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「「「「東大路通整備構想東大路通整備構想東大路通整備構想東大路通整備構想（（（（素案素案素案素案）」）」）」）」にににに対対対対するするするする市民意見募集市民意見募集市民意見募集市民意見募集（（（（パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント））））のののの結果結果結果結果    

 

 

１１１１    意見意見意見意見数数数数    

    ・・・・    １１１１，，，，６８４６８４６８４６８４通通通通    

    ・・・・    １１１１，，，，９４６９４６９４６９４６件件件件    

    

２２２２    御意見御意見御意見御意見をおをおをおをお寄寄寄寄せいただいたせいただいたせいただいたせいただいた方方方方のののの属性属性属性属性    

 

＜年齢別＞ 

年齢 通数 割合（％） 

～１９歳 ６２ ４ 

２０歳代 １７８ １１ 

３０歳代 ３２６ １９ 

４０歳代 ３４５ ２１ 

５０歳代 ３０８ １８ 

６０歳代 ２０２ １２ 

７０歳～ １９１ １１ 

不明 ７２ ４ 

計 １,６８４ １００ 

 

＜性別＞ 

性別 通数 割合（％） 

男性 ９６２ ５７ 

女性 ６００ ３６ 

不明 １２２ ７ 

計 １,６８４ １００ 

 

 

 

 

 

 

 

～19歳

(4%)
20歳代

(11%)

30歳代

(19%)

40歳代

(21%)

50歳代

(18%)

60歳代

(12%)

70歳～

(11%)

不明

(4%)

男性

(57%)
女性

(36%)

不明

(7%)
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＜行政区別＞ 

行政区等 通数 割合（％） 

北区 ４２ ２ 

上京区 ７３ ４ 

左京区 １２７ ８ 

中京区 ６９ ４ 

東山区 ５５８ ３３ 

山科区 ６７ ４ 

下京区 ５４ ３ 

南区 ５４ ３ 

右京区 １１０ ７ 

西京区 ３４ ２ 

伏見区 ９２ ６ 

京都市域外 ３２１ １９ 

不明 ８３ ５ 

計 １,６８４ １００ 

 

＜主に利用される交通手段＞ （複数回答） 

交通手段 通数 割合（％） 

公共交通 ７５５ ３８ 

自動車 ４３１ ２２ 

自転車 ３２２ １６ 

徒歩 ２６５ １３ 

その他 ５６ ３ 

不明 １５５ ８ 

 

 

（参考） 

＜提出方法別＞ 

提出方法 持参 郵送 ＦＡＸ ホームページ 計 

通数 ４６１ １９２ ２１９ ８１２ １,６８４ 

割合（％） ２７ １２ １３ ４８ １００ 

北区

(2%)

上京区

(4%)
左京区

(8%)

中京区

(4%)

東山区

（33%)

山科区

(4%)
下京区

(3%)

南区

(3%)

右京区

(7%)

西京区

（2%）

伏見区

（6%）

京都市

域外

(19%)

不明

(5%)

公共

交通

(38%)

自動車

(22%)

自転車

(16%)

徒歩

(13%)

その他

(3%)

不明

(8%)
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３３３３    意見内容意見内容意見内容意見内容    

 

 

    ①①①①    現在現在現在現在のののの東大路通東大路通東大路通東大路通ではではではでは，，，，歩行者歩行者歩行者歩行者やややや自転車自転車自転車自転車がががが安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全でででで快適快適快適快適にににに通行通行通行通行できているとできているとできているとできていると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。        

            

 

全く思わない ８０１件（４９％） 

あまり思わない ４１０件（２５％） 

少し思う  ８８件（ ６％） 

強く思う ３２３件（２０％） 

計 １，６２２件（１００％） 

 

 

 

 

    ②②②②    東大路通東大路通東大路通東大路通ではではではでは，，，，現在現在現在現在のののの道路幅員道路幅員道路幅員道路幅員のののの中中中中でででで，，，，歩行者歩行者歩行者歩行者やややや自転車自転車自転車自転車がががが安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全でででで快適快適快適快適にににに通行通行通行通行できるようできるようできるようできるよう，，，，

車線数車線数車線数車線数のののの減少等減少等減少等減少等もももも含含含含めためためためた整備整備整備整備をををを行行行行うことがうことがうことがうことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

 

