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南区基本計画（案）に対する市民意見募集の結果 

 
１ 募集期間 

  令和３年４月１日（木）～令和３年４月３０日（金） 

２ 周知方法 

 ・ 意見募集冊子の配架（区役所・出張所，図書館，青少年活動センター，いきいき市民

活動センター等） 
 ・ 南区まちづくり推進会議構成団体等，関係団体への周知 
 ・ 市民しんぶん区版３月１５日号，区役所ホームページ，各種ＳＮＳによる周知 
 ・ 区内の中学校・高校を通じて，中高生に意見提出依頼 

３ 応募方法 

  郵送，FAX，電子メール，南区役所ホームページの送信フォームのいずれか 

４ 募集結果 

（１）意見数 

   意見者数：  ６９１名    意見総数：南区基本計画（案）２２１件 

（うち中高生 ６２７名）               キャッチフレーズ  ６５４件 

（２）御意見をいただいた方の属性 

  ア 年齢 
  （中高生を含む） 

年代 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代以上 無回答 合計 

人数(人)  630    8   10    6   15    8    3   11    691 

割合(％) 91.2  1.2  1.4  0.9  2.2  1.2  0.4  1.6  100.0 

  （中高生を除く） 
年代 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代以上 無回答 合計 

人数(人)   3    8    10    6    15  8  3  11  64 

割合(％) 4.7  12.5  15.6  9.4  23.4 12.5  4.7  17.2  100.0 

イ 居住地 
 （中高生を含む）          ※中学校は全員南区在住としてカウント 

居住地等 南区 
京都市内 

（南区以外） 
その他 無回答 合計 

人数(人)  503   81  36   71   691 

割合(％) 72.8 11.7 5.2 10.3 100.0 

  （中高生を除く） 

居住地等 南区 
京都市内 

（南区以外） 
その他 無回答 合計 

人数(人)   32   20   4   8   64 

割合(％) 50.0 31.2 6.3 12.5 100.0 

※ 表示している数値は端数を四捨五入しているため，表中の合計値と各要素を合計した数値が合

わない場合があります。 
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（３）御意見の内訳 

区分 件数 

第１章 南区基本計画策定に当たって 45 件 

第２章 南区の概要 ２件 

第３章 めざす未来像と取組【全般】  ９件 

① みなみ力（地域力）が息づくまち 12 件 

② 子ども・若者が育つまち  15 件 

③ 健やかに暮らせるまち 15 件 

④ 活力あふれるまち 40 件 

⑤ 文化芸術が舞い咲くまち ６件 

⑥ いのちと暮らしを守るまち 34 件 

⑦ 美しく環境にやさしいまち 35 件 

第４章 計画の推進に向けて ８件 

合計 221 件 

 

