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平成２２年 ３月２３日 
 

「京（みやこ）のみちデザイン指針」（案）に対するアンケート及び市民意見募集 

の結果と本市の考え方について 

 
１ 意見募集の概要 

(1) 募集期間 平成２１年１０月２７日（火）から１１月２５日（水）まで 
(2) 配布資料 京のみちデザイン指針（案）[概要版]及びアンケート及びご意見記入用紙 
(3) 募集方法 アンケート及びご意見記入用紙を利用し，郵送，FAX，電子メールにより募集 
(4) 配布場所 区役所・支所，市役所案内所，土木事務所の計４０箇所にて配布 
(5) 配布部数 ７４０部 

 
２ 回答結果 

(1) 回答数 郵送６通，FAX９通，電子メール９通の計２４通 
  （郵送については，１１月２５日消印有効） 

(2) アンケート結果 
  以下のとおり。 

質問 
そうすべき

である 
どちらかといえば

そうすべきである

どちらでもな

い 
どちらかといえば

そうすべきでない

そうすべき

でない 回答なし 

問１ 
「京のみち」の 
目標像について 

１４通 

（５８％） 

４通 

（１７％）

２通 

（８％） 

０通 

（０％） 

０通 

（０％） 

４通 

（１７％）

問２ 
みちのデザインの
考え方について 

１１通 

（４５％） 

６通 

（２５％）

３通 

（１３％）

０通 

（０％） 

０通 

（０％） 

４通 

（１７％）

問３ 
これからの「京の
みち」のイメージ
について 

１４通 

（５８％） 

４通 

（１７％）

２通 

（８％） 

０通 

（０％） 

０通 

（０％） 

４通 

（１７％）

 

アンケート結果 回答数 

郵送

FAX

メール

そうすべき

そうすべき

そうすべき

どちらかといえば

そうすべき

どちらかといえば

そうすべき

どちらかといえば

そうすべき

どちらでも

ない

どちらでも

ない

どちらでも

ない

回答なし

回答なし

回答なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問１

問２

問３

６通 

９通 

９通 
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３ 自由意見と本市の考え方について 

 
(1) 指針（案）について 
No. 意  見 本市の考え方 
1 本指針に沿って道路整備が促進される

ことを願う。 
今後指針を活用することにより，順次，道

路整備を進めます。 

2 指針の方向性に賛成である。  京（みやこ）の景観を引き立て，その上質

な背景となる控えめで洗練されたデザイン

のみちとなることを目指します。 
3 指針の目標到達点を設定して進めてほ

しい。 
直ちにすべてのみちを指針に沿ったもの

とすることは困難ですが，50 年度，100 年

後の京都の将来を見据えた道路景観の創造

を目指します。 
 

(2) 景観について 
No. 意  見 本市の考え方 
1 道路のデザインは控えめで景観を引き

立てるという考え方が京都らしい。  
京（みやこ）の景観を引き立て，その上質

な背景となる控えめで洗練されたデザイン

のみちとなることを目指します。 
2 統一感が景観には大切である。  それぞれの地域の持つ特性にふさわしい

みちであるとともに，全体として一貫した基

調を持ったデザインのみちを目指します。 
3 にぎわい要素のある地域では，控えめ

だけでなく特性に応じたデザインとなる

よう検討してほしい。  

「にぎわい」などのみちの特性に応じ，周

辺景観との調和を考慮して区域固有のデザ

インも検討することとしています。 
 

(3) デザイン要素について 
No. 意  見 本市の考え方 
1 グレーやブラウンを基本とした，土や

岩を連想させる色彩が京都らしい。 
周辺景観と調和し引き立てる色としてグ

レーなどの無彩色と土の色などの自然素材

色を基本の色彩としています。 
2 京都の景観には白や銀色は調和しない

ため，標識やガードレールの裏面などに

も配慮が必要である。  

可能な限り標識などの裏面にも配慮して

いくものとします。 

3 ひなびたイメージもよいが，京都に都

がおかれた当時の色彩を再現した地区が

あってもよい。  

京（みやこ）の景観を引き立て，その上質

な背景となる控えめで洗練されたデザイン

のみちとするため，無彩色や自然素材色を基

本としています。 
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4 舗装の形状は正方形や長方形などシン

