
シンポジウム「紅葉景観と落ち葉を考える」開催要旨 

 

 

日 時：平成２３年１０月１５日（土） 午後２時から午後４時１５分まで 

 

場 所：梅小路公園「緑の館」１階イベント室 

 

来場者数：約１２０名 

 

内 容：１ 開会あいさつ（門川市長） 

 

     ・ 街路樹の紅葉は京のまちなみ景観を美しく演出する。その一方で，道路に

落ちた大量の落ち葉は安全上の問題となり，沿道の皆さんにも清掃などで負

担をお掛けしている。 

     ・ 「二段階剪定」は，紅葉の美しい景観と落ち葉対策を両立するために平成

２１年度から実施し，当初は１，３００本を試行実施した。今年度は９，６

００本まで拡大し，国内外から京都にお越しになった方々に大変好評を頂い

ている。 

     ・ 京都には，課題に直面するたびに新たな知恵を生み出してきた土壌がある。

二段階剪定もそうした京都ならではの取組である。 

 

２ 京都市街路樹現状報告（京都市建設局水と緑環境部 大西担当部長） 

 

 ・ 街路樹に関する日本最古の政令である「乾政官符」には，幹線道路の傍ら

に飢えをしのぐ目的で果樹を植栽し，緑陰を確保するよう通達した記録が残

っている。 

 ・ 現在，街路樹は行政が管理する道路付属物となり，道路の乱横断を防止す

る低木や，通りの統一感など都市空間や季節感を形成する高木の並木として

植栽されている。 

 ・ 明治４５年には，京都で最初の近代街路樹として烏丸通に「ユリノキ」が

植栽された。 

 ・ 京都市が管理する街路樹は，イチョウ，トウカエデ，スズカケノキなどの

高木が約５万本，シャリンバイ，ツツジ，アベリアなどの低木が約８６万本

植栽されている。 

 ・ これまでの街路樹の剪定方法は，スズカケノキ等は毎年，イチョウ，トウ

カエデ等の紅葉街路樹は２年に一度，サクラやケヤキ等は必要があればその



都度剪定を実施してきた。 

 ・ 本来は山にある木を市中に持ち込んだので落ち葉があるのは仕方が無いと

いう考え方がある一方で，日本には掃き清めるという精神文化があり，一枚

の落ち葉があっても見苦しいと感じる人がいる。 

 ・ 街路樹の維持管理を行うに当たっては，落ち葉に関する苦情や要望と紅葉

景観の両立を図る方策として「二段階剪定」を実施することとなった。 

 ・ 今回のシンポジウムでは二段階剪定を含め，紅葉街路樹に関する活発な討

論や様々な意見をいただき，今後の街路樹行政に生かしたいと考える。 

 

３ 基調講演「街路樹の機能・役割から見た育成管理と利活用のあり方」 

（京都府立大学 下村 孝 特任教授） 

 

