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市街地緑化の在り方の策定について 

 

１ 市民意見募集結果 

 市街地緑化の在り方について，市民意見募集を行った結果は以下のとおりである。 

 

 

「「「「市街地緑化市街地緑化市街地緑化市街地緑化のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて（（（（案案案案））））」」」」市民意見募市民意見募市民意見募市民意見募集結果集結果集結果集結果（（（（数値数値数値数値データデータデータデータ）））） 

 

 

（回答者の属性等） 

項 目 結 果 

募集期間 平成２９年６月２６日～平成２９年７月２８日（３３日間） 

回答数 計１８１通 

回答者 年齢 20歳未満：  4通  40歳代：  39通  70歳代以上： 51通 

20歳代：   9通  50歳代：  22通  未記入：    8通 

30歳代：  14通  60歳代：  34通   

 〃  性別 男性：   111通  女性：   66通  未記入：    4通 

 〃  居住地 京都市内： 153通 京都市外：   18通  未記入：    10通 

 

（市街地緑化の在り方について） 

項 目 結 果 

１ 今後の考え 

 方 

たいへん良い：  63通  良い： 94通  改善必要： 17通 

未記入：  7通（※たいへん良い＋良い＝ 157通） 

２ うるおいの 

みどりづくり 

たいへん良い： 73通  良い： 81通  改善必要： 19通 

未記入：  8通（※たいへん良い＋良い＝ 154通） 

３ にぎわいの 

みどりづくり 

たいへん良い： 67通  良い： 92通  改善必要： 11通 

未記入： 11通（※たいへん良い＋良い＝ 159通） 

４ はぐくみの 

みどりづくり 

たいへん良い： 74通  良い： 78通  改善必要： 19通 

未記入： 10通（※たいへん良い＋良い＝ 152通） 
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市街地緑化市街地緑化市街地緑化市街地緑化のののの在在在在りりりり方方方方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とととと本市本市本市本市のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて    

（（（（意見総計意見総計意見総計意見総計    439439439439    件件件件））））    

    

    

１１１１    「「「「第第第第1111次次次次京京京京のみどりのみどりのみどりのみどり推進推進推進推進プランプランプランプラン」」」」のののの総括総括総括総括をふまえたをふまえたをふまえたをふまえた今後今後今後今後にににに向向向向けたけたけたけた考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて                    

（（（（計計計計    69696969    件件件件））））    

御意見（要旨） 件

数 

本市の考え方 

公園施設の充実を求める意見 15 再整備等の機会を利用して皆様のニーズ

に沿った施設を充実するよう，取組を進

めてまいります。 

雑草対策など，維持管理を充実さ

せるべき 

14 緑が美しく保たれるよう，緑の適切な育

成に努めてまいります。 

考え方に賛成 10 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

緑の充実を求める意見。 

 

9 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

市民協働の充実を求める意見 8 市民の皆様との協働による緑化活動がよ

り充実する様，取組を進めてまいります。 

駐車場の緑化に対する意見 3 駐車場の緑化を進めるよう，新しい制度

の導入等を検討してまいります。 

取組の周知，ＰＲに関する意見 2 より多くの皆様に本市の取組をお知りい

ただくよう，ＨＰや市民しんぶんへの掲

載等，周知の充実に努めてまいります。 

その他 8  

    

２２２２    「「「「うるおいのみどりうるおいのみどりうるおいのみどりうるおいのみどり」」」」につにつにつについてのいてのいてのいての御意見御意見御意見御意見                                                

    （（（（計計計計    65656565    件件件件））））    

御意見（要旨） 件

数 

本市の考え方 

考え方に賛成 20 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

緑の充実を求める意見 

 

11 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

公園施設の充実を求める意見 8 再整備等の機会を利用して皆様のニーズ

に沿った施設を充実するよう，取組を進

めてまいります。 

街路樹の充実を求める意見 4 皆様の御期待に応えられるように，街路

樹による緑化を進めてまいります。 

落葉対策など，維持管理を充実さ

せるべき 

4 緑が美しく保たれるよう，緑の適切な育

成に努めてまいります。 

駐車場緑化の充実 3 駐車場の緑化を進めるよう，新しい制度

の導入等を検討してまいります。 

新しいものを創出するより保存を 2 保全すべきものは保全しながら，緑化を
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優先すべき 進めてまいります。 

緑化の義務付けを求める意見 2 本市には既に緑化を義務付ける制度があ

りますが，より広く緑化が進むよう，新

たな制度についても検討を進めてまいり

ます。 

公園のバリアフリーに関する意見 2 再整備等の機会を利用して皆様のニーズ

に沿った公園となるよう，バリアフリー

の観点にも留意して進めてまいります。 

その他 9  

    

３３３３    「「「「にぎわいのみどりにぎわいのみどりにぎわいのみどりにぎわいのみどり」」」」についてのについてのについてのについての御意見御意見御意見御意見                        

        （（（（計計計計    54545454    件件件件））））    

市民意見の要旨 件

数 

本市の考え方 

にぎわいのみどりづくりの充実を

求める意見 

15 皆様の御期待に応えられるように，にぎ

わいを創出する緑化を進めてまいりま

す。 

考え方に賛成 11 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

梅小路公園の充実を求める意見 7 梅小路公園にさらなるにぎわいが創出で

きるよう，努めてまいります。 

観光客が喜ぶ緑の充実だけでなく

市民の憩いをもとめる意見 

4 市民の皆様にもより喜んでいただけるよ

う，緑化を進めてまいります。 

街路樹の充実を求める意見 3 皆様の御期待に応えられるように，街路

樹による緑化を進めてまいります。 

にぎわいすぎるのは京都にあわな

い 

2 京都らしさを活かした緑化を進めるよ

う，努めてまいります。 

その他 12  

 