プルであるべき。  
舗装の形状は正方形や長方形を基本とし

ています。 

5 標準型の防護柵について，建物はたて

格子が基本であることから，たて格子に

してはどうか。 

防護柵の格子の方向については，安全性や

透過性を考慮して検討するように指針を修

正します。 
6 エイジングを感じさせる柔らかみがあ

るものを選択するとよい。  
歴史的地域では，時間の積み重ねによるエ

イジングの美が感じられるデザインを検討

することとしています。 
7 デザインという言葉が見た目という狭

い意味で使われているが，デザインには

機能等も含まれる。 

指針ではみちの役割を計画の基盤として，

デザインを検討していくこととしています。

8 専門家が責任を持ってデザインして市

民と議論することが重要。 
今後指針を活用したデザインを市民の方

に提案して議論していきたいと考えていま

す。 
 

(4) 環境について 
No. 意  見 本市の考え方 
1 ヒートアイランド現象の抑制など環境

に配慮した機能性舗装がよい。  
透水性舗装材やリサイクル材など，地球に

やさしい素材を積極的に採用することで，環

境影響・負荷の低減に配慮します。 
2 車椅子や高齢者にもやさしいみちづく

りが望ましい。  
みちの役割である安心，安全なみちである

ことを前提に，人にやさしいバリアフリーな

どに配慮したデザインを検討することとし

ています。 
3 点字ブロックについては黄色等視認し

やすいものを使用してほしい。  
点字ブロックの機能を果たすため，視認性

の高い色を使用します。 
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（参考）自由意見一覧 

No. 自由意見 

1  今回の指針で示されている「みちは，景観を引き立てるもの」という考え方が個人的には，とても京

都らしいと感じました。 

 また，デザインが統一される事は，非常に良い事と思いますので，今後この指針に沿って道路整備が

促進される事を願っています。 

2  標識等の工作物の「柱の色」「表示面の裏側」「ガードレールの裏側」にも配慮が必要。 

 特に表示面の裏側は必ず濃い茶色とすべきである。 

（銀色のものは街なみの景観に調和しない） 

※自然界では，木の色である茶色と緑が も自然であり，白や銀は周囲の景観に，京都の景観に調和し

ない。 

3  京のみちデザイン指針（案）の１５ページに記載されています，工作物の形状の考え方の中で，標準

型の防護柵については，横格子を基本とするとなっていますが，建物に使用される格子のデザインは，

たて格子が基本であることから，区域固有型と同様に，たて格子にしてはどうでしょうか。ただし，強

度上の問題で横格子にしている場合等は除きます。 

 舗装の色を落ち着いた組合せのグレーや自然な色にすることについては，賛成ですが，視覚障害者の

ための点字ブロック等については，黄色等の色でないと見難いと思われるので，舗装の色に合わせて，

グレー系の点字ブロックを使用せずに，視認しやすいものを使用してほしい。 

 ただ，グレー系の色を多用し過ぎると，まち全体が暗くなってしまうことが懸念されるので「にぎわ

い」空間や地域については，特性に応じた色彩等とするように，十分な検討をお願いします。 

4  道路のデザインは，控えめであるべきと思う。お金をかけ過ぎずに時間がかかっても統一感のある「さ

すが京都」と言われるみちを造っていってほしい。 

5  景観を大切にしないといけない場所については，控えめにした方が良いとは思うが，繁華街等は，独

創性を持った形状，色彩を使用したほうが良いのではないか？ 

6  歴史・文化的地域に関しては，控えめである程度統一感のあるものが望ましいと思います。 

 しかし，繁華街，住宅地などは多くの選択肢から自由に選ばれてよいと思います。また，京都の特徴

である碁盤の目は各通りごとに特色のある色，形であってもいいと思います。 

7  この間，二条木屋町に夜の散策してたのですが，川のまわりがとても幻想的できれいでした。統一感

が大事だと思いました。残念に思ったのが車止め。シンプルなんですが，今時のシャープなデザインで

したが，モダン的な方が私は好きです。足下を見ると，グレー系で統一されていたのも良かったです。

落ち着きがあって建物を強調する。 

 色見にはグレー・ブラウンを基本とした土や岩・砂利を連想させる物が京都らしいと思います。磨き

をかけたものより少しザラッとしている方が，雨の日も滑りにくいだろうし・・・。商店街の中はキレ

イなタイルが貼ってあるんですが，濡れると滑るし恐いですよね。どの年令な方も安心に歩ける道が，

本来の歩道ではないでしょうか？ 

8 他県，他都市でも色パターン統一されていて非常に調和統一された都市がありました。 

「京（みやこ）のみち」の目標像について従来ややもすれば同じ歩道であっても年度施工によりバラバ

ラのキライがあった。今後統一一貫した色調になれば外観上「京」らしさが強調されればいいと思いま

す。 

9 私は京都府民ではありませんが，仕事で京都に通っています。京都の印象といえば歴史，文化，お寺と

いうイメージがあります。その反面，繁華街や若者も多くにぎやかな部分も多くあります。観光客の方々

も多く来られるので京都らしい落ち着いた町並に合った歩道にしていってほしいです。 
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10  京のみちに使用する舗装ブロックは，指針にもある様に，シンプルであるべきだと思います。京都は

