
計画全般 基本姿勢から将来像が思い浮かばない。

計画全般 支えあうまちではない。買い物も不便になるし挨拶もしない。

計画全般 どこを指して言っているのか不明。具体例がない。言葉だけの格好は不要。

計画全般 具体性に欠けるように思う。机上の空論，理想論的。

計画全般 具体案がない。

計画全般 素案は行政だけで案を出すのではなく，区民の声を聞いて出すものだ。

計画全般 漠然としていてわからない。

計画全般 10年後の未来を考えるならもうすこし具体的な将来像があってもいいと思う。

計画全般 助け合い・支えあいのまちを実現できたら，どの世代にも住みよいものになる。

計画全般 支えあい助けあう為のﾈｯﾄﾜｰｸ作りに行政としてどう向き合うのか？

計画全般 支えあい助けあうまちというのは，一部の人だけの事，もっと隅々まで気を使って欲しい。

計画全般 右京は古い町だから，古い道路がまだまだ多い，子どもや老人が安心して歩けるまちにしたい。

道路 三条通りは道が狭く車も多い。観光地につながっているのに・・・

道路 妙心寺道の交通量が多い。通学路なので危険だ。

道路 歩道区分のない道路が散策区域に多い。最低，道路両側に歩道区分をつくって。

道路 楽しく歩くには自転車道が必要と思う。特に太秦三条通り。

道路 観光客も車で来る人が多いので，交通整備や道の拡張が必要。

道路 道路が狭くて高齢者，障害者や車イスでは危険。

道路 嵐電沿線は細い道路が通っており，通勤通学時に危険を感じることがある。

道路 歩道が狭い。

道路 楽しく歩けるまち⇒　歩道すらない一条通りで連日怖い目にあっている。

道路 嵐電太秦広隆寺駅交差点の改善が急務。

道路 広隆寺の交差点が非常に危険。計画ばかりで実行につながる動きが不足。

道路 ロイヤルハイツの前の道（上野橋）の道を広げてほしい。

道路 自転車で走れる安全な道幅を確保してほしい。

道路 観光ｼｰｽﾞﾝ，嵐山へ行くため西院が渋滞して大変。

道路 広隆寺から段町へは危なくて歩けない。

道路 道路の整備ができていない（特に北嵯峨）ガタガタです直してほしい（後宇多天皇陵前付近）。

道路 陥没した箇所がたくさんある。雨の日は水が溜まって危険。

道路 将来像②「楽しく歩けるまち」の中の「安心して暮らせるような道路等の・・」の道路等の
あとに，「通学路」という言葉も加えてください。

道路 道路の整備をより推進して頂きたい（特に三条通り）

道路 自転車は一応車道を走らないといけない。だがとても危険です。

道路 三条商店街路，もう少し広いほうがいい。

道路 自転車道と車道，歩道を分けて作ってほしい。

道路 観光地等の道路は綺麗で，梅津のせせこましい道はめちゃくちゃ。

道路 歩道の真ん中に電柱が多い。狭い歩道，自転車が通れません。特に右京区の東方面。

交通 交通量が多く，公共交通網も少ない。

交通 乱暴な車の運転をやめさせてほしい。歩行者優先を徹底させてほしい。

交通 車道踏切と天龍寺踏切の改善を早急に着手してほしい。

交通 観光地が多くありながら市ﾊﾞｽの本数が少ない。

交通 地下鉄の西延長はどのようなものか？財政をどうする？赤字解消は？

交通 天神川から嵐山へのアクセスをよくしてほしい。

交通 嵯峨・嵐山地域を市バス均一区間に含めたり，ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞの整備など。

