 
ヒューマンスケール・かわいい 
歴史と伝統、現代と個性、アウフヘーベンさせてきた力が内蔵している。 
個性＝特有性・資質 の再発見・企画 

エリアのイメージの構築・・・森、山、川、 
普通のまちの景観向上・・・伝統だけでなく、日々の平凡な生活文化から生まれる生活景 
国内外から注目される「京都ブランド」の形成 

「景観は観ることから創られる」 

ただ見ているだけでは、景色・景観は存在しない。 
観賞して体験し、人に伝えて、共有して、文化となっていく。 
身近なところから、ちょっといい景観、気になる景観 
近代建築・産業遺産、橋や道路など土木建造物 
景観ガイドラインに掲載されている京景観適合建築物の合評会 
地域の人しか知らない場所、昔から住んでいる人が知っている謂われのある場所。 
あたらしい観方、楽しみ方の提唱 

「市民による景観の継承と創造～世界のブランド」 

市民・企業・行政が「景観」を自らの問題として捉え、景観を見る眼を磨き、合意形成を重
ねながら、地域文化を育て、美しく暮らしやすい環境を実現していく。  
景観の継承と創造を通じて、都市の個性を高め、世界に誇る京都ブランドを発信する。  
 

 
アクション計画  景観文化サロン（仮称）『京都景観フォーラム』の開設 

景観文化サロン（仮称）『京都景観フォーラム』を立ち上げる  
景観ムーブメントを起こす仕掛け・仕組みとして、 
景観を楽しみながら見る眼を養う場・サロンを作る。 
コアメンバー10から20人  
会員100から200人（当初2年の目標） 

 京都市景観まちづくりセンター・区役所まちづくり推進課との協働の体制づくり 

【定期的な活動】 
・・・・・・・・・1年後をめどに形を整える  

いくつかの区に支部を設立  
会員から「わたしのまちの景観」を募集  
地元の案内で景観ツアー（まち歩き）、年数回  
合評会、地域個性の発見評価、地域のシンボル景観認定 地域文化財の認定 
市民新聞での広報や活動報告  
年1回の報告会・総会  

・・・・・・・・・3年後に形を整える 
各区に支部を設立  
テーマエリアを設定し提案型フィールドワーク  
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小さな修景整備の事例蓄積  
セミナー、シンポジウム  
研究テーマに特化した分科会  

【機会を見つけて実現】  
国内外の都市との交流 特にアジア圏  
都市観光プロジェクト  
スポンサーを探す  

【10年くらいかけて実現】  
京都景観まちづくり研修、終了後に認定書発行  
ガイドマップ・ブックの制作（出版社との提携） 
 

体制  

京都景観フォーラム  市民団体 （100 人委員会から発展形）  主体 
京都市景観まちづくりセンター・区役所まちづくり推進課 と連携 協働 
各建設業者    積極的参加 
100 人委員会   支援・企画 
 
 

行動計画名 Ａ-2 地域での「景観まちづくり委員会」設立のすすめ 

 
 
目標 

地域で景観についての共通の認識やルールを検討していくための「景観まち
づくり委員会」が各地域に設立させるように支援する。 
地域で創ったルールが、きちんと機能していくシステムの構築。 

 
解決される課
題 

地域で「景観」を考えることから、地域コミュニティーを形成し、合意形成
の手順を覚え、地域まちづくりが推進される。 

 
行動計画 

基本的に Basic Action 市民ムーブメントづくり（仮称）『京都景観フォーラ
ム』と連動させる。 
京都市景観まちづくりセンターと協働 
そのなかで、方向性が見えるところから、自治連合会・まちづくり委員会を
設立。 
地域景観委員の育成。修徳方式を研究・発展させる。 

 
体制 

京都景観フォーラム  基礎づくり 
自治連合会・住民   主体   
京都市景観まちづくりセンター・区役所まちづくり推進課  連携・協働 
専門家（景観アドバイザー）  アドバイス 
100 人委員会         支援 
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課題 B【建設業界（専門家）に向けて】 
 

行動計画名 Ｂ-1 景観まちづくりサポート（センター） 

 
 
目標 

新景観条例が理解され、地域にあった景観の提案がなされる。 
建設業者や施主が、事前に相談することができ、認識が深まる。 
専門的にアドバイスできる人材が確保されている。 

 
解決される課
題 

どこに相談したらよいか解らない。 
規定を守っただけの質の低いデザインで建築される。 
アドバイスできる専門家が少ない。 

 
行動計画 

基本的に Basic Action 市民ムーブメントづくり（仮称）『京都景観フォーラ
ム』と連動させる。 
京都市景観まちづくりセンターと協働 
景観まちづくりの専門家の育成・研修 
景観まちづくりアドバイザーの認定 
相談窓口の創設 