歴史的な からも重要な地域であります。寺や神社が多い街なのに，カラフルな舗装は合いません。落

ち着いた色のパターンを使用することにより，京の街が引き立つと思います。 

 使用するブロックの形状についても正方形と長方形のみで統一した方が良いと思います。直線形状の

ブロックはどこのメーカーでも製造していて，価格競争が望めるからです。波型のものは，メーカーに

より形状が違う場合が多く，使用すると，一社のみが仕事を独占してしまうことになります。どのメー

カーでも平等な立場で勝負をさせるべきだと思います。しかしながら京のみちを京都に拠点を置くメー

カー以外にまかせるのはいかがなものかと思います。 

 京都の町人が一丸となって,京のみちを創造することで愛着も湧き，世界に誇れる京へと発展してい

くのでないでしょうか。 

11  千年の都，京。千年前，都が出来上がった時の色を思い浮かべると今の姿と全く違うと思います。台

湾や中国南部の寺院のようにサイケデリックと思います。 

現在のひなびたイメージも良いが都が出来上がったころの色を再現した地区もあっても良いと思いま

す。 

 これからの京都の産業は観光業しか伸びないと思います。世界中をみると，無彩色を好まない（派手

な色・原色を好む人種）人も大勢います。その人たちが京都観光に来られがっかりして帰る人も沢山い

ると思います。 

 提案：風土・歴史・文化・景観・環境を大切にすると言っていますが，それは現代人の考えと思いま

す。広い京都の中に千年の移り変わりが判るデザインを用いてはいかが？ 

 みちのデザインもその地区に合わせた配色・工作物（その時代に合ったもの）を使用するのも面白い

と思います。今のデザインは千年分混ざり合ってます。古きを知り，古きを正しく知らしめるのもデザ

インだと思います。 

12 上記，すべて「そうすべきである」です。 

下鴨の北大路通りの無電柱化工事にともなって，整備されたほどのモザイクデザインが不評です。おと

なしい方がいい，という意見が多い。明るい方がいい，という意見もあるが，舗道が明るいことは，「う

きうきする」というより「気持ちが落ち着かない」ということになるようです。土地柄などにもよるの

でしょうが。 

 商店街のみなさんなどたくさん話を聞いて回りましたが，「どちらでもいい」という方が多かったの

も特徴です。私もあまり舗道のデザインに気が付いていなかったのですが，ブルーが入ったり，明るす

ぎるのは，確かに気になっていました。今回関心をもって，あちこち見ましたが，今回の提案の方向に

賛成です。 

 商店街のみなさんの意見では，「誰が決めるのですか」「専門家が責任を持って，デザインしてほし

い」などの意見もありました。 

 商店街のみなさんに「この３つのうちからどれか決めてください」というような決め方でなく，専門

家が責任を持ってデザインして，その案を住民に示して「どうですか」と聞き，議論をしてもらうこと

は，面倒なようですが，またお金もかかるかもしれませんが，市民に「景観」について考えてもらう，

また市民参加のまちづくりのための「社会教育的な活動」として位置付けていくことも，今後重要にな

ってくると思います。 

 追記：商店街のみなさんは，「デザインよりも，商売あがったりだ。工事を早くしてほしい」「アス

ファルトでもいい，お金をなるべくかけないで。（福祉や医療にまわして）」という意見が多かったこ

とも，お伝えしておきます。 
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13  「京のみちデザイン指針」（案）に示された方向性に大いに賛成です。 