５ 主な御意見と御意見に対する考え方 

※以下，○の付いている御意見は複数の方から頂いた御意見です。 

■計画に反映させていただいた御意見（３９件） 

計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

第１章  

計画策定に 

当たって 

（計画全体に係る

ものを含む。） 

・基本計画の位置付けに，総合計画の体

系の最上位にある「世界文化自由都市

宣言」を記載すべき 

御意見を踏まえ，「基本計画の位置付

け」において，「世界文化自由都市宣言」

を記載しました。 

・計画策定委員会の活動が見えない。ど

んな人が関わって，どんな意見があっ

たのか示すべき 

御意見を踏まえ，南区基本計画策定

委員会の委員名簿を資料編に記載しま

した。なお，策定委員会での議論の経

緯については，ページ数の関係上記載

できませんが，南区ホームページで広

く公開しております。 

・「真のワーク・ライフ・バランスの推

進」，「ゾーン 30の浸透」，「二酸化炭素

排出量正味ゼロ」などの言葉が分かり

にくい 

御意見を踏まえ，分かりにくい用語

については，注釈を記載しました。 

・みなみ力（地域力）と地域力（みなみ

力）が混在しているので統一すべき 

御意見を踏まえ，「みなみ力（地域

力）」に統一しました。 

第２章  

南区の概要 

・東寺について，「全世界から集客をして

います」との文言は不適切 

御意見を踏まえ，「全世界から来訪が

あります」に修正しました。 

・イメージアップにつながるよう，10年

前に比べて犯罪数が減ったといった

ような情報を打ち出せば，移住につな

がるのではないか 

御意見を踏まえ，「安心安全・防災」

の現状として，平成 22 年から令和 2年

にかけて刑法犯認知件数と交通事故発

生件数が大幅に減少するなど，安心安
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

全のまちづくりが進んでいることを記

載しました。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

健やかに暮らせる

まち 

・取組方針４「性別や国籍，民族，宗

教，生まれや生い立ちに関係なく，」

は，年代や障害の有無が先にくるの

ではないか 

御意見を踏まえ，取組方針４につい

て，「性別，年齢，障害の有無，生ま

れや生い立ち，国籍，民族などに関係

なく」に修正しました。 

・人権の分野の取組が弱い。人の命に係

わることなので，もっと幅広く取組を

進めてほしい 

御意見を踏まえ，取組方針４「すべて

の人の人権が尊重されるまちづくり」

の取組例として，「児童虐待の未然防

止・早期発見・予防啓発等，多様な関係

機関が連携した取組の推進」を追加し

ました。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

活力あふれるまち 

・南区で頑張っている企業を区の広報紙

で紹介するなど，企業支援にも力をい

れてほしい 

取組方針１「まちの活力を支える地

域企業・中小企業の活性化」の取組例

として，「若い世代に向けた区内企業の

魅力発信」を追加しました。 

・「時刻表や路線図などのマップを用い

た公共交通機関網のさらなる研究」が

分かりにくい 

公共交通の利便性を高め，利用促進

を図るためのマップづくりなどソフト

面での取組を想定していますが，御意

見を踏まえ，「時刻表や路線図マップ等

を用いた公共交通の利用促進」に修正

しました。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

文化芸術が舞い 

咲くまち 

・「文化芸術が舞い咲くまち」はキャッチ

フレーズとして浮ついた印象を与え

るものであり，適切ではない 

御意見を踏まえ，文化芸術を通じて

人と人，地域，企業等がつながる観点

を明確にするため，「文化芸術でつなが

るまち」に修正しました。 

・「文化芸術」と「若者」を基軸とするま

ちづくりを東九条に限定せず，区内全

体に波及させていく視点が必要 

御意見を踏まえ，取組方針２「文化芸

術が生まれ，広がるまちづくり」の取

組例について，「京都駅東南部エリアを

はじめとした，「文化芸術」と「若者」

を基軸とするまちづくりの推進」に修

正しました。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

いのちと暮らしを

守るまち 

○安心で安全な道路交通環境を整備し

てほしい（７） 

・通学路の見通しの悪い箇所を中心にカ

ーブミラーを増設してほしい 

・西大路駅周辺の歩道が狭いため歩車分

離してほしい 

・通学路等の危険がないか確認すべき 

・信号を増やしてほしい    など  

      

 

御意見を踏まえ，取組方針２「安心・

安全で快適な環境づくり」の取組例と

して，「安全で快適に通行できる道路環

境の整備」を追加しました。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

○道を整備してほしい（９） 

・歩道をもっと広く 

・道路をきれいに 

・安全な道をつくってほしい  など 

○街灯を増やしてほしい（９） 

・街灯が少ないので増やしてほしい 

・安全性向上のため路地に街灯設置を 

・帰り道が暗く怖い   など        

第３章  

めざす未来像と取組 

 

美しく環境に 

やさしいまち 

○環境の分野の取組例が少ない（２） 

・環境に優しい取組例が３Ｒのみでは不

十分。さらに踏み込んだ政策が求めら

れるのではないか 

・環境の分野の取組が弱い 

御意見を踏まえ，取組方針２「地球環

境にやさしい取組の推進」の取組例と

して，「省エネルギーの推進，再生可能

エネルギーの普及拡大」を追加しまし

た。 

 

■計画案に賛同する御意見，既に趣旨が反映されている御意見（１０８件） 

計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

第１章  

計画策定に 

当たって 

（計画全体に係る

ものを含む。） 

 

