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（西大路地区）「バリアフリー移動等円滑化基本構想（素案）」 

に対する市民意見募集の結果と本市等の考え方について 

 

１ 西大路駅のバリアフリー化に関する御意見（１９４件） 
番号 市民の皆様の御意見 御意見に対する本市等の考え方 

北側駅舎北側駅舎北側駅舎北側駅舎にににに関関関関することすることすることすること    

１ 
 念願のバリアフリー化であり，本計画

を早期に実施してほしい。 

 引き続き，関係者で調整を行い，バリアフ

リー化の早期実現に向けて取り組んでまいり

ます。 

２ 
 混雑緩和の観点などから北側に駅舎が新

設されることはいいことである。 

北側駅舎北側駅舎北側駅舎北側駅舎のののの設置位置等設置位置等設置位置等設置位置等にににに関関関関することすることすることすること    

３ 

 新設するこ線橋の位置をもう少し西寄

りにするなど，移動距離が短くなるよう

にしてほしい。 

 エレベーターの設置等に必要なスペースを

確保しつつ，新幹線との間隔も確保する必要

がある中で，最大限西側にこ線橋を設置する

計画としておりますが，列車の停止位置の変

更などのソフト対策と合わせて，利用しやす

い駅となるように検討してまいります。 

４ 

 今回の計画に合わせて，列車の停止位置

を変更してほしい。 

南側駅舎南側駅舎南側駅舎南側駅舎にににに関関関関することすることすることすること    

５ 
 南側駅舎を中心としたバリアフリー化

計画に見直してほしい。 

 南側駅舎については新幹線の橋脚による制

約があり，構造上，大阪方面ホームにエレベ

ーターを設置できず，また，特に朝夕の混雑

状況を踏まえると，利用者の安全を確保しな

がら工事を実施することは困難です。 

 まずは北側駅舎を新設し，利用者の分散化

による混雑緩和を図りたいと考えておりま

す。 

 南側駅舎については，北側駅舎の整備完了

後の利用者の分散状況を注視し，引き続き関

係者で協力して改良の検討を進めてまいりま

す。 

６ 
 南側駅舎もエレベーターの設置等によ

りバリアフリー化してほしい。 

７ 

 北側駅舎の整備に続いて，速やかに南

側駅舎のバリアフリー化を実施してほし

い。 

南側駅舎南側駅舎南側駅舎南側駅舎のののの現状現状現状現状のののの設備設備設備設備のののの改修改修改修改修にににに関関関関することすることすることすること    

８ 

 ホーム全面への屋根の設置，多機能トイ

レの改修，待合室の新設等の駅舎内の設備

改善を検討してほしい。 

 今回のバリアフリー化整備に合わせ，新設

するこ線橋まで屋根を延伸する予定です。 

 また，より利用しやすい駅になるよう，そ

の他の設備についても，可能な限り，今回の

計画に合わせて改修等を行うよう，関係者で

協力して検討を進めてまいります。 

９ 

 案内の充実等により，利用しやすい駅に

してほしい。 
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番号 市民の皆様の御意見 御意見に対する本市等の考え方 

ホームにおけるホームにおけるホームにおけるホームにおける転落防止対策転落防止対策転落防止対策転落防止対策にににに関関関関することすることすることすること    

10 

 ホームドアなど，ホームにおける転落防

止対策を実施してほしい。 

 ホームドアについては，設置基準に基づき，

１日当たりの乗降人員が１０万人以上の駅か

ら優先的に整備しており，西大路駅について

は，現時点で設置計画はありませんが，今回，

内方線付き点状ブロックを設置します。 

 また，利用者への普及啓発などの心のバリ

アフリーの取組や駅員からの声掛けなども推

進してまいります。 

改札口改札口改札口改札口のののの新設新設新設新設にににに関関関関することすることすることすること    

11 

 現状の改札内通路を北側に延伸して改

札口を新設してほしい。 

 