 ・ 平成１７年に施行された景観緑三法に関連して京都市が実施しているもの

のうち，新景観政策では建物や通り等，ハード部分の景観を中心としたもの

が主体となっているが，景観の主要な要素の一つである緑に関しては「京都

市緑の基本計画」の中で位置づけられ，景観や季節感に配慮した街路樹（紅

葉街路樹）の維持管理に努め，道路の緑の保全，創出，活用に取り組むこと

としている。これが本日の議論の起点となる。 

・  京都市の街路樹には，白川通のケヤキとイチョウ，北大路通のトウカエデ

など紅葉の美しい樹木が植栽されている。他にもプラタナス（スズカケノキ），

ユリノキなどがあるが，これらは全て落葉広葉樹であり，秋になると落ち葉

が生まれる。そのため落ち葉を掃除する沿道住民からは多数の苦情が寄せら

れる。 

・  他にも紫明通のイチョウ，御蔭通のエンジュ，木屋町通のサクラなど，景

観としての紅葉は，そこを訪れる人，観光客にとっては非常に美しく感じら

れるものである。しかしそれが落ち葉となることで，沿道住民にとっては大

変な問題となっているのも事実である。 

・  京都市の街路樹は，これまで一度の剪定でバッサリと丸裸にしていたが，

紅葉した時期が見られないという観光客等からの不満があり，「二段階剪定」

という方法を打ち出し，好評を得ているようである。 

・  パリのシャンゼリゼ通にもプラタナスやマロニエ（トチノキ）が植えられ

ているが，パリジャンが門掃きを行う光景が見られ，ブロアーでの清掃も行

われていると推測される。ここでもやはり紅葉を残すことで景観を維持し，

高級街の空間として価値を高めているものと推測される。 

・  街路樹の剪定には高い技術が必要とされ，京都市では造園建設業協会が認

定した「街路樹剪定士」という資格を持つ造園技術者が作業にあたっている。



街路樹を剪定する目的は，伸びた枝をただ切り落とすのではなく，樹木の健

康を保ち，都市の美観を守り育てることである。 

・  二段階剪定は京都市が初めて採用した新しい技術である。それを習得，精

進し，全国に広げていくのが街路樹剪定士であると言えるので，寄せる期待

は大きいものである。 

・  二段階剪定は都市緑化や紅葉景観維持への意義が大きいと同時に，沿道市

民等の門掃きや清掃活動の協力が不可欠とされており，これが非常に大きな

論点である。 

・  樹木の落葉は紅葉する秋にだけ起きるものではない。何らかの傷やストレ

スなどの影響を受けたりすると秋以外に落葉するし，一般に落葉しないと思

われている常緑樹でも，春になると葉を更新するため，２年から４年経過し

た葉がゴールデンウィーク頃までに一斉に落葉する。樹木が落葉するのは宿

命といえる。 

・  一方，沿道住民が門掃きを担当せざるを得ないのは，たまたま街路樹の近

くに住んでいるという偶然による問題であり，ひたすら奉仕しなければなら

ないのかという思いが行政に寄せられるクレームの主題であろう。 

・  そこで，身近にある街路樹に触れ，緑陰や紅葉などの恩恵を得ることで理

解を深め，親しみを創り上げる，醸成するということが，落ち葉問題解決の

糸口になるのではないか。 

・  また，京都の街中は彩りのある草花が尐なく，街路樹空間に彩りのある植

物を求める声も多い。調査の結果，街路樹の根元には勝手に植えられた草花

が多くみられ，これらの植物栽培を通じて地域のコミュニケーションも生ま

れている。これが発展すれば落ち葉の処理の面でも望ましい解決の方向につ

ながると期待でき，そこに行政の対応が求められる。 

・  既に地域の取組にも北大路商店街や北山商店街のような例があり，行政の

施策にも，御池通スポンサー花壇や街路樹サポーター制度などがある。 

・  街路樹を中心とした人々が集う空間にコミュニティーが生まれると，門掃

きを厭わせない，落ち葉への不満を自然解消させていく，そういう方向を見

いだす契機となるのではないだろうか。 

・  問題提起や思いをあれこれ断片的に話してきたが，一定の方向での結論を

得るのは困難な話であるため，次のディスカッションで様々なご意見をいた

だきながら議論したい。 

 

４ パネルディスカッション 

   コーディネーター：下村 孝  氏（京都府立大学特任教授） 

   パネリスト：中村 隆  氏（京都市街路樹サポーター） 



   （順不同） 大塚せい子 氏（京都市街路樹サポーター） 

         宮前 保子 氏（㈱スペースビジョン研究所取締役所長） 

         山内 康敬 氏（京都新聞社論説委員） 

         大嶋 政夫  （京都市建設局水と緑環境部長） 

 