○良い計画だと思う（１０） 

・理想的な案 

・とても良い         など 

計画に掲げる７つの未来像の実現に

向けて，区民の皆様や各種団体，企業，

区役所等が一体となって，計画に基づ

く取組をしっかりと進めてまいりま

す。 

○良いまちになってほしい（７） 

・南区がより良くなってほしい 

・取組を通じてまちのみんなで協力し団

結力が高まることで，まち全体がもっ

とよくなると思った   など 

計画に掲げる７つの未来像の実現に

向けて，区民の皆様や各種団体，企業，

区役所等が一体となって，計画に基づ

く取組をしっかりと進めてまいりま

す。 

○南区の良さを守っていくために自分

も協力したい（５） 

・南区に住んでいるのでもっとより良く

するために何か協力できることがあ

ればしたいと思った 

・自分が生まれ育ったまちをこれからも

大切にし，将来に引き継いでいきたい            

など 

計画に掲げる７つの未来像の実現に

向けて，区民の皆様や各種団体，企業，

区役所等が一体となって，計画に基づ

く取組をしっかりと進めてまいりま

す。 

○多くの方の意見を踏まえた計画策定

となっているのが良い（３） 

・行政が勝手に決めるのではなく，広く

意見募集するのが良いと思う 

・中高校生にアンケート調査を実施して

いるのに感銘を受けた。将来を担って

いく若い方々の意見を大切にするこ

とはとても大事     など 

計画に掲げる７つの未来像の実現に

向けて，区民の皆様や各種団体，企業，

区役所等が一体となって，計画に基づ

く取組をしっかりと進めてまいりま

す。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

・南区を発展させていくためには，ポテ

ンシャルや独自の魅力をしっかりと

活かしていけるよう，関係する誰もが

共有できるような大きなビジョンを

描き，実現を先導していくことが何よ

り大事 

南区基本計画は，区民の皆様や各種

団体，企業，区役所等が一体となって，

明るい未来を展望して，持続的なまち

づくりを進めるための指針として策定

するものであり，広く共有を図りなが

ら，実現に向けた取組を進めてまいり

ます。 

・第２期計画を総決算のうえ第３期計画

の具体的な目標を掲げ，具体的な数字

や達成後の状態を描くべき 

南区基本計画策定委員会において，

第２期計画の総括を行い，達成できた

こと，引き続き取り組んでいくことな

どを整理したうえで，第３期計画の策

定に向け議論を行ってきたものです。 

・地域ごとの特色に応じた計画や目標を

立て，これを「南区基本計画」として

策定してはどうか 

南区基本計画は，区民の皆様や各種

団体，企業，区役所等が一体となって，

持続可能なまちづくりを進めていくた

めの指針として策定するものであり，

これを踏まえ，地域ごとの特色に応じ

た取組が進められるものと考えており

ます。 

・SDGs の目標のうち，14（海の豊かさを

守ろう）・15（陸の豊かさを守ろう）・

16（平和と公正をすべての人に）が入

ってくるとさらに良い 

意見募集リーフレットには，関連の

強い SDGs の目標を記載していますが，

すべての目標との関連を意識しながら

取組を進めてまいります。 

・ウィズコロナ・ポストコロナ社会を見

据えた観点があまり踏まえられてい

ないように感じる。この時期に策定さ

れる計画だからこそ，コロナの経験か

ら学んだ本質，柔軟に対応を変えてい

くべき部分など時代背景を踏まえた

計画にすべき 

未来像ごとの取組例として「円滑な

活動を支える ICT（情報通信技術）ツー

ルの導入推進」，「感染症患者等への偏

見や差別に対する啓発活動の推進」な

どを記載していますが，その他の取組

についても，ウィズコロナ・ポストコ

ロナの観点を踏まえて推進してまいり

ます。 

○厳しい財政状況への対応が求められ

るのではないか（２） 

・厳しい財政状況への危機感が感じられ

ない。計画を実効性あるものにするた

めには，取組内容の思い切った「選択

と集中」が必要 

・これ以上の財政悪化を避けるには無駄

なことは止める決意が必要であり，不

要不急の取組は止めるよう要望する 

本市の厳しい財政状況を踏まえなが

らも，区民の皆様や関係機関が一体と

なり，持続的なまちづくりを進めてい

くための指針として，南区基本計画を

策定し取組を推進します。 

・財政状況のページが唐突感があるた

め，前段の説明が必要 

「南区基本計画策定の背景」に本市

の厳しい財政状況について記載してお
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

り，御指摘のページにおいては，その

詳細を記載しているものです。 

・どんなキャッチフレーズでも計画に取

り入れてほしい 

皆様から応募いただいたキャッチフ

レーズに込められた思いを踏まえ，計

画に基づく取組を進めてまいります。 

・みんなでどういう工夫をするかという

アンケートが必要ではないか 

計画策定に当たっては，広く区民の

皆様を対象にアンケートを実施し，「南

区がこうなったらいいと思うこと」に

加え，「あなたが行動すること」をお聞

きしており，こうした幅広い御意見を

踏まえた計画としております。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

全般 

○７つの未来像に共感する (７) 