 駅の改札口の数については，利用状況を踏

まえて判断しており，現在のところ更なる改

札の設置予定はありませんが，今回の北側駅

舎整備後の利用者の分散状況を注視してまい

ります。 

 なお，改札内通路の延伸によるバリアフリ

ー化については，朝夕の混雑状況の中で利用

者の安全確保や線路下で行う工事が困難であ

ることに加え，新幹線の橋脚による制約があ

り，構造上，大阪方面ホームにエレベーター

を設置できないことから，今回の計画の位置

にエレベーターを設置する必要があると考え

ております。 

12 

 南西側や南東側にも改札口を新設してほ

しい。 

ソフトソフトソフトソフト対策等対策等対策等対策等にににに関関関関することすることすることすること    

13 

 ソフト面の取組も含めて，しっかりと対

応してほしい（南側駅舎での駅員対応，多

機能トイレの利用マナー等）。 

 本計画については基本構想策定連絡会議に

おいて障害のある方等も含め，さまざまな視

点から御意見をいただいておりますが，今後

も利用者の御意見を踏まえて事業を実施して

まいります。 
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２ 周辺道路のバリアフリー化に関する御意見（５０件） 

番号 市民の皆様の御意見 御意見に対する本市等の考え方 

北側駅前整備北側駅前整備北側駅前整備北側駅前整備にににに関関関関することすることすることすること 

１ 

 北側駅前の整備に合わせて，駅前にふさ

わしい空間となるよう配慮してほしい（自

転車駐輪場，歩道の屋根，沿道からのアク

セス等）。 

 北側駅前の整備については，周辺道路の状

況等を考慮し，歩行者を対象とした整備を検

討しており，一般車の送迎スペースの整備を

行う予定はありません。駅前に整備する設備

等については，今後，北側駅舎へのアクセス

等を考慮し，より利用しやすい駅空間となる

よう，今後，詳細を検討してまいります。 

２ 

 北側の駅前には車でもアクセスしやすい

ようにしてほしい。 

南側駅舎前南側駅舎前南側駅舎前南側駅舎前のののの整備整備整備整備にににに関関関関することすることすることすること    

３ 

 駅舎側の駅前についても，利用しやす

いものになるよう，改修してほしい（歩

行空間の明確化，車での送迎スペース，

バスとの接続等） 

 南側駅舎前の限られた用地の中ではありま

すが，いただいた御意見も踏まえ，関係者と

も調整しながら，改善方策について継続して

検討してまいります。 

生活関連経路生活関連経路生活関連経路生活関連経路のバリアフリーにのバリアフリーにのバリアフリーにのバリアフリーに関関関関することすることすることすること    

４ 

 生活関連経路のバリアフリー化を一体

的に進めてほしい（歩道の段差，勾配の

改善や歩道の新設等）。 

 生活関連経路については，歩道のある道路

では歩道の段差や勾配の改善を，歩道のない

道路では，歩行空間の明確化を予定しており

ます。いただいた御意見も踏まえて，今後策

定する道路特定事業計画の中で詳細を検討し

てまいります。 

地区内地区内地区内地区内のののの環境改善等環境改善等環境改善等環境改善等にににに関関関関することすることすることすること    

５ 

 バリアフリー化と合わせて，安心して

地区内の道路を通行できるような対策に

も取り組んでほしい（違法駐輪，歩行者

の安全対策など）。 

 バリアフリー化と合わせた地区内の安全対

策についても，関係者とも調整しながら，継

続して検討してまいります。 

生活関連経路以外生活関連経路以外生活関連経路以外生活関連経路以外のののの道路道路道路道路にににに関関関関することすることすることすること    

６ 

 生活関連経路以外の道路についてもバ

リアフリー化してほしい（北側駅舎から

鉄道博物館など）。 

 生活関連経路以外の道路については，今後，

他の事業や維持管理を行う中で可能な限り歩

行空間の明確化，バリアフリー化を図るよう

努めてまいります。 
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番号 市民の皆様の御意見 御意見に対する本市等の考え方 

横断歩道橋横断歩道橋横断歩道橋横断歩道橋にににに関関関関することすることすることすること    

７ 

 横断歩道橋のバリアフリー化や撤去に

ついても検討してほしい。 

 バリアフリー化の観点から，利用者が少な

いものについては原則撤去を進めることとし

ていますが，西大路駅前の横断歩道橋のよう

に，駅施設に直結しているものや鉄道をまた

ぐこ線橋など，機能上必要なものについては

存続することとし，定期的な点検のもと，適

切に維持管理を行ってまいります。 

 バリアフリー化については，構造上の制約

があり，ただちに実施することは困難ですが，

今後，取扱いについては関係者で検討してま

いります。 

 