自転車 阪急西院駅周辺の自転車を何とかして下さい。駐輪場料金安くして下さい。

自転車 自転車専用の道路を作ってほしい。又，嵐電帷子ノ辻駅階段はｴﾚﾍﾞｰﾀｰにしてほしい。

自転車 自転車利用を促進する取組み推進とあるが，駐輪場の問題を考えて！放置自転車が
多いので，車イスなどが通れないし，歩けない。

自然 荒れ果てた畑などを「老人園芸広場」として開放してほしい。

自然 右京区が今までより，広くなり豊かな自然に恵まれました。自然を次世代へ。

自然 単に自然を増やすのではなく「自然のある空間」を増やしてほしい。

歴史文化 右京はお寺など素敵な所が多いので，ぜひ残して行ってほしいと思います。
歴史文化 和歌に詠まれている場所を巡るｺｰｽなどﾃｰﾏを決めたｺｰｽを沢山つくったらいいと思う。
高齢者 独居や老夫婦のみの世帯の事をよく考えてほしい。

高齢者 高齢者に住みよい環境をつくる。高齢者事業団を再生してはどうか？

高齢者 独居老人が多い中，地域のﾈｯﾄﾜｰｸを重点的に見直した方が良いのでは？

高齢者 最近の老人は元気で長寿である。今だ働いている。地域で活力を生かしたい。

右京区が目指す将来像について

意見



環境 常磐付近でｺﾞﾐがちらばっている。ｶﾗｽ防止ﾈｯﾄの貸出事業はどうか？

環境 電柱が美しくない。

環境 とにかく五条通りをﾊﾞｲｸで暴走する若者が多い！安心して歩けない。

観光 外国人客に対しての案内，拝観料や食事代の値下げ，右京の名物をつくることが必要。

景観 樹木を剪定しているが，育った木まで坊主状に切っている（葛野大路）

生活 日吉ﾀﾞﾑ住人として，市設備の水道水がよくない。月一回薬品を投入していると聞くが・・・

施設 浄水場跡地は便がいいので，総合病院など区民に役立つ施設がよい。

その他 文化財はあるが文化がない。

その他 民鉄の駅名も旧来のものを残すべき　三条口⇒西大路三条にかわった

その他 西高瀬川の整備計画を明らかにする事。

その他 ムダは省く！　もっと京北にメリットを！

その他 京都府に比べて行政能力がない。本来行政がする河川管理など交付金を出して
住民にやらせたり府政時代になかった住民の出役がふえている。

その他 生活保護ものちの調査が必要です。又，高齢者にわかり易い言葉で印刷物を配ってほしい。

その他 もっと税金の使い道を考えてほしい。将来よりも今が大変なのでは？

その他 財政再建して財政再建団体にならぬようにたのみまっせ。行政改革すべし！

その他 地域住民が英知を出し合って新しい計画マップを作ってほしい。

その他 年間30万匹もの野良猫が殺処分されています。右京区だけでも殺処分ｾﾞﾛにしてほしい。

その他 学童の登校時の見守り隊の活動に感謝。楽しく歩けるまちでありたい

その他 我が学区は良いと思うが他の区を知らないのでわからない。

その他 コンビニ前ではｺﾞﾐが散らかり放題で汚い。

その他 花園駅正面で雨や雪の日，転ぶ人を沢山みかけた。危険な路面なんとかなりませんか？



将来像を実現するための取組テーマ

計画全般 言葉だけで何の事か不明。　
計画全般 目玉商品的なものがない。　右京の個性を具体的に出してください。
計画全般 行政は何を考えているのか，きれい事を並べても仕方ない。
計画全般 抽象的，うたい文句ばかりで意味なし。
計画全般 歩く生活についての意識啓発がいると思う。
計画全般 基本計画も区民の意見を取り入れてから出すものだ。
計画全般 「歴史文化を活かしたまち」と「文化を受け継ぐまち」ほぼ将来像が一緒でわかりにくい。
計画全般 どんな形で動きだすのか想像もつかないし文章から見て一歩も踏み出せないと思う。
計画全般 市の中心部に金を使うから赤字になる。大型ｽｰﾊﾟｰ出店には規制と，地域商店街の活性を。
計画全般 まず，現場を見ることが大事。
計画全般 具体的な内容を書いてほしい。
道路 老人が安心して歩ける路地の工事を願いたい。