 
体制 
 

業界専門・関連団体        主体 
行政 景観政策課・市街地景観課  協働 
京都市景観まちづくりセンター   協働 
100 人委員会           支援 

 
 

行動計画名 Ｂ-2 建設業界のスキルアップ支援 

 
 
目標 

京都の業者は、新景観政策を理解し、スムーズに工事を進める能力をもつ。 
さらに、「京都ブランド」として、質の高い建物を供給することができる。 
景観を、積極的に儲かるツールとして活用する。 

 
解決される課
題 

質の低いデザインの建物が建築される。 
各業者まで新景観政策が理解できていない、知らない。複雑すぎる。 
景観についての、専門的な知識が少ない。 
施工費が上がり、手間が増え、仕事が減り、業界にマイナス要因とされている。 

 
行動計画 

基本的に Basic Action 市民ムーブメントづくり（仮称）『京都景観フォーラ
ム』と連動させる。 
建設業界向けの研修会・説明会の開催 
京都ブランド化（京都市の仕事は、京都の業者なら巧くできるというノウハウ
や・高いグレードの構築） 
京ブランド建設認定など 

 
体制 

業界専門・関連団体   主体 
専門家         アドバイス 
100 人委員会      支援 
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課題Ｃ【行政に向けて】 
 

行動計画名 Ｃ-1 進化する新景観条例へのコミットメント・システム 

 

 
目標 

新景観条例を進化させるために、 
市民の暮らし・地域に根ざした意見を反映させるシステム。 
また、合理的に業務を進めるための現場サイドの業者からの意見も採り入れ
る、 
橋渡し的な場の創設 

 
解決される課
題 

市民の暮らしや地域の特性・実情とそぐわない規制に対して、景観を形成して
いく主体である市民が、景観まちづくりに根元的な所から参加できる。 
市民ムーブメントを起こして、市民が賢くなり、地域の共通認識を構築し、地
域ルールをつくることを期待しているが、その地域の意見、ルールが実効性の
あるものに発展させていく。 

 
行動計画 

『京都景観フォーラム』により、市民ムーブメントがおきる 
京都市景観まちづくりセンターと協働して、地域の景観まちづくりを進める。 
地域のルールや申請業務などの合理化などの市民や現場の声を行政に反映さ
せる（場） 

 
体制 
 

行政 景観政策課・市街地景観課   
景観フォーラム  
専門家（景観アドバイザー） 
100 人委員会            
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提言 Ｃ-2 「京町家の建て替え特例」の検討 
 
 
現状の課題 

京都の景観政策は、京町家をはじめとした歴史的な情緒あるまちなみを大切
にしていこうというもので、＊建物の高さ、 ＊建物等のデザイン、 ＊眺望景
観や借景、＊屋外広告物、に合わせて、＊歴史的なまちなみ、すなわち京町家
などの歴史的建造物の保全・再生を 5 つの柱として謳っています。しかし、4
つの項目には厳しい制限が設けられましたが、5つ目の柱には具体的な効力を
もつ施策がないままです。 
新築される建物は京町家に合うように、平入り屋根や庇、瓦屋根、色などを

定めていますが、現在も京町家は壊されつづけており、このままでは、気がつ
けば主人公（京町家）がない模範基準を失ったまちなみになってしまいます。 
京町家に住む人は、耐震性や耐火性に不安を感じつつも、建て直すと現状と

同じスペースが確保できないために、諦めてそのまま住み続けている人が大半
で、若しくは建て直すなら縦に積み上げるしかありません。 

 
解決される課題 

そこで、「京町家の建て替え特例」とは、京町家を建て直す際に、（看板建
築にしていまっているものも含め）、町家のファサードを再現するということ
を条件に、現状の外形（形態・ボリューム）で直すことを、特別に認めるとい
う制度です。もちろん、耐火性や耐震性は現行法規に則ったものとします。こ
のことで、まちと家の安心・安全が確保されます。 
さらに、木造とすること（伝統工法を推奨）で、木の文化を継承、発展させ

ることにも寄与します。京都産材を使用することとすれば、京都の林業も潤い
ますし、地産地消で低炭素社会にも一端を担うことが出来ます。 

 
提案内容 
 

京町家（戦前の木造住宅・看板建築にしてしまったものを含む）を、建て直す
際に、以下の条件を満たす場合に、現状（若しくは建築当初）の形態で建て替
えることができる事とする。 
（建蔽率・容積率・北側斜線・道路斜線・ケラバの出・採光面積などの規定
を免除される） 
１．戦前に建てられた木造住宅であること。（看板建築を含む） 
２．ファサードを、建築当初もしくは、それに近い、京町家のタイプ