・大きな方向性（未来像）に共感し支持

する 

・７つの未来像はどれも南区にとって大

切なことなので，実現に向けて取組を

進めてほしい 

・地域力を基盤としためざす７つの未来

像が具体的に示されていて，イメージ

しやすい  

・未来像のところで，SDGs を利用した取

組が多いのが良い     など               

未来像の実現に向けて，計画に基づ

く取組をしっかりと進めてまいりま

す。 

・７つの未来像をばらばらで考えるので

はなく，子どもや若者が成長できる環

境づくりを進めてほしい 

７つの未来像は，「みなみ力（地域力）

が息づくまち」を基盤として相互に関

連し合うものであり，子どもや若者の

成長の観点を踏まえ取組を進めてまい

ります。 

・南区に若い子育て世代が多いこと，も

のづくりのまちの特徴を活かせば，活

気ある南区づくりに結び付くのでは

ないか 

「子ども・若者が育つまち」，「活力

あふれるまち」をはじめ，すべての未

来像の実現に向け，南区の特徴を踏ま

えた取組を進めてまいります。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

みなみ力（地域

力）が息づくまち 

 

・「みなみ力（地域力）をはぐくむ」を具

体的な取組を明示してほしい 

計画案本冊の取組方針１及び２の中

で具体的な取組例を記載しておりま

す。 

・コロナ禍で地域のつながりがだんだん

先細りになる不安が大きいが，もう少

しの間，辛抱するしかないのかと思う 

取組方針１「みなみ力（地域力）を支

える人づくり」，取組方針２「みなみ力

（地域力）を活性化させる仕組みづく

り」を進めるに当たっては，コロナ禍

の中でも地域における幅広い交流を促

進していく観点から取組を推進してま

いります。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

・塔南高校が移転した後，地域の人も来

やすい雰囲気になればよい 

取組方針１「みなみ力（地域力）を支

える人づくり」の取組例として「地域・

学校・行政等の連携による多世代間の

区民交流」を記載しており，取組を進

めてまいります。 

○幅広い世代が交流を図れるような取

組ができないか（３） 

・人，企業，文化など様々な交流，つな

がりからなる未来像は，コロナ禍にお

ける理想的なものだと感じた。様々な

方が触れ合い，お互いを知り，尊重し

ていけるようなイベントが早く開催

されるようになればよい 

・祭りをする         など 

取組方針２「みなみ力（地域力）を活

性化させる仕組みづくり」の中で，取

組を進めてまいります。 

・南区は他区に比べて市民の活動が活発

ではないと感じる。活動経費を支援す

ることで市民の力を引き出せば，赤字

削減にも貢献するのではないか 

取組方針２「みなみ力（地域力）を活

性化させる仕組みづくり」の取組例と

して「区民，各種団体，NPO 等の地域主

体によるまちづくり活動の充実」を記

載しており，取組を進めてまいります。 

○楽しく暮らしたい（２） 

・毎日楽しく暮らしたい    など 

幅広い世代が「住んでいてよかった・

住み続けたい」と感じられる魅力や活

力のあるまちを目指すこことしてお

り，しっかりと取組を進めてまいりま

す。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

子ども・若者が 

育つまち 

・地域ぐるみで子育てや若者の育成に関

わっていく計画は魅力的で良い取組

である 

未来像「子ども・若者が育つまち」の

実現に向けた取組をしっかりと進めて

まいります。 

・子育て世帯の多いまちなので，子育て

世帯に向けた取組を拡充すべき 

取組方針１「子ども・若者と育ち合う

地域づくり」，取組方針２「安心して子

育てができる環境づくり」の取組をし

っかりと進めてまいります。 

・子育てや高齢者，障がいのある方など

の取組でも，若者のパワーや可能性が

十分に発揮されるようになるとよい 

取組方針１「子ども・若者と育ち合う

地域づくり」の取組例として「子ども・

若者の知恵と行動力が地域で発揮でき

る環境づくり」を記載しており，取組

を進めてまいります。 

○学校や学生同士の交流や連携ができ

るような取組を増やしてほしい（２） 

・学校同士の交流や様々な文化を知るこ

とができるイベントを 

・学校でもっと多くの行事や文化体験を

行ってほしい 

取組方針１「子ども・若者と育ち合う

地域づくり」の中で，取組を進めてま