道路 歩道上を自転車が猛スピードで走るので危険。

道路 太秦三条通りの道路について早急に考えてほしい。とても狭い。

道路 自動車道路の整備をお願い。

道路 道が狭いので危ない所が多い。ｶｰﾌﾞﾐﾗｰなどつけてほしい。

道路 迷惑駐車がまだまだ多い。歩道にはみ出した車など，子ども達の事が心配。

道路 桂川付近の土手を綺麗にして自転車で安全に楽しく走れるようになったらいい。

交通 地下鉄も赤字をださなくていいよう反省してほしい。　市ﾊﾞｽもｽﾃｯﾌﾟの低い車輌を増やして。

自転車 区役所は駐輪場が少なくて不便。また撤去費用でさしさわりのない場所に駐輪場を作ってください。

自転車 嵯峨嵐山駅の駐輪場は高い。地元住民のための価格設定にしてほしい。

自然 豊かな自然を活かすのは，まず自然との共生。ｽﾛｰｶﾞﾝ止まりにならぬよう。

自然 農産物の安全，林産物の安全，この施策が必要である。

自然 どこに自然がありますか！桂川という歴史ある川があるのに荒れ放題。

歴史文化 歴史ゾーン・文化ゾーンなどテーマ別で区分けして計画したらどうか。
歴史文化 歴史文化は東山に負けるので，違う角度からアピールするべき。
環境 ｶﾗｽやｽｽﾞﾒがｺﾞﾐを散らかしても誰も掃除しない。　住民の意識が低い。