強く思う ７８５件（４８％） 

少し思う ３６２件（２２％） 

あまり思わない  ６９件（ ４％） 

全く思わない ４３２件（２６％） 

計 １，６４８件（１００％） 

 

 

全く

思わない

(49%)

あまり

思わない

(25%)

少し思う

(6%)

強く思う

(20%)

強く思う

(48%)

少し思う

(22%)

あまり

思わない

(4%)

全く

思わない

(26%)
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御意見御意見御意見御意見（（（（要旨要旨要旨要旨））））とととと御意見御意見御意見御意見にににに対対対対するするするする本市本市本市本市のののの考考考考ええええ方方方方    

 

 

１１１１    東大路通東大路通東大路通東大路通のののの現状現状現状現状のののの問題点等問題点等問題点等問題点等にににに関関関関するするするする御意見御意見御意見御意見        ３３３３６９６９６９６９件件件件    

    

いただいた御意見（要旨） 意見数 本市の考え方 

 歩道が狭く勾配も急なため，歩きにくい。 

１００ 

 整備構想（素案）においても，東大路通の歩

道は幅員が狭く，段差などのバリアがあり，歩

道が車道から民地側に向けて傾斜している箇

所もあることなど，課題をお示ししています。

そのうえで，道路空間の見直しを行うことによ

り，歩行者が安心・安全で快適に通行すること

ができる歩行空間を整備することを基本方針

としています。 

 今後，様々な調査を行い，その結果も踏まえ

て，基本方針を具体化していきます。 

 歩道が狭く，歩行者にとって安全な歩行環境

とはいえない。 

２０ 

 慢性的に交通混雑（渋滞）している。（特に

観光シーズンや週末） 

９２ 

 東大路通は市内中心部の幹線道路であり，ま

た，通過交通や観光を目的として自動車で訪れ

る方が多く，自動車交通量が多いという特徴と

課題を踏まえて，整備構想（素案）において，

他の市内幹線道路への自動車交通の適切な誘

導・分散を行うこととしています。 

 観光シーズンの対策としては，臨時のパーク

アンドライドや交通規制などの交通対策を実

施しているところですが，公共交通の利用促進

策をはじめ「「歩くまち・京都」総合交通戦略」

に掲げる取組を幅広く展開していきます。 



5 

 

 

いただいた御意見（要旨） 意見数 本市の考え方 

 バス停付近は，バス待ちの人や乗降客が狭い

歩道にあふれ，通行しづらい。 

３７ 

 路線バスは，東大路通の主要な公共交通機関

であり，運行本数も多く便利な一方で，バス停

にバスが連なって停車することがあり，バス乗

降客が狭い歩道にあふれ，歩行者の通行に支障

を及ぼしています。また，交通混雑等の発生に

伴い，路線バスの定時性が損なわれています。 

 こうしたことから，整備構想（素案）におい

ても，路線バスの適切な利用環境の確保，公共

交通の効率的で円滑な運行を掲げ，円滑な乗降

車，バス待ち環境の改善，バスの定時性の確保

に取り組むこととしています。 

 他の市内幹線道路への自動車交通の適切な

誘導・分散により自動車の流入抑制を図ること

を目指していますが，バス停付近での車道の交

通混雑については，今後の詳細な調査の結果を

踏まえて，具体的な対応を検討していきます。 

 路線バスについて，渋滞のため定時性が確保

できない。また，バス停に連なって停車するう

えに乗降車に時間がかかり渋滞の原因となっ

ている。 
１７ 

 車道が狭く，自転車が安全に車道を通行でき

ない。やむを得ず，歩道を走ることもある。 
３５ 

 自転車は，環境にやさしい交通手段であり，

その安全な走行環境の充実を図る必要があり，

このため，整備構想（素案）の基本方針に，自

転車にも安全な道路空間の整備と，歩行者，自

転車，自動車がともに交通ルールとマナーを守

る安心・安全なまちづくりを掲げており，ハー

ド，ソフト両面での取組を推進していきます。 

 自転車がスピードを出して歩道を走行する

ため，歩行者にとっては危険である。また，自

転車のマナーが悪い。 
２５ 

 観光シーズンには，歩道からあふれるほどの

観光客で混み合い，通行が困難である。 

３１ 

 東大路通は，地域住民の生活道路であるとと

もに，国内外から多くの観光客が訪れる道路で

あり，観光シーズンには，歩行者が歩道からあ

ふれるほど混雑した状況となっています。 

 整備構想（素案）においては，安全快適で，

沿道の賑わいなど地域コミュニティにも配慮

した生活道路としての機能の向上に加えて，無

電柱化の実施など，観光客にとっても安心・安

全で快適な歩行空間の確保を目指すこととし

ています。 

 東山は，京都を代表する観光地である。しか

し，快適な歩行空間とはいえない。 

１２ 
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２２２２    「「「「東大路通整備構想東大路通整備構想東大路通整備構想東大路通整備構想（（（（素案素案素案素案）」）」）」）」にににに対対対対するするするする御御御御意見意見意見意見        ５８８５８８５８８５８８件件件件    