住民にも観光客にも心地よい京の景観を強力に推進していってください。 

 私は海外出張が多いのですが，統一感のあるロンドンの街路を見るたびに嫉妬を覚えます。世界一の

街並みを目指してください。なんといってもここは世界の宝，京都なのですから。 

 細かい点となりますが，舗装材は，市街地だからと新しく硬めの表情のものを機械的に選ぶのではな

く，古都・京都という全体の位置づけや，その地域が目指す将来像なども考慮し，エイジングを感じさ

せる柔らかみあるものを選択するのも良いと思います。 

14  これまで道のデザインは，担当各課や各土木事務所が，殆ど独自或いは地元意向を反映させて，舗装

材料や色柄などを決定し施工してきた結果，この指針（案）の背景にあるような問題点が生じた一因で

もあると考えます。また，それについては２０年以上も前から懸念されていた事でもありますが，遅れ

ばせながら，やっとこの様なガイドラインが出来ることは大変結構な事であります。 

そこで次の課題はこの目標到達点の期限設定ではないでしょうか？１０年後なのか２０年後なのか，

又はそれ以上なのか？公共工事無駄論を唱える無責任な世論が多いなか，財政赤字で痛んだ道路の補修

もままならない現状で理想を現実に変えるにはどうするのか？問題山積ですが知恵を絞り，毎年数パー

セントずつでも目標達成に向けて行動することを望みます。 

一方，近年の舗装には様々な機能や性能を持ったものが数多く存在します。例えば，雨水を舗装体内

に蓄え，蒸発気化熱で路面温度を低下させる保水性舗装，雨水を地中に浸透又は側面に排水させる透水

性舗装や排水性舗装等々であり，その材料についてはアスファルト舗装の他，インターロッキングブロ

ック舗装，コンクリート平板舗装，天然石平板舗装やウッドチップ舗装など数多く存在します。  

これらの舗装構造の選定にあたって費用対効果は当然ながら，再資源の活用，環境負荷の低減，地域

との整合性などが重要となります。そこで，このような機能や性能を持つものに，ガイドライン（案）

にある景観色を組み合わせた舗装はいかがでしょうか。また，その中でも環境に優しい自然色（玉砂利）

保水性舗装なんかは京都のみちに合っていると思います。降雨のほか，風情豊かな夏場の打ち水効果を

大限活かすのも京都にはお似合いだと思います。また，重厚で温かみがあり，古都の風情を も感じ

させる天然板石舗装もお薦めしますし，メンテナンス面など問題点もありますが，間伐材・廃材ウッド

チップ舗装なども選択肢の一つだと考えます。 

15 京都の景観を引き立たせる，今回の案件は賛成です。 

歴史都市として，益々世界に発信できる都市に成長すれば観光事業の活性につながるかと思います。 

又，京都だけの地元業者で作成・案・工事をすることにより，京都全体が盛り上がるようになって頂け

れば，京都の景気・他職種にもいい影響を与えるかと思います。 

他府県に負けない，誇れる京都の街づくり，ぜひ実現してください。 

京都の人たちが笑顔になる“みち”を期待します。 

16 経済活性化の一環として，公共事業の重要性をより一層感じる今，今回の取組について大変，興味深く

拝見致しております。 

指針についても，大変わかりやすく書かれており，広く市民に理解を促す内容になっていると思います。

定義づけも丁寧にされており，説得力があります。 

特に，舗装部門については，細かく拝見致しました。 

景観要素，維持管理の面において，統一性をもたせるという事は，決して，画一的な展開を確定させる

ものでないと感じました。 

『馴染む』という言葉がありますが，いかに，突出する事なく，主張せず，存在感を消すがごとく佇む

事が永遠の美につながる様に思います。 

京という，古都の街並に馴染ませ，根付かせる事により，また，新たな展開がうまれる事でしょう。 

維持管理についても，統一性をもたせる事により，簡素化が図られ，製造業者にとっても在庫面で，対

応しやすくなり，早急な修繕が実施が可能となります。 

それが，景観美の維持にもつながり，安全面も確保されると思います。 

ぜひ，今回の取組により，地域業界の活性化が図られ，地元業者がこぞって参加できる様官民一体とな

って，繁栄につながる事を，切に望みます。 
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17  私は車椅子で移動する障害者です。嵐山の近くに住んでいます。 