３ その他の御意見（３４件） 

番号 市民の皆様の御意見 御意見に対する本市等の考え方 

事業全体事業全体事業全体事業全体にににに関関関関することすることすることすること 

１ 

 駅と道路の一体的なバリアフリー化を

早期に実現してほしい。 

 関係機関や事業者等と連携し，バリアフリ

ー化整備が早期に実現するよう努めてまいり

ます。 

交通施策全体交通施策全体交通施策全体交通施策全体にににに関関関関することすることすることすること    

２ 

 今後も公共交通の利便性向上を進めて

ほしい（バスとの結節強化，福祉タクシ

ーの送迎スペースなど）。 

 いただいた御意見も踏まえ，関係部署や事

業者等と連携し，交通結節機能，利便性の向

上に向けて検討してまいります。 

バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー以外以外以外以外のののの取組取組取組取組にににに関関関関することすることすることすること    

３ 
 自転車通行帯の整備や通行マナーの啓

発を推進してほしい。 

 いただいた御意見は，関係機関で共有した

うえで，今後の施策の検討等を行う上での参

考とさせていただきます。 

４ 
 南側駅舎横の喫煙所の利用マナーの向

上や設備改善に取り組んでほしい。 

５  タクシー乗り場を新設してほしい。 

６ 

 外国人観光客の増加による観光バスの

路上駐車等が生じているため対策を講じ

てほしい。 

７  西大路九条交差点を改良してほしい。 

８ 
 西高瀬川に架かる橋の改修工事の際に

は，高低差も無くしてほしい。 

９  快速電車が止まるようにしてほしい。 
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御意見をお寄せいただいた方の属性 

１ 年齢    

区分 通数 割合（％） 

１０歳代 １ １ 

２０歳代 ７ ５ 

３０歳代 １７ １１ 

４０歳代 ２７ １８ 

５０歳代 ３０ ２０ 

６０歳代 ３２ ２１ 

７０歳代以上 ３６ ２４ 

無回答 １ １ 

合計 １５１ １００ 

２ 性別    

区分 通数 割合（％） 

男性 ７０ ４６ 

女性 ７４ ４９ 

無回答 ７ ５ 

合計 １５１ １００ 

３ お住まいの行政区    

区分 通数 割合（％） 

北区 １ １ 

上京区 ４ ３ 

左京区 ７ ５ 

中京区 ２ １ 

東山区 ０ ０ 

山科区 ５ ３ 

下京区 ７ ５ 

南区 １００ ６６ 

右京区 ０ ０ 

西京区 ２  １ 

伏見区 ３ ２ 

京都市域外 １８ １２ 

無回答 ２ １ 

計 １５１ １００ 

 

北区北区北区北区

1%1%1%1%

上京区上京区上京区上京区

3%3%3%3%
左京区左京区左京区左京区

5%5%5%5%
中京区中京区中京区中京区

1%1%1%1%

山科区山科区山科区山科区

3%3%3%3%

下京区下京区下京区下京区

5%5%5%5%

南区南区南区南区

66%66%66%66%

西京区西京区西京区西京区

1%1%1%1%

伏見区伏見区伏見区伏見区

2%2%2%2%

京都市域外京都市域外京都市域外京都市域外

12%12%12%12%

無回答無回答無回答無回答

1%1%1%1%

男性男性男性男性

46%46%46%46%

女性女性女性女性

49%49%49%49%

無回答無回答無回答無回答

5%5%5%5%

10101010歳代歳代歳代歳代

1%1%1%1% 20202020歳代歳代歳代歳代

5%5%5%5%

30303030歳代歳代歳代歳代

11%11%11%11%

40404040歳代歳代歳代歳代

18%18%18%18%

50505050歳代歳代歳代歳代

20%20%20%20%

60606060歳代歳代歳代歳代

21%21%21%21%

70707070歳以上歳以上歳以上歳以上

24%24%24%24%

無回答無回答無回答無回答

1%1%1%1%