    

いただいた御意見（要旨） 意見数 本市の考え方 

 車線数の減少等も含め，歩道を広げること

は必要である。 

３７７ 

 現在の東大路通は，安心・安全な歩行空間

にはなっていないため，車線数の減少等も含

めた道路空間の再構成を検討しています。 

整備構想（素案）においても，交通容量の低

下に伴う東大路通の交通の混雑，周辺道路へ

の車の流入等の課題に対応するため，他の市

内幹線道路への自動車交通の適切な誘導・分

散等の対策を講じることとしています。 

今後，この方針に基づき，具体的な整備の

内容を示す整備案の作成に向けて，調査等を

実施していきますが，市民の皆様と情報を共

有するとともに，引き続き，関係機関等と協

議・合意を得て，事業を推進できるよう努め

ます。 

 車線数の減少等も含め，歩道を広げること

は必要であるが，渋滞への対策を十分講じて

ほしい。 

３８ 

 現状から車線数を減らすと，渋滞が悪化し，

安全面での問題も心配されるため，車線は減

らすべきではない。 
１３０ 

 

 車線数の減少等を含めた道路空間の再構成

を検討した場合，東大路通における交通混雑

の発生や緊急車両の円滑な通行が課題となり

ます。そのため，整備構想（素案）において

も，通過交通を適切に誘導・分散するととも

に，パークアンドライドの拡充，公共交通の

利用促進などを進め，自動車交通の東大路通

への流入を抑制するための対策を検討するこ

ととしています。また，基本方針にも掲げて

いるとおり，緊急車両が通行できる道路構成

とすることにより，安心して暮らせるまちづ

くりを目指します。 

荷捌き車両については，東大路通の周辺や

沿道の店舗等で営業活動をしておられる方に

とって必要なものであり，課題への対応をよ

り明確にするために，整備構想の「４「歩い

て楽しい東大路」の実現に向けた考え方」に，

「適正な荷捌き機能の確保」を追記しました。 

事業の推進に当たっては，今後予定してい

る調査の結果も踏まえて，課題を克服するた

めの具体的な対応策についてお示ししなが

ら，進めていきます。 

 交通渋滞等の原因となり，荷捌きへの影響

も心配される。 

２４ 
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いただいた御意見（要旨） 意見数 本市の考え方 

 観光面だけでなく，地域で生活や商売をし

ている人にも配慮した計画にしてほしい。 

１９ 

 東大路通の沿道には，官公庁や病院など生

活に密着した施設のほか，店舗，住宅等があ

り，地域住民の皆様にとって大切な生活道路

です。そこで，整備構想(素案)の基本方針とし

て，現在の道路幅員の中で歩行者が安心・安

全，そして快適に通行できる空間の確保を最

優先とし，また，地域コミュニティの活性化

の視点も重視して事業を推進することとして

います。 

 東大路通の交通混雑や周辺の地域生活道路

への車の流入，荷捌き機能の確保などの課題

についても，今後，より詳細な調査を実施し

たうえで，その結果を踏まえ，具体的な対応

策を検討します。 
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３３３３    「「「「東大路通整備構想東大路通整備構想東大路通整備構想東大路通整備構想（（（（素案素案素案素案））））」」」」にににに対対対対するするするする御御御御提案等提案等提案等提案等        ４４８４４８４４８４４８件件件件    

    