環境 公園に空缶などｺﾞﾐが多い。ｺﾞﾐも持ち帰り意識をもたせることはできないか？

観光 嵐山の名所付近を歩行者天国にする。交通対策など急務。対策が遅れれば交通はﾏﾋ。

観光 嵐山中心の観光地になっている。清滝・高雄には大きな駐車場があるが十分活用してない。

景観 文化財の近くに高いビルが建っているのは見苦しい。

生活 閉まっている店が多い。お年寄りの買い物に不便だ。公設市場を復活させて！

生活 物価が高い。店が少なく住みにくい。駐車場が少ない。子育てしにくい。

生活 梅ｹ畑に住んでいるが日用品を扱っている店が一軒もない。独居老人はどうされているのか？

生活 近くに商店があるのが理想ですが，既存の商店が消滅して再び発展できるでしょうか？

施設 まとまった売り土地を市が買い取って，公園をつくってほしい。

子ども 子どもの遊ぶ場所が少ない。自然の中で安心して遊べる右京を願っている。

子ども 子どもが遊べる公園や自然を整備して守ってほしいです。

子ども 社会も学校も子供に甘すぎる。若者の暴走を厳しく取締る法律を作ってほしい。

その他 ﾏｲｶｰ中心の都市づくりはやめてもらいたい。　無秩序な開発はやめてほしい。

その他 自家用車の税金をもっと上げるべき（毎月ノーマイカーデーにしてもいいくらい！）。

その他 末代まで繁栄し続けるまちを。

その他 市道の草刈があってこまる。

その他 本来市道は市が管理しなくてはならないのに，行政施策放棄で税金をなんと思っているのか。

その他 右京区すべてが遅れている。

その他 町内で若者や中年層が少なく，高齢者が町内の事をしなければならない現状。

その他 寺院への税の改正は急務。歴史文化の活性化，府と市の縦割りを見直す。

その他 山ノ内浄水場の跡地，そして旧右京区役所跡地の計画がキーとなる。

その他 歴史や文化に誇る右京区に住んで満足している。若い人の意見も聞いてあげてほしい。

その他 便利さと不便さがちょうど良いﾊﾞﾗﾝｽをとれば，ひとに優しいまちになると思う。

その他 地域活動にもっと関心を持って参加するよう心がけたい。

その他 学生マンションが多く，地域活動があまりできない。

その他 事業者の役割について少し考えた方がいいと思う。

その他 ﾏﾝｼｮﾝの建設，多様な世代，人口増加を鑑みて，地域で支え合える環境を広く求めたい。

その他 JR太秦駅前を早朝清掃したが，夜にはまたｺﾞﾐだらけ。駅前にｺﾞﾐ箱を設置できないものかと思う。

その他 暑い日にｱｽﾌｧﾙﾄに水をまく習慣の方がいます。余計暑くなるのでは？しない対策を考えて。

その他 あまり近所づきあいが出来ない人のため，市政が頑張ってほしい。

その他 老若男女を問わず，地域活動に参加できる環境を整える必要がある。

意見



取組テーマを横断する重要な視点について

計画全般 具体的でない為，なにがしたいのか明確ではない。

計画全般 計画を実行していくことが大事である。

計画全般 右京の産業に何があるのか，具体性がない。

計画全般 安心して暮らせるまちづくり　⇒　何が安心して暮らせようか？

計画全般 右京ライフの実現　←　カタカナを多用する社会の価値観ではダメ

計画全般 このプロジェクトでは将来像がかすむ。見えてこない。

計画全般 行政だけで考えた素案なのか！もっと区民の声を聞いてから考えろ！

計画全般 協議だけで終わらず具体化できるように考えてほしい。

計画全般 具体的な案を示してほしい。

計画全般 観光資源を活かしたまちづくり。

計画全般 抽象的でｲﾒｰｼﾞしにくい。

計画全般 もっと具体的な提案でないと，一歩を踏み出せない。内容が全て抽象的すぎる。

計画全般 今日までの経験者とこれからの若い世代が話しあえるプロジェクトを希望する。

計画全般 右京ライフとはなんですか？

計画全般 各項目について具体的な説明記述がない。

計画全般 住民が参加できるよう市ﾊﾞｽや電車内に啓発ﾎﾟｽﾀｰを貼り呼びかけるなどはどうか？

計画全般 大企業でなく個人でされている右京区の産業がどんなものがあるのか知りたいです。

道路 アスファルトが粗いところなどは歩行器を押して歩くととても危ない。

交通 交通網に改善の余地があるとおもう。自転車を使おうにも駐輪場が不足している。

交通 太秦天神川中心でなく，多様な路線や高齢者や若者が利用しやすい料金体系に！

自転車 もっと自転車やバイクの撤去を！

自然 嵐山の土手の草取りができないないので汚い。嵐山が泣いてます。

自然 府立植物園のような緑地帯がない。ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸのような雑木林を！箱モノいらないです。