近，京の町を車椅子で観光する人が多く見かける様に成りました。 

車椅子や老人に優しい道作りにして下さい。東京のテレビで京都の道は老人や障害者に歩き難いと放送

されました。   

近の歩道はレンガの継ぎ目があり車椅子の前輪が入り乗りごこちやが悪く，運転しにくい。側溝の蓋

も前輪が入らない目の細かいのに変えて欲しい。渡月橋の橋の歩道を広げるか欄干を付け直して欲し

い。観光客の多い時に歩道の上に有る折れたり傷ついたライト柱が邪魔でどけて欲しい。歩道の真ん中

に電柱等があり車椅子が行けない所は，歩道と車道の白線の間に車椅子走行用と明記して下さい。嵐山

付近の歩道は人が多い時があり，つまずき易いので，滑らかで歩き易いタイルに取り替えて欲しい。四

条河原町付近で雨になれば歩くにくいのでオーパビルの地下と四条道路の地下道をつないで欲しい。松

尾橋の歩道が雨の日に滑り易いタイルなどに取り替えて欲しい。道路計画課と関係ないが，地下鉄のホ

ームと電車の段差を少なくして下さい。大阪のモノレールのようにホームに工夫をして下さい。エレベ

ーターと各階のフロアーの間の隙間を少なくして欲しい。 

18 京都の町並み創りに京都らしさを求める時，歴史性，地域性，そして其処に暮らす人々暮らし，なによ

りも「京都」を求めて来られ観光客の人々の思い等々を無視する事は出来ません。 

歴史性の観点からは，歴史的建造物そのものがその街の雰囲気をかもし出しているわけで，その雰囲気

をうまく受留めるのが道路であり，歩道であり，安全策であり，街路樹と思われます。やはり，歴史的

建造物が発信する雰囲気をうまく吸収する道路空間の創設そして，継続的な維持が必要と思います。 

地域性において，長い間に培われた京都独特の雰囲気を継承して行くのか，またまったく異なった雰囲

気を創造して行くのかと考えた場合やはり，この地域のおける文化を継承しつつ新しい文化も吸収する

まちづくりの推進が大切かなと思います。 

人々の暮らしを思ううえで，生活道路の現状について考える時，特に夏場おける道路の温度上昇による

ヒートアイランド現象の影響は，非常に大きいものが有ると考えます。 

生活道路の舗装は，街の景観，京都の雰囲気を守りつつ，ヒートアイランド現象を抑制する舗装材の使

用により，京都らしさを継承しつつ新しい街の空間を創造して行くべきだと思います。 

日本国内はもとより，国外から来られる観光客の方々が求める物は歴史的雰囲気では無いでしょうか 

建造物を中心として，道路空間，生活空間，産業空間，すべての空間がはんなりとした京都空間で有り

たいと思います。 

過って，京都は西洋の新しい文化をいち早く吸収し，産業の独自の発展をしたと思います。 

現代においても，更にあらゆる分野における地場の産業を振興しつつ，また歴史文化を継承しつつ更な

る“京都空間の創造”を望みます。 

19  大判で落ち着きのある色彩で，表面に工夫を凝らし格調の高さが出る物が良いと思う。 

 また，ヒートアイランド現象緩和の為の打ち水効果的な機能を備えている物が良いと思う。 

 企業や住民から出た廃棄物，あるかどうかわからないが清水焼や西陣織等の伝統品の廃棄物をリサイ

クルして有効利用ができれば尚良いと思う。 



8 
 

20 ■使い勝手や機能等も検討を 

デザインという言葉が見た目という狭い意味で使われているが，デザインには使い勝手や機能等も含ま