いただいた御提案（要旨） 意見数 本市の考え方 

 マイカー（特に市外ナンバー）の流入抑制

をしてほしい。また，観光シーズンや週末は

進入しないようにしてほしい。 

１１４ 

 東大路通は市内中心部の幹線道路であり，

また，通過交通や観光を目的として訪れる方

の自動車が多いという交通の特徴と課題を踏

まえ，整備構想（素案）において，他の市内

幹線道路への自動車交通の適切な誘導・分散，

パークアンドライド等による市内への自動車

流入の抑制に取り組むこととしています。 

 観光シーズンには，臨時のパークアンドラ

イド駐車場の確保や臨時交通規制などの交通

対策を実施しているところですが，公共交通

の利用促進策をはじめ「歩くまち・京都」総

合交通戦略」に掲げる取組を幅広く展開して

いきます。 

 パークアンドライドを拡充してほしい。 

４３ 

 安全で走りやすい自転車の走行空間を確保

してほしい。 

１０２ 

整備構想（素案）の基本方針に，自転車に

も安全な道路空間の整備と，歩行者，自転車，

自動車がともに交通ルールとマナーを守る安

心・安全なまちづくりを掲げており，ハード，

ソフト両面での取組を推進していきます。 

整備構想の「２「歩いて楽しい東大路」の

実現に向けた基本方針」に，「自転車が安全で

快適に通行できる道路空間の整備を目指しま

す。」と追記しました。 

 東大路通を一方通行化や方向別に車線数を

変えることにより，渋滞にも配慮して歩道を

広げてほしい。 

５４ 

整備構想（素案）においては，交通容量の

低下に伴う東大路通の交通混雑の発生に対応

するため，他の市内幹線道路への自動車交通

の適切な誘導・分散等の対策を講じることと

しています。今後，交通シミュレーションな

どの調査を実施し，交通容量の低下に伴う諸

課題への具体的な対応策を講じていきます。 

 歩道について，景観の面からも，無電中化

を実施してほしい。また，はみ出し陳列等の

対策をしてほしい。 

４４ 

 道路上を横断する電線や歩道上に設置され

た電柱は，東山の豊かな景観を損ねています。

整備構想（素案）の基本方針に掲げているよ

うに，優れた沿道景観を形成するために，道

路空間の見直しと併せて，無電柱化の実施に

ついても検討します。また，地元の皆様と連

携し，道路の不適切な利用の改善に向け，マ

ナー向上のための啓発等を行います。 
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いただいた御提案（要旨） 意見数 本市の考え方 

 東大路通に新たな公共交通機関の導入を検

討してほしい。 
２９ 

 市内全域での交通体系のあり方を考える中

で研究します。 

 勾配改良やバリアフリー化等，歩道の改良

をしてほしい。 

２０ 

 東大路通は歩道が狭いうえ，歩道部が車道

から民地側に向けて傾斜するなど，高齢者等

には通行が難しい環境となっているため，構

想素案の基本方針において，歩行者が安心・

安全で快適に通行できる空間の確保を最優先

とすることとしています。 

事業の推進に当たって，バリアフリー化は

重要な要素として，具体的な検討を深めてい

くことを明確にするため，「２「歩いて楽しい

東大路」の実現に向けた基本方針」に「歩道

の勾配の改良」を追記しました。 

 歩行者の安全のため，柵の設置など，歩行

者と自動車を明確に区分してほしい。 

１７ 

 東大路通は，歩道幅員が狭い箇所もあり，

歩行者にとって，安全な歩行環境となってい

ません。整備構想（素案）においても，歩行

者が安心・安全で快適に通行できる歩行空間

の確保を最優先としています。今後，道路空

間の再構成に当たっては，いただいた市民意

見を参考にしながら検討します。 

 荷捌スペースを確保してほしい。 

１６ 

 物流交通において貨物車は不可欠な交通手

段であり，東大路通の周辺や沿道の店舗等で

営業活動をしておられる方にとって，荷捌き

は大切なものです。適正な荷捌き機能の確保

も配慮した道路空間の再構成を検討すること

を明確にするため，整備構想の「４「歩いて

楽しい東大路」の実現に向けた考え方」に，「適

正な荷捌き機能の確保」を追記しました。 

 案内板，ベンチ等の整備を充実してほしい。 

９ 

観光案内標識は，観光客等にとって大切な

情報源であり，分かりやすい案内板や，沿道

の憩いの空間は，整備構想（素案）の基本方

針に掲げる観光振興や地域コミュニティの活

性化などに効果があります。 

今後，御意見をいただいた案内板やベンチ

の設置をはじめ，「歩いて楽しい東大路」実現

に資する様々な事項について，幅広く検討し

ます。 

 

４４４４    そのそのそのその他他他他    ５４１５４１５４１５４１件件件件 