自然 高齢者がくつろげる木陰や子どもがのびのび遊べる森林公園がほしい

高齢者 今後，高齢者が増えるのだから，老人に住みやすいまちづくりをしてもらいたい。

高齢者 高齢化が進む中，健康増進の施設が少ない。あっても利用しにくい。

高齢者 利便性も考慮していかないと，高齢社会に適応できないと思う。

環境 ﾀﾊﾞｺの煙より車の排気ｶﾞｽのほうが有害だ！

環境 環境をﾒｲﾝとした取組が今日的なﾃｰﾏになると思う。

観光 例えば映画村のﾊﾞｽ停にどちらに行けば嵐山や主要なｽﾎﾟｯﾄやﾀｰﾐﾅﾙに行けるか表示したり

ｶﾞｲﾄﾞ的なﾘｰﾌﾚｯﾄを備えつけたらいい。ﾊﾞｽ停に行けばもう迷子でなくなるしくみ。

また，外国からの観光客に対する指差し案内ﾎﾞｰﾄﾞなど作ってみてはどうか？

観光 右京区の観光事業に益々の力を望む。

生活 野菜の産地なのに野菜市が開かれなくなった。もっと物産市を増やしてほしい。

施設 若い年代の人が入れるような空間づくりを。子育て終えた世代とのｷﾞｬｯﾌﾟも縮められたら。

施設 交番がなくなってしまったので，また考えてほしい。

施設 折角，ｻﾝｻ右京が出来たのですからもっと活用しに出かけていきたい。

施設 へんな所にお金を使うならｷｰﾌﾟしといた方がいい。

子ども 昔のようなｷﾂｲ校則で生徒の人格を傷つけるのも問題だが，悪い意味で今は子供天国です。

子ども 未だに学童保育が認められていない小学校がある。（嵯峨小学校）署名運動をした。

基本計画に「子育てと仕事を両立しやすい環境」もいれて。

子ども 子どもたちや次世代を育む・・・は教育現場とどう結びつけるのか？方向性がみえない。

子ども 小学校の空き教室でお年寄りと生徒が交流する事業などはどうか？

その他 右京区の資源が不明。小学校の授業で教えるべき。

その他 できることからコツコツと！

その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ情報を早づかみした者が勝ち。行政情報が役員等限られた人間に独占され

関係団体等　全体のﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ協議とならず市行政はいやらしいの一言につきる。

その他 子ども市民憲章が浸透していない。
その他 温故知新を今の時代に活かす。
その他 特徴のある右京の名物づくり。
その他 伝統ある産業がすたれ，新産業への挑戦がない！

意見



弾みをつけるプロジェクトについて

計画全般 言葉遊びの文章が多い。

計画全般 各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄはそれぞれ現状をどう分析されているのか明確にされたい。

計画全般 ４つのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄはどれも適切と思う。評価指標と数値目標を報告して欲しい

計画全般 有言実行！まずやってみる！

計画全般 意味のない文句を並べただけ。

計画全般 あたりまえの事をいちいち書くよりも，意見を十分聞いてから考えよ。

計画全般 テーマと逆の事業が進行中なのはどうしてでしょうか？

計画全般 プロジェクトのメンバーを明らかにしてほしい。

計画全般 歩けるまちとは何が？　魅力とは何か？　DO　YOU KYOTOとは何か？

計画全般 楽しく継続していけるような仕組みを考えることが大切。

計画全般 それぞれの具体的な取組みの中に，着眼点が良いなと思うものがある。

計画全般 楽しく歩けるよう楽しい標識をあちこちに立ててほしい。　暗い道には街灯を多くして。

計画全般 右京区南部についても記載すべき。

計画全般 環境教育の機会を子どもたちに提供して学んでもらうのは有意義だと思う。

道路 道は狭いし車がブンブン通り，国道沿いの電柱は撤去すればいい。

道路 場所によってはまだまだ安心して歩けない道がある。

道路 三条通り，老人は歩けない。狭くて電柱がある。

道路 老人，子供が安心して歩ける道路が出来ると良い。

交通 ２７番系統のバスの本数を増やして。

交通 ﾊﾞｽの通ってないところにﾊﾞｽが走るようになった。要望がかなったことが嬉しい！

交通 観光地なので交通量が多く，地元の人が渋滞に巻き込まれる。交通の整理を。

自然 区役所からライフへ行くまでの道の東側の草が伸び放題で見苦しい。

高齢者 道路整備，施設，ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙなど必要だと思う（高齢化社会をふまえて）。

高齢者 高齢者の事を念頭において考えてほしい。

こども110番の家は増えたかもしれないが，各学区に二つくらいの交番があって欲しい。

環境 犯罪情報のﾒｰﾙを受信していますが市街地の治安が非常に悪いようです。

また，大覚寺のﾊﾞｽ停の公衆電話がなくなったのは不便。

観光 映画のロケ地としての誘致。地域の魅力をアピールするべき。

景観 観光名所の周辺の電柱を地下にするべき。

施設 保育園や介護の施設をもっと必要とします。

施設 子どもも老人も自由に使える　ゆったりとした集会所があればいいという話をよく聞く。

施設 子ども，若者，老人が集まる場，総合的な場所づくり。

子ども いくら学校側が指導しても子どもはﾅﾒてかかっている。教師ばかり悪いといわれては困る！

その他 人間の意識をかえないと閉鎖的な考えはなおらない。

その他 禁煙道路（区域？）があるなら禁自動車道もつくるべき。　ﾀﾊﾞｺに対する弾圧はやめて！

その他 市道府道が途切れても拡張，改良の行政姿勢がなく「予算ありません」

その他 税金はあたりまえに取っておいて行政格差はあまりにもヒドイ。

その他 梅津段町に葬儀場が建設されました。大反対のまま何の会合もありません！

その他 地域での話し会い，活性化がまだまだだと思います。

その他 門灯をつける家が少ない。犬のｳﾝﾁが道にとても多い，そんな飼主からお金を徴収して！

その他 「安心・暮らしｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」は高齢者にも活用できるように字を大きく。