の意匠にすること。 
３．構造は、木造（在来工法・伝統工法）とし、ファサードには木を

使用すること。（防火規定は告示等による） 
４．防火規定・構造規定等は、現行の建築基準法によること。 
５．構造材は、京都産材を使用すること。（もしくは、京都産材を○○

立米以上使用すること） 
 
現状の問題点 

建蔽率   殆どが 70％以上 
容積率   100％を超える場合が多い 
北側斜線  第 1 種・第 2種低層住居の場合 ５ｍ+0.6（1.25）に当たる 
道路斜線  道路幅 5ｍくらい必要 
ケラバの出 敷地一杯に建っている。 

お互いにケラバを出すことで耐久性を高めている 
軒先    道路境界線より出ている場合が多い 
採光面積  奥の境界からの距離、中の間（2室）の取り扱い 

足りない場合が多い 
細街路・露地奥  

条例化するには、法規上の課題も多いが、本気で京町家の景観を残すためには「京都ルール」が必要。 
検討されたい。 
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③活動記録 
活動項目 日時／場所 内容／概要 
【第５回
定例会】 
 

1/24、創生館 ・誰の為の景観・市民が望む京都の景観 
参加者 大西・河辺・高木・内藤・森本・宗田 
＜チームプレゼン＞ 
同じようなテーマだということで、分かれて話をするよりも一緒に
なって議論しようということになり、２チームは合同で議論するこ
とにしました。 
２チームの大きな争点としての景観法について議論し、景観法が本
当に京都市民のための景観法なのか？景観のルールがなければ、ど
うなるのか？といった議論を重ねてました。景観法という法律では
なく、実際の京都市民のためになる景観法、また、それを守るシス
テムの構築を検討したいということで意見の一致を生みました。 
●他チームからの意見（山紫水明チームより） 
「市民の景観法になっていないのではないか？自分たちが景観をつ
くるという意識がないのではないか？景観に関わる体験（ボランテ
ィアなど）をしてもらうことが大切ではないか？」 
「寺町の二条より北の地区は、そんな厳しい規制はないけれど、そ
れぞれが自主的にしているのか、まとまっていてキレイに感じる。
ルールとかよりも気持ちが大切なのではないか？」 
■検討課題の抽出 
・町家→高齢化→後継者不足→不動産売却→マンションというよう
な流れが社会背景にある、だから京都をどうするか？といった大き
なことが問題になると感じた。 
・京都市民に対する景観法の規制の説明やそういう場づくりが大切
で、それが行政と市民の信頼関係につながるのではないか？と思っ
た。 

【 第 ６ 回
定例会】 
 

2/28、西京高
校 

・誰の為の景観・市民が望む京都の景観 
参加者 大西・河辺・高木・内藤・松本・宗田・石倉・高野 
＜景観ビジョンの共有＞ 
市民が望む景観＆誰のための景観の２チームは、同じようなテーマ
を共有するということで、今回も一緒のテーブルで議論しました。
京都の景観は、新景観法ができたが、そのルールづくりや市民の理
解、１００年後を見据えた大きなグランドビジョンが必要ではない
か？という問題定義があり、 
また、京都の景観を大切にしようという部分は、共通の認識なので、
総論賛成各論反対という部分やそもそも市民の関心の低さが問題で
はないか？といった議論やもっと京都市民同士が景観に関心を持っ
て意識を共有すべきではないか？という方向でまとまりました。 
●他チームからの意見（にこわくチームより） 
「自分の家から五山の送り火が見えなくなった。東京から来たお客
さんに見てもらっていたが今はできない。景観に関して、市民だけ
の視点でなく、お客さん、観光客という視点から見るということに
欠けていないか？」 
「景観問題とコミュニティの問題は切り離せないと思う。祇園など
の事例は知っているが郊外や他の地域にもあるのか？」 
■検討課題の抽出 
・他チームからの意見により確認したことは、観光客も大切だがま
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ず生活者としての京都市民の視点を大切にするということ。 
・景観問題は、京都の中でいろいろな事例があり、当然それぞれ地
域コミュニティと関わりが大切であることを共有した。 

【 第 ７ 回
定例会】 
 

3/14、創生館 ・市民の景観 
メンバー 内藤、松本、大西、高木、河辺、石倉、中村 
＜課題の抽出＞ 
市民が望む景観＆誰のための景観の２チームは、今回正式に融合