いります。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

・大学がない区だからこそ，高校との連

携，高校生の力を生かすなどの取組を

期待する 

取組方針１「子ども・若者と育ち合う

地域づくり」の取組例として「子ども・

若者の知恵と行動力が地域で発揮でき

る環境づくり」を記載しており，取組

を進めてまいります。 

・近くのお母さん同士が話し合って子育

てができるととても安心できると思

う 

取組方針１「子ども・若者と育ち合う

地域づくり」の取組例として「子育て

支援活動の促進と子どもをともに育む

風土の維持・継承」を記載しており，取

組を進めてまいります。 

・学校だけでない様々な居場所として，

NPO や児童館，青少年活動センターな

どの各種施設を記載してはどうか 

南区基本計画は，区民の皆様や各種

団体，企業，区役所等が一体となって，

持続可能なまちづくりを進めていくた

めの指針として策定するものであり，

様々な団体・施設と連携して取組を進

めてまいります。 

・子どもの成長課程では，時として暴力

や引きこもりなどにつながる「揺ら

ぎ」がつきものであるが，家庭や地域

のみで解決することは難しい。こうし

た「揺らぎ」に介入する家庭・地域以

外の担い手が日常的に存在している

ことが大切である。 

南区基本計画は，区民の皆様や各種

団体，企業，区役所等が一体となって，

持続可能なまちづくりを進めていくた

めの指針として策定するものであり，

様々な団体・施設と連携して取組を進

めてまいります。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

健やかに暮らせる

まち 

○コロナ禍においても誰もが住みやす

い南区になってほしい（３） 

・コロナ禍でのセーフティーネットを堅

持し，社会的弱者の救済など公的な役

割を果たしてほしい   など 

取組方針３「「誰一人取り残さない」

環境づくり」を掲げており，高齢者や

障害のある方をはじめ，誰もが住み慣

れた地域で安心して健やかに暮らせる

まちを目指し，しっかりと取組を進め

てまいります。 

・子どもや様々な国籍の外国人，高齢者

が住みやすい南区になってほしい 

高齢者や障害のある方をはじめ，誰

もが住み慣れた地域で安心して健やか

に暮らせるまちを目指すこととしてお

り，しっかりと取組を進めてまいりま

す。 

○高齢者に優しいまちを（３） 

・高齢者を大切にした親切なまち 

・高齢者に優しいまち     など 

取組方針２「高齢者がいきいいと暮

らせるまちづくり」の取組をしっかり

と進めてまいります。 

・コロナ差別，コロナ偏見といった問題

に人権問題としてしっかりと対応し

てほしい 

取組方針４「すべての人と人権が尊

重されるまちづくり」の取組例として

「感染症患者等への偏見や差別に対す

る啓発活動の推進」を記載しており，

取組を進めてまいります。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

活力あふれる 

まち 

・世界的企業から個人・家族経営まで多

種多様な企業があることが特筆すべ

き特色であり，企業の力をもっとまち

づくりや学校教育に生かすことはで

きないか 

取組方針１「まちの活力を支える地

域企業・中小企業の活性化」の取組例

として「社会課題の解決に取り組む企

業との連携」を記載しており，取組を

進めてまいります。 

・学生が足を運びたくなるような区づく

りの視点が必要であり，中小企業が活

性化することで若い人たちを引きつ

けることができるのではないか 

取組方針１「まちの活力を支える地

域企業・中小企業の活性化」の中で，取

組を進めてまいります。 

○南区の魅力を PRしてほしい（２） 

・東寺があることを強調すればよい 

・観光名所を公式ホームページで紹介す

る 

取組方針４「市民生活と調和のとれ

た観光振興」の取組例として「SNS など

を活用した国内外に向けた南区の魅力

の発信」を記載しており，東寺を含め

様々な魅力を発信してまいります。 

○働き方改革などの推進を（２） 

・働き方改革を推進するという取組があ

ってもいいのではないか  など 

すべての未来像の基盤となる「みな

み力（地域力）が息づくまち」の取組例

として「真のワーク・ライフ・バランス

の推進」を掲げており，「活力あふれる

まち」の取組についても，こうした考

え方を踏まえ推進してまいります。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