その他 年寄りも出歩き易いように，公園や道端に腰掛けられる台を置いてもらいないか。

「いっぷく台ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」300～500mおきにあってﾏｯﾌﾟなどあれば楽しい。

その他 学生も参加し易いﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO事業が増やされるといい。「場」の提供も必要。

その他 歩道橋がとても古くあちこち錆びている。安全面でとても心配です。

その他 公務員のすることは無駄ばっかり！！

その他 右京は穴場が沢山あると思う。市民しんぶん区版でいろいろ紹介しては？

意見



基本計画全体について

計画全般 全体的に基本計画で何がしたいのかイメージできない。

計画全般 どのまちでも年中同じような事を言っている。良いことを書いているのだから目標に向かって実現してほしい。

計画全般 １０年後でなく１年でも早く計画が実現してほしい。　

計画全般 素案の限りでは現状をどう分析しどう改善するのかが見えてこない。単なるスローガンどまりの感が多い。

計画全般 もっと具体的に特徴をいかしたことを，そしてＰＲ方法を検討したらいい。

計画全般 素案が示されてないのに何を書くのでしょうか？　もっと住民が知り回答できるようにしてください。

計画全般 とりあえずやってみて下さい。　一人ひとりの出来ることは知れているので・・・協力と支えあいです。

計画全般 もっと具体的に実現可能な取組みを。わかりやすい表現を。抽象論はやめて。

計画全般 将来像，テーマ，視点・・・といろいろあるのが少しわかりにくい。

計画全般 素案を作る前に十分なアンケートをして調査してから案を出すべきだ。

計画全般 京都市基本計画との兼ね合いがどこまであり，独自性がどれだけ発揮できるか気になる。

計画全般 素案を取りに行く元気もありません。長年の経験からして「絵に描いた餅」ような気がする。いずれにせよ高齢者は

先がありません。行政はよりやさしい取組みを願う。

計画全般 将来像はすばらしいと思う。歴史は古く，伝統の中で暮らす区民は幸せだと思う。

計画全般 基本計画案はとてもいいと思う。幾度となくプランが立てられましたがどのような成果を上げたのか課題ですね。

計画全般 具体案の策定には，地元に精通した住民代表も参加できる方式を考慮してほしい。

計画全般 今，具体的に何がうまくいっていて，課題はなんなのか？　住民に見えるようにしてほしいです。

計画全般 全体に目を通してみましたが，この基本計画の内容は現在の日本にとって必要なことであると思う。

計画全般 もっと個人が参加しやすい仕組みが大切。　本当に10年後を考えるならもっと具体的にﾃｰﾏをしぼった方がいい。

計画全般 計画は出しても結果も評価も誰もせず尻切れﾄﾝﾎﾞになるのでは？　具体的に期限と責任者も決めてやるべき。

計画全般 仕事や子育ての現役世代からの声が少ないように思う。

計画全般 映画のまちであることをもっと示したらどうか？　京北の産業である木材の活用についても示したらどうか？

計画全般 理想的な取組みだ思う。一番小さい町内会の活動が消極的。高齢化の中で若者の少ない班は大変。

計画全般 とっても良い素案だと思う。ｾﾐﾅｰなど開催されましたら是非参加してお話を伺いたい。

計画全般 誰が見ても良いと思える素案だと思う。

計画全般 あまり深く考えたこともないので，難しくてよく理解できない。

計画全般 完璧な計画を作成されたことに敬意を表する。

計画全般 素案のような右京区が実現できれば本当に住みやすくて良いまちになると思う。

計画全般 住民の安全と健康を最優先させる視野が弱い。

計画全般 基本計画に挙げられている目標を実際に取組まれている市民団体がありますが，活動が別々であり，なかなか

成果につながりません。行政によるとりまとめと民間へのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの委託を提案します。民間団体が行政の