して「市民の景観」チームとして共に活動をすることを決めました。 
まず、景観法に関する現場の対応について①補助金の申請手続き

が複雑であるということ、②窓口の担当者自身がわかっていないと
いう点を改善しないと、折角の景観の施策をしても市民の理解が得
られないのではないかということを問題提議がありました。 
 その後、もう少し簡単な身近なところから話をしましょうという
提案があり、木屋町や町家の現状写真とコンピューターグラフィッ
クで電線や塀の色を変えたらこんな感じになるということをビジュ
アルでみんなで確認しました。景観も言葉では難しいけど実際にビ
ジュアルで見る方がやさしくて簡単ではないのか？というご提案で
した。 
 ビジュアルはわかりやすいという意見でまとまり、具体的な場所
や地域に絞って考えようという話に進みました。 
 また、具体的にこのチームで何をするのか？の議論になり、手続
き業務をサポートしたり、地域のほんのちいさな景観をサポートし
たり、そういった小さな街づくり全体の支援制度を作ってもらえな
いか？を京都市と共汗していくべきではないかということになりま
した。 

【 中 間 報
告 会  
第 ８ 回 定
例会】 

4/25、創生館 ＜中間のまとめ＞ 
チームで議論してきたことを一旦中間でまとめパワーポイントで１
００人委員会全体にプレゼンを行った。同時に市民の景観の意識ア
ンケートを１００人委員を対象に行った。 

【 第 ９ 回
定例会】 
 

6/27、創生館 ＜事例の研究とゴールイメージの共有＞ 
メンバー 宗田、内藤、大西、高木、河辺、中村、高野 
景観を考えるまちづくり活動の事例研究として、中村氏より沖縄市
が行っている事例の紹介、次に内藤氏より姉小路の取り組みについ
ての紹介を行い、その後この２件の事例を下にまちづくり・景観と
は？メンバー間で基本理念の共有のために討議を行った。 

【第 10 回
定例会】 
 
 

7/25、創生館 ＜チームの作業と運用提案スケジュールの確認＞ 
メンバー 内藤、高木、河辺、高野、石倉、森本 
（基本理念） 
「何のための景観か」を「地域コミュニティのための美しい景観づ
くり」と言うテーマに深化させる。公共財としての地域景観を守り
育てる・・・「私」から「共」へコミュニティ再生のきっかけとして
の景観まちづくり 
（政策提案） 
個々の「家づくり」を「まちづくり」に発展させる。 
地域の「景観まちづくり委員会」の立ち上げとサポート京都市の景
観条例をまちづくりの道具として使いこなす。 
まちの「小さな修景」への支援、マンションの修景的改修への支援
制度 
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（運用提案１） 
景観に関わる申請業務をサポートする体制づくり 
広報や説明会などで現行の景観条例を周知させる 
業界の自主的な研究会や顕彰制度をサポートする 
申請書の代書サービスや相談窓口 
（運用提案２） 
京町家の建替え特例の制定 
討議のスケジュール案  
8/22  運用提案および全体の見直し 
9/26  最終発表会 

【第 11 回
定例会】 
 

8/22、創生館 ＜運用提案の再確認と見直し＞ 
メンバー 内藤、松本、大西、髙木、森本、中村 
市民景観ムーブメントの方向性の確認 
「景観は京都と私をつなぐ絆です」 

自分づくり 自己証明 景観まちづくりへの参加 思い出の
積み重なった景観 コミュニティで共有する景観 地域の気
質・風格が反映 日々の生業・産業が景観に反映 京都ブラン
ドの形成 私はどんな所に住んでいるのか、なぜこのような風
景なのか 
地域住民は景観と自分を切り離すことができない 客体化で
きない・・・まちづくりの強み、自分で考え、できることから
始める 

アクションプラン 
核となる景観文化サロンを立ち上げる  
コアメンバー10 から 20 人 当初 2 年は会員 100 から 200 人 
【定期的な活動】・・・1年後をめどに形を整える 

毎年テーマエリアを設定し提案型フィールドワーク 
地元の案内で景観ツアー（まち歩き）、年数回 
Web 上で景観写真の投稿・・・・分類・解析、見立てコ
ンテスト京都景観まちづくり研修、終了後に認定書発行 
年 1 回の報告会・総会、市民新聞での広報や活動報告 

【 臨 時 会
議】 

9/12、創生館 第 1 期成果報告書、内容の詰め 
メンバー 内藤、高木、大西、松本 
第 1 期成果報告書、内容の詰めと作業分担を行った。 

【 勉 強
会】、【ヒ
アリング】 
 

7/20、 
京都市景観ま
ちづくりセン
ター 
8/17、 
京都市景観ま
ちづくりセン
ター 

・市民の景観チームの自主勉強会 
 
 
 
・修徳の景観の取組みについて京都市景観まちづくりセンターから
ヒアリングを行う。 
 

 