下村： パネリストの皆さんにはそれぞれの立場から，この街路樹の落ち葉を

どうするのかということを最終的に議論されると思うが，その前段に，

街路樹の環境や樹種，剪定，落ち葉の行き先について等，経験やお考え

などを聞かせてほしい。 

中村： 新京都駅頭会の副会長として，塩小路通の京都駅前東洞院通から新町

通までの各ビル，企業とともに活動している。８年程前から京都市との

覚書に基づき，荒れた緑地帯に草花を植栽し緑化している。 

 京都駅前はたくさんの観光客が利用することから，できるだけ美しい

街角を頑張って維持していきたいと考えている。 

大塚： 勤めている料亭「京新山」は，四条上るの縄手通と川端通に面した場

所（辰巳通白川沿い）にあるが，サクラがとてもきれいで，春は観光客

が多く撮影にもたくさん来られる場所である。ところが今（秋）は落ち

葉の山で，毎日毎日掃除をして，今日のような雨の日には地面に落ち葉

がくっついて，汗だくになって掃除をしている。 

    しかしそのような活動を続けていく中で，今では落ち葉が愛おしく思

えるようになり，春になればサクラもきれいに咲いてくれるので喜んで

活動を続けている。 

宮前： 私は簡単に言うと「緑の景観まちづくり」のお手伝いをしている。ま

ちづくりと言っても街路樹の問題もあれば高齢化社会の問題など，街の

様々な問題の解決に向けて取り組んでいる。 

    どんな問題でも様々な意見があるので，全員一致で問題解決となるこ

とはまずない。良くて８割方，「これでいいか」と言えるところまでまと

めるお手伝いをしている。街路樹の落ち葉問題も永遠のテーマと言われ

ているが，一歩でも二歩でも前に進むためにはどうしたらいいか，一緒

に考えたい。 

山内： 日頃は会社の中で社説などを書いているが，実際外を歩いて美しい街

路樹を眺めるという機会は意外に尐ないと感じている。 

    街路樹の落ち葉を完全に無くすためには街路樹自体を無くすしかなく，

全て常緑樹に変えても緩和することしかできないことが基調講演の内容

を聴いて分かった。 

    この問題は非常に難しく，沿道市民のためを思えば落葉前に早めに剪



定するべきだし，市全体とすれば紅葉も必要であるため，どちらが良い

かは答えづらいものである。今日は皆さんの意見を参考にしたい。 

大嶋： 落ち葉に関する苦情，要望の対応で一番忙しくなるのが１１月である。

このシンポジウムの開催で皆さんのいろいろな意見を聴き，是非参考に

させてほしい。 

下村： 皆さんの日ごろの活動についてもう尐し具体的に聞かせてほしい。 

大塚： 最初は来店するお客様のためと思い，嫌々ながらお店の回りの落ち葉

清掃をしていたが，活動の中で木々の移ろいにも季節を感じ，１４～１

５年も続けてきた今ではそれを楽しみに感じながら取り組んでいる。前

を通る人からも声をかけられたりしてとても楽しい。今では活動の輪も

広がり，近所でも交代しながら取り組んでいる。 

宮前： 落ち葉清掃への取り組み方は，お店などの店舗や企業と個人の住宅と

では異なる。大塚氏の取組は，周辺のお店との協働から役割分担も可能

で，その中から何か楽しみも生まれそうである。 

    しかし，個人の住宅などでは個別の事情で取組に参加できない人もい

れば隣近所との付き合いによる制約もあったりする。そういう中でも話

し合う機会があれば周りの状況が分かり，やる気のある人がいればでき

ない人をカバーしたり，できるだけ無理のない，負担の尐ない体制もで

きる。 

山内： 紅葉街路樹の二段階剪定については，総論賛成であるが各論反対とい

う意見が実際であろう。それにかかるコストも大変で，４千万円程度か

かると聞いている。しかしそれを誰のためにやるのか。観光ブランドの

ためということになれば，市民が負担するのではなく企業が負担すべき

とも言える。市民の力を借りざるを得ないのは分かるが，市民の力だけ

では無理がある。だれがどの程度負担していくのかということも今後の

課題である。 

         市民の取組として，現在は街路樹サポーター制度による活動もあるが，

より市民ぐるみの取組にしていくには，昔ながらの自治会や学区のよう

なつながりを復活させるという方法もある。ただし過大な期待はつらい。

それぞれによって差はいろいろで解決することは非常に難しいものであ

る。 

         他にも，地域の小中学校など，教育との連携が考えられる。週２回の

総合学習の中で意識を深め，取組にも参加してもらう。また，大学生の

協力，特にボランティアとして地域貢献することで単位を取得できるよ

うなこともできれば，街路樹だけではなく他の地域貢献にも期待できる。 

         そして，やはり観光のためということであれば観光業界にも負担して



もらうべきであり，観光税などではなく，業界ボランティアや旅行会社

とのタイアップなど，観光業界の協力を求めるべきである。 

中村： 行政に全てをお願いしても解決しないので，市民もこの街路樹サポー

ター制度を活用すればいい。ただ，サポーター活動の中でも，ごみの処

理や活動スペースなどの問題があることも確かで，そういうことがあれ

ば制度が根付きにくいと感じる。この取組を広げるのであれば活動の中

での課題をサポーターから聞き取る必要があるのではと考える。 

    これからも取組の輪が広がるようにアピールしていく。 