文化芸術が舞い 

咲くまち 

・「文化」を通じてお年寄りの方も関わる

ことができるようにしたら良い 

取組方針２「文化芸術が生まれ，広が

るまちづくり」の取組例として「地域

に根差した文化活動の推進」を記載し

ており，取組を進めてまいります。 

・これからの芸術にも力を入れていくこ

とがわかり，若者のことも考えられて

いる計画だと思う 

取組方針２「文化芸術が生まれ，広が

るまちづくり」の取組をしっかりと進

めてまいります。 

・京都駅東南部エリアの活動をもっとア

ピールしてほしい 

取組方針２「文化芸術が生まれ，広が

るまちづくり」の中で，取組を進めて

まいります。 

・文化芸術振興に異論はないが，東九条

のまちづくりは住民の生活がまず大

事である 

すべての未来像の基盤に据えている

「みなみ力（地域力）が息づくまち」の

中で，「幅広い世代が「住んでいてよか

った・住み続けたい」と感じられる，魅

力や活力のある持続可能なまち」を目

指すことを記載しており，文化芸術の

振興に当たっても，こうした考え方の

もと取組を進めてまいります。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

・災害に強いまちづくりについて，「子ど

もからお年寄まですべての人が守ら

れ，誰もが安心・安全に暮らせるまち」

に本当になってほしい 

取組方針１「災害に強いまちづくり

の推進」の取組をしっかりと進めてま

いります。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

いのちと暮らしを

守るまち 

・安全に登校でき，すてきな区に向かっ

て進んでいるなと感じている 

取組方針２「安心・安全で快適な環境

づくり」の取組例として「地域と学校

が連携した子どもの見守り・安全対策

の推進」を記載しており，取組を進め

てまいります。 

○防犯力を向上してほしい（４） 

・防犯に力を入れてほしい 

・安心して暮らしたい     など 

取組方針２「安心・安全で快適な環境

づくり」の取組をしっかりと進めてま

いります。 

第３章  

めざす未来像と取組 

 

美しく環境に 

やさしいまち 

○ごみのないきれいなまちになってほ

しい（７） 

・ごみのポイ捨てを厳しく取りしまりき

れいなまちにする 

・ごみが荒らされているのできれいにし

てほしい         など 

取組方針１「区民も来訪者もみんな

で取り組む美しいまち」の中で，取組

を進めてまいります。 

○花や緑あふれるまちづくりを進めて

ほしい（５） 

・まち中に緑を増やし，憩える場所を作

ってほしい 

・まちが殺風景に感じられるので，花と

緑にあふれたまちづくりを進めては

どうか          など 

取組方針３「緑化の推進・公園の活

用」の取組を進めてまいります。 

○公園をきれいに管理してほしい（５） 

・放置してある公園を管理してほしい 

・公園のトイレを行きやすくきれいにし

てほしい         など 

取組方針３「緑化の推進・公園の活

用」の取組例として「公園ボランティ

ア等と協力した公園の清掃活動の実

施」を記載しており，取組を進めてま

いります。 

第４章  

計画の推進に 

向けて 

○実際の取組の推進が重要（２） 

・良いことが書かれているが，実践が

何より大事 

・計画はシンプルで読みやすいものにし

て，実際の取組をしっかり展開してい

くことが重要 

南区基本計画は，区民の皆様と行政・

事業者等が協働で実施する取組を掲げ

ており，計画を広く周知するとともに，

多くの方の参加・参画のもと推進して

まいります。 

○多くの区民の参画が重要（３） 

・多くの区民に計画のことを知ってもら

うこと，計画に掲げた取組に参加・参

画してもらうことが大事 

・取組に関わってもらえるような工夫が

できれば，交流が深められ，地域の活

性化にもつながる 

・目標は１人でやるのではあまり意味

がないが，みんなで向かえると意味

がある 

南区基本計画は，区民の皆様と行政・

事業者等が協働で実施する取組を掲げ

ており，計画を広く周知するとともに，

多くの方の参加・参画のもと推進して

まいります。 
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■今後，計画を推進していく上で参考にさせていただく御意見（６０件） 
計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