４４４４    「「「「はぐくみのみどりはぐくみのみどりはぐくみのみどりはぐくみのみどり」」」」についてのについてのについてのについての御意見御意見御意見御意見                

                            （（（（計計計計    48484848    件件件件））））    

市民意見の要旨 件

数 

本市の考え方 

市民協働の充実を求める意見 15 市民の皆様との協働による緑化活動がよ

り充実する様，取組を進めてまいります。 

考え方に賛成 11 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

雑草対策など，維持管理の充実を

求める意見 

6 緑が美しく保たれるよう，緑の適切な育

成に努めてまいります。 

公園愛護協力会の強化，充実を求

める意見 

3 公園愛護協力会の活性化に向けて，活動

の顕彰や表彰に取り組んでまいります。 

公園施設の充実を求める意見 2 再整備等の機会を利用して皆様のニーズ

に沿った施設を充実するよう，取組を進

めてまいります。 

その他 11  
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        ５５５５    みどりをみどりをみどりをみどりを増増増増やしたいやしたいやしたいやしたい場所場所場所場所     

１ 道路         ８２件 

２ 公園         ６７件 

３ 区役所などの公共施設 ４４件 

４ 駐車場        ４０件 

５ その他        ２５件 

学校         ５件 

     駅，地下道      ２件 

商業施設       ２件 

その他       １６件 

 

６６６６    みどりをみどりをみどりをみどりを増増増増やしたいやしたいやしたいやしたい具体的具体的具体的具体的なななな場所場所場所場所やややや整備整備整備整備のイメージのイメージのイメージのイメージ                

（（（（計計計計    89898989    件件件件））））    

御意見（要旨） 件

数 

本市の考え方 

道路に関する意見 

 花の咲く木や紅葉する木 

 木陰やベンチの設置 

 フォルト（植樹桝）の設置 

 オフィス街や商店街 

 交差点 

 幹線道路 

 駅前 

 高速道路 

 バス停 

26 皆様の御意見を参考に，緑化を進めてま

いります。 

道路に関する意見（具体的な場所） 

・三条通 

・白川通 

・丸太町通 

・嵯峨街道 

・四条通 

・七条通 

・堀川通 

・四条，烏丸，御池通 

16 皆様の御意見を参考に，緑化場所の検討

を進めてまいります。 

・国道１号，９号，２４号， 

１７１号 

 いただいた御意見を管理者にお伝えしま

す。 

公園に関する意見（具体的な場所） 

・岩倉中河原公園に桜 

・下鴨森ヶ前公園に桜 

・吉田河原公園の植樹帯に植樹 

・上桂公園，北村公園に四季を感

じる木 

・下鳥羽公園 

・西ノ京公園 

・竹林公園 

9 皆様の御意見を参考に，緑化場所の検討

を進めてまいります。 
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・小畑川中央公園 

公園に関する意見 

・木陰を作ってほしい 

・お弁当を広げられるような場所

をつくってほしい 

・明るく利用しやすい公園 

・公園の中に花壇の設置 

4 皆様の御意見を参考に，緑化を進めてま

いります。 

具体的な場所の緑化 

 プランター花壇，屋上緑化 

 壁面緑化，民有地緑化，工場 

 地下道，遊休地 

8 皆様の御意見を参考に，緑化を進めてま

いります。 

公共施設の緑化 

 学校，区役所前，消防署，市営

住宅，河原，疏水沿い 

6 皆様の御意見を参考に，緑化場所の検討

を進めてまいります。 

駐車場の緑化 

観光地，コインパーキング，大手

スーパー，コンビニ  

5 駐車場の緑化を進めるよう，新しい制度

の導入等を検討してまいります。 

緑の充実を求める意見 5 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

その他 10  

 

 

７７７７    自由意見自由意見自由意見自由意見                                                                                        （（（（計計計計    114114114114    件件件件）））） 

御意見（要旨） 件

数 

本市の考え方 

公園内の植樹やトイレの充実，及

び安全対策に関する要望 

29 公園が皆様にとって充実したものになる

よう，取組を進めてまいります。 

維持管理の充実 26 緑が美しく保たれるよう，緑の適切な育

成に努めてまいります。 

市民協働の充実を求める意見 11 市民の皆様との協働による緑化活動がよ

り充実する様，取組を進めてまいります。 

緑の充実を求める意見 11 皆様の御期待に応えられるように，緑化

を進めてまいります。 

具体的な場所への緑化要望 

・小学校校庭 

・中央斎場への道路 

・公共施設（屋上緑化，みどりの

カーテン） 

・神社 

・駐車場 

・歩道 

8 皆様の御期待に応えられるように，検討

を進めてまいります。 

街路樹に関する要望 

・街路桝の草花植栽 

・樹木の種類 

 

6 本市では街路樹サポーターとなっていた

だき，一定の条件を満たした方には植樹

桝等で草花を植え付けることが出来ま

す。 
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また，樹種については皆様の御意見を参

考に，検討してまいります。 

緑化推進に関する賛成意見 3 皆様の御期待に応えられるように，検討

を進めてまいります。 

その他 

 ・ＨＰの充実 

 ・認定制度 

 ・樹木の看板の設置 

 ・不法投棄対策 

20 いただいた御意見を参考に取組を進めて

まいります。 

 