後ろ盾を得て，ﾘｰﾀｰｼｯﾌﾟをとることで効果的な結果を得られると思う。

計画全般 意見を求めるならカラー印刷でなくてもいいのでは？　　未配布のものがどこかに積まれているのではないか？

計画全般 全体的にとてもわかり易く読みやすかった。これからの取り組みに期待する！

計画全般 右京区としての色を出していけるような地域づくりができたらなと思います。10年後が楽しみです。

計画全般 歩けるまちは大切だが，その前に道路の整備，交通機関の整備にもっと力をいれてほしい。

計画全般 官のつくった計画には無理がある。主役は誰ですか？住民はどうでもいいという感じです！

道路 主要幹線道路の渋滞が慢性的におこっている。西京区から市内中心部への通り抜け道路になっている。

道路 車社会になりつつあるので，自転車道は必要。車が歩道に乗り上げていることが多い。

道路 高齢者が多くなっているので道の工事をしてもらわないと足元が悪い。

道路 70年前に西京極の七条道路拡張計画がほったらかしになっている。自動車が多く安心安全どころではない。

道路 御池通りの西へ延伸工事を早く着工してください。　去年９回も話合いしたのは一体何だったの？むなしいです・・・・

道路 西小路通りの拡張工事はまだですか？

道路 嵐電を地下に埋め，地上を遊歩道化する。そんなアイディアを実現してほしい。

道路 あまりなおさなくていい道ばかり補修して，肝心な所はほったらかし！無駄すぎる

交通 車ばかりがﾋﾞｭﾝﾋﾞｭﾝ走っている。子どもや老人，車ｲｽの人がのんびり歩ける道はほとんど見受けられません。

交通 右京の町中と京北を結ぶのはJRﾊﾞｽしかなく，なおかつ本数も少ない。交通網の整備の遅れの課題があると思う。

交通 世界遺産の高山寺は大きなﾊﾞｽﾌﾟｰﾙがあるのになぜ市ﾊﾞｽがそこまで行かないのか？

何度も陳情に行かれている。是非こちらの意見よりそちらの意見を伺いたい。

交通 ８４系統が１時間に１本です。　車を持たず市バスを利用している住民の声です。

自転車 盗難自転車の長期放置が多く見受けられる。

自然 京北の枯れ山を見て思った事です⇒陶芸で窯を使用する人は薪を準備するのが大変です。手入れのできない人は

薪を使ってもらえば，お互いに助かるのでは？　又，休耕田や畑に花を咲かせては？　観光客にも喜ばれます。

自然 京北・宕陰などは区内の人でもしらない。この山間部を生かしたまちづくりが望まれる。もっと紹介を。

自然 街路樹は美しい町並みに欠かせない。２０年後を視野にいれたプランを作ってほしい。

環境 養老田川に藻が出来るのは仕方ないとして，草で繁みになっている。深い川でとても危険で掃除ができない。

環境 木や草がのびっ放しなど後々の整備も気遣ってほしい。公園があるだけではﾀﾞﾒだと思う。荒れている所が多い。

意見



環境 宇多野学区には公園が少ない。ちょっとした広場があるといい。坂も多いので高齢者はなかなか出られない。

環境 西高瀬川は天神川の掘り下げで枯れた川になった。桂川から木材を運び，京都の繁栄に貢献した歴史の川である。

環境 歩くまち右京，地球温暖化防止につながり，10年後20年後を目指したまちのﾃｰﾏにふさわしい。

施設 浄水場跡地に幅広い世代に見合った施設，ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ，老人生活の場，保育所など右京の縮図を作ったらどうか