れる（ex.ユニバーサルデザイン）。 

京都市未来まちづくり 100 人委員会の「歩きやすい道」チームの活動報告や，現在京都市で「歩いて楽

しいまち」を進めていることも踏まえ，道路における歩道の占有割合や，細街路での歩行者（車いす含

む）のゾーンの扱い，自転車の走行スペース位置（歩道より車道の一部とする方が良いのではないだろ

うか），車道・歩道・沿道の敷地の間の段差等の機能面にも踏み込まれたい。 

■総合交通戦略へのデザイン誘導を 

現在策定に向けて議論されている「京都市総合交通戦略」において，歩道のあり方やバスレーンの整備

について触れられる可能性があるが，そちらの会議ではデザインについてはほとんど議論されていな

い。 

そのため，デザイン的に優れているとは言えない結論にいたる可能性があるため，先手を打ってそれら

について指針に盛り込み，より良いデザインの誘導を図られたい。 

■歩道におけるバス待ちスペース 

総合交通戦略との兼ね合いが難しいが，自転車レーンが設けられている歩道における，バス停スペース

との関係にも触れてもらえたらと思う。 

現状は，多くの場合突然舗装が切れているが，デザインの連続性から見て，優れているとは言えないよ

うに感じる。 

■標識の文字や色の統一 

標識の色や書体，文字サイズは機能として重要なだけでなく，まちの景観にも大きく影響を及ぼすので，

一部のゾーンでもいいから，統一すべき。 

東山区での取り組み（標識デザインコンペ）や御池通りが参考になると思う。 

その際，自動車等車両向けと，歩道の歩行者向けとは，必要な要素が大きく異なるため，色，書体を除

き，必ず明確に分離して検討すべき。 

■景観政策との連動の仕組みを 

「京の道」は地面やその上にある物だけでなく，沿道の建物によっても形成される。 

担当局が違うためバラバラに検討されているが，本当により良い京の道のデザインを作りたいのなら，

景観政策との整合性を実現する仕組みを盛り込むべき。 

■その他の工作物 

景観政策で扱うことかもしれないが，建設現場の囲い（道にはみ出していることも多い）や，土地造成

の際のコンクリート壁のことも触れてもらえたらと思う。 

・景観政策検証システム検討会議（都市計画局）では，デザインの制限の厳しいエリアほど，より良い

（と言われる）景観になっているという話が出ている（第 6回）が，同じ事が道のデザインについても

言える。 

事務局は「指針」はあいまいにして，内部の「マニュアル」で詳しく決めたいようだが，若林委員が何

度も発言されているとおり，明確で厳格な指針にする効果も強く感じられる。 

その場合は手間や責任が増えて大変だということも理解しているが，事務局の方針を再考いただけたら

と思う。 

・これも景観政策検証システム検討会議で出た話だが，「駅伝中継を見て，一目で京都の道を走ってい

るとわかる」という視点が興味深かった。 

京の道デザイン指針を検討するにあたり，参考になるかもしれないので記しておく。 

・電柱がデザイン対象に含まれている以上，電柱の地中化について触れること（一文でもいいので，こ

のデザイン指針と電柱地中化との関係について，今の段階で触れておかないと，後々あやふやな運用に

なってしまう危険性が高い） 

※内容不明瞭なご意見につきましては，掲載しておりません。 