宮前： 落ち葉に関する苦情が毎年４００件あるとのことであるが，それぞれ

どのような場所でどのような問題があるのかを調べてみる必要がある。

そうすることで二段階剪定の必要がない場所もあるかもしれない。一つ

の方法ではなく，それぞれの場所や問題に合わせた対応が必要である。 

下村： 最後にそれぞれ感想，意見があればお願いしたい。 

中村： 風などで折れた枝の危険や，剪定が２年に一回ということにも不満が

あるので，毎年一度は剪定してほしい。花の植込みに対する助成も必要

である。周辺の企業をうまく巻き込み，行政のサポートもあれば活動は

広がる。 

大塚： 髪の毛と一緒で切らないとやはり問題になる。きれいな京都にするの

であればみんなで協力して一緒にやっていかないといけない。 

宮前： 街の問題は双方向，複数の方法を考えないと解決しない。集まった落

ち葉を学校で堆肥化したり，まちのごみの問題から落ち葉を解決するな

ど，場所に基づいた課題を複数の方法で解決していかないといけない。 

山内： 宮前氏の意見のとおり，いろんな選択肢を持って複数の方法で解決し

ていかないといけない。生活するみんながどう支え合って生きていくか

という大きな中の一つに街路樹の問題を置いて考えるべきである。 

    また，街路樹の落ち葉を焼却して捨ててしまうのは非常にもったいな

いので，地域の人が活動できる作業場を作ることや，堆肥化やリサイク

ル，その流通などもふくめて取り組んでみると良い。 

下村： シンポジウム前に予想していた意見やその他，予測を超えた意見など

いろいろ聞くことができたと思うが京都市の意見はどうか。 

大嶋： 定期的に開催している京都市都市緑化推進協議会で出る意見以外にも

いろいろな意見が聞けた。 

    落ち葉の堆肥化は，街路樹サポーターの活動で回収した落ち葉による

取組を実施しており，年間３．６トンを堆肥として還元しているが，そ

のような取組に関するＰＲが十分できていないかもしれない。また，２

年に一回の剪定を何とか毎年にという検討もしている。 



    様々な問題と折り合いをつけながらうまく連携し，今日の御意見を参

考に何とか答えを導き出したい。 

下村： 京都市が初めて取組んだ二段階剪定が，様々な課題を解決しながら改

良を加え，全国にも理解されて広がっていくことを期待したい。 

 

５ 来場者とのディスカッション 

 

市民A： 街路樹で四季の変化を楽しむことは，京都らしい素晴らしい取組で

ある。ただ沿道市民はそうではないだろう。従前と異なる管理について広

く市民に理解を得ることが大切であると思うが，何かいい方法を考えて

いるのであれば教えてほしい。 

大嶋： 街路樹サポーター制度の取組の中で，今日までに一定のサポーターを

組織できた。しかし，街路樹の路線が全４５０km程度ある中，サポータ

ーが活動している範囲は１６km程度と，全体を見るとなかなか進んでい

ないとも言える。 

    市民しんぶんや地元新聞への掲載，また，このようなシンポジウムを

開いていく中で試行錯誤しながら市民の方々への理解を深めていきたい。 

市民A： 街路樹の紅葉景観ついてはまだ広報が不足している。二段階剪定の

中身を広く市民に知ってもらうための広報などをもっと考えてほしい。 

大嶋： 色々と模索しながら取り組んでいきたい。 

市民B： 二段階剪定にかかる経費は従前と比べてどれくらい増えているのか。

将来に借金を残すことになるのではないのか。余分な予算がかかるの

であれば二段階剪定には賛成できない。 

大嶋： 確かにお金はかかるが何とかやりくりしている。業界等各方面とも

相談しながら続けていけるようにしていく。 

市民C： 二段階剪定の取組により，街路樹でも紅葉が楽しめると聞き安心し

た。しかし，落ち葉に対する苦情があったからと言って安易に剪定せ

ず，まずは地域の街路樹サポーターに相談するべきである。サポータ

ーは落ち葉時期の清掃が大変なことを承知のうえで紅葉を楽しみた

いと考えている。 

市民Ｄ： 家の前には２本のイチョウの木があり，その落ち葉の量は掃除をし

たことのあるものでないとわからない。町内の高齢化も進み，平均年

齢は７０歳にもなる。このような状況は京都全体に言えることであり，

落ち葉清掃を地域住民の負担でということにはかなり無理がある。 

    そこで，街路樹の紅葉が景観につながる場所，観光等イメージアッ

プにつながる場所は残して，高齢化など負担の大きい場所，景観と無



縁な場所の街路樹はばっさり切って整理すれば経費削減にもつなが

る。街路樹がその地域にとって必要かというアンケートも取ってほし

い。 

大嶋： 落ち葉清掃が大変なことは認識している。地域によっても異なるが

高齢化が進んでいるところも多く，それぞれの場所で分析し，できる

範囲で意見を聴いて対応を検討していきたい。 

 

６ 閉会あいさつ（京都市建設局 西村局長） 

 

 ・ 街路樹の落ち葉問題は，簡単に解決し難い永遠のテーマとも言えるが，我々

としてはこの街路樹の問題をさらに真剣に考え，一つでも，一歩でも前に進

んでいきたいと考えている。 

   建設局としても一生懸命に悩みを重ねていきたいと考えているが，やはり

何よりもこれだけ熱心な方々がいらっしゃるということが大きな力になって

いる。 

   本日は先生やパネラーの方々を始め，たくさんの方々にお越しいただき，

誠にありがとうございました。 