施設 西京極には図書館がありませんので一緒に多目的ﾎｰﾙを作ってほしい。地域の人とのつながりができると思う。

子ども 子育て世代をもっと巻き込んでほしい。　実際，子供が小さいとき世間とのかかわりがなく孤独で辛かった。

子ども 土地開発，福祉も大事だが，人間社会のﾓﾗﾙが正しくあってこそ生き生きとした社会が実現する。

子ども 保健士や相談員のような方がもっとたくさんいて，子育て中や高齢者のお宅を直接訪問してほしい。
家の中で困りきったり，家から出られない人もいると思う。かえって近所に相談できない内容もあると思う。

その他 最近，中国・韓国・台湾からの観光客が多いので，ちょっとした外国語の会話講座を開いてほしい。

その他 浄水場の跡地はパターゴルフ場とか公園にしてほしい。

その他 水尾の柚子を使ったお菓子がよく売れている。一方，柚子収穫する人手が足りない。もっと宣伝したらどうか？

その他 自治会が生活を守るものとして機能していない。旧来の継続しか頭にないのか。

その他 現時点で特に不自由を感じていないのですが，現在生活に困っている人たちにとって良いようになればと思う。

その他 個人主義の価値観が多勢を占めている社会では共同活動はムリ。価値観の再教育が必要と考える。

その他 財政力つけるなら各寺院から税金を徴収すること。
固定資産税始め，宗教法人から税金とれたら少しはマシになるかもしれない。

その他 旧区役所に右京警察が入居するかと思えば外国人留学生の為に改装中とは，広隆寺ならずとも唖然とする。
右京区が手を出す必要なし。

その他 パチンコ屋の許可の早さはお見事。でもそれで道は混雑です。ホントにどうなっているのでしょう。不思議です。

その他 文化会館前のｸﾞﾗﾝﾄﾞはｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場か！いつも占領している。地域の人間が利用できない！

その他 文化会館前のｸﾞﾗﾝﾄﾞの使い方，一部の人しか使えないことが多い。

その他 文化会館前のｸﾞﾗﾝﾄﾞの使い方を考えた方がいいと思う。区役所の方か専門の方が見回りをするようにした方がいい。

その他 観光地（高雄）に住んでいる。過疎化が進んでいる。このままでは子どもたちは外に住み，観光業者だけが住む町になる。

その他 町内会にこだわらず，右京の町づくりには関心がある。いずれにせよ人のつながりが大切だと思う。

その他 各種団体が組織され活動しているが，これらを一本化するなどが必要である。

その他 浄水場の売却は正常に行われるのか？　

その他 やりっぱなしではなく，大阪の橋下知事のように何十年先を見据えた計画を立ててください。

その他 活気のある楽しい生活ができるように。地域住民が多く参加してくれるｲﾍﾞﾝﾄを考えてもらいたい。

その他 浄水場の跡地は絶対駐車場にするべき。嵐山への利便性を考え有効である。

その他 行政と地域のコミュニケーションをしっかり取ってください。　基礎作り程大切なものはありませんよ。

その他 大型店舗のBGMが騒音。また，店内が明るすぎる。もっと人間的な明るさがあるはず。　ｴﾈﾙｷﾞｰ使いすぎ。

その他 人口増加⇒住民税増える⇒収入が増えると社会保障費に回し⇒福祉がよくなる。右京に住んでみたいと思わせる。

その他 嵯峨はNHK教育の地ﾃﾞｼﾞが入らないので有線に加入しないといけない。電波障害地域として補助してほしい。

その他 広沢の池付近に住んでます。ｺﾞﾐがあちこちに捨てられている。右京区民のモラルを高める運動をしてほしい。

その他 知っている事でないと地域活動に興味を示さない人が増えている気がする。

その他 西ノ川は増水時非常に危険。早急に安全柵の設置を希望する（御室学区）。

その他 嵐電妙心寺駅前ﾊﾞｽ停のﾍﾞﾝﾁは車道に接近していて非常に危険。設置場所を替えてほしい。

その他 主婦やお年寄りなど，人の「資源」を活かせる仕組みができればいい。

その他 西京極公園もあり買い物も便利。できれば一生住みたい。