みなみ力（地域

力）が息づくまち 

・南区に来た若い人へのフォローアップ

を行政と自治会が一体となって行う

ことで，若者の定着が見込めるのでは

ないか 

取組方針１「みなみ力（地域力）を支

える人づくり」の取組を進める中で，参

考にさせていただきます。 

・オンラインで高齢の方々と遊んだりす

ることでみなみ力が育まれると思う 

取組方針１「みなみ力（地域力）を支

える人づくり」の取組例「地域・学校・

行政等の連携による多世代間の区民交

流」を進める中で，参考にさせていただ

きます。 

・スマホ等を苦手とする世代にも対応し

ながら，ICT ツールの導入による世代

を超えた地域交流の活性化に期待し

ている 

取組方針２「みなみ力（地域力）を活

性化させる仕組みづくり」の取組例「円

滑な活動を支える ICT（情報通信技術）

ツールの導入推進」を進める中で，参考

にさせていただきます。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

子ども・若者が 

育つまち 

○勉強したり集まったりできる場がほ

しい（５） 

・学生が勉強できる場を作ってほしい 

・友達と集まれる場所がほしい  

など 

取組方針１「子ども・若者と育ち合う

地域づくり」や取組方針２「安心して子

育てができる環境づくり」の取組を進

める中で，参考にさせていただきます。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

健やかに暮らせる

まち 

・南区役所を職員も含めて敷地内全面禁

煙にしてほしい 

取組方針１「人生 100 年時代を見据

えた健康づくりの推進」の取組を進め

る中で，参考にさせていただきます。 

・高齢者施設を増やすなど，みんながふ

れあえる施設がほしい 

取組方針２「高齢者がいきいきと暮

らせるまちづくり」の取組を進める中

で，参考にさせていただきます。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

活力あふれるまち 

・魅力ある職場を区民，市民と上手くマ

ッチングさせる仕組みによる雇用創

出に力を入れてほしい 

取組方針１「まちの活力を支える地

域企業・中小企業の活性化」の取組を進

める中で，参考にさせていただきます。 

・高さ規制の緩和を京都市と検討してほ

しい 

 

 

 

取組方針１「まちの活力を支える地

域企業・中小企業の活性化」の取組例

「活力ある産業を支える土地・空間利

用の促進」を進める中で，参考にさせて

いただきます。 

○空き地の有効活用を（３） 

・大型複合施設の整備など空き地の有効

活用を 

・大規模な空き地を活用し，大学や研究

機関を誘致。企業が多いため就職まで

つながれば将来人口も増える 

・大型マンション用地を提供し，飲食街，

遊歩道，緑地等の立地を促す 

取組方針１「まちの活力を支える地

域企業・中小企業の活性化」の取組例

「活力ある産業を支える土地・空間利

用の促進」を進める中で，参考にさせて

いただきます。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

・工場等の道路に面した塀を展示スペー

スとし，工場の生産品等を紹介するこ

とで，企業活動を広めるとともに，地

域の活性化につなげる 

取組方針１「まちの活力を支える地

域企業・中小企業の活性化」の取組を進

める中で，参考にさせていただきます。 

・南区のシンボルとしてキャラクターが

あれば良い 

取組方針４「市民生活と調和のとれ

た観光振興」の取組を進める中で，参考

にさせていただきます。 

○ホテルを減らしてほしい（４） 

・ホテル，民宿を少なくしてほしい 

・ゲストハウスやホテルが増えすぎてい

るので，他のものも建ててほしい 

               など 

取組方針４「市民生活と調和のとれ

た観光振興」の取組を進める中で，参考

にさせていただきます。 

○交通の便が悪いので改善してほしい

（３） 

・バスの本数を増やしてほしい 

・塔南高校前のバスが少ないため，検討

してほしい        など 

取組方針５「公共交通ネットワーク

の充実」の取組を進める中で，参考にさ

せていただきます。 

○楽しめる場所やイベントを（３） 

・流行りのものやイベントを持ってきて

ほしい 

・休日に手軽に遊べる場所やイベントが

ほしい          など 

未来像「活力あふれるまち」の取組を

進める中で，参考にさせていただきま

す。 

○商業施設等のにぎわい施設を（１３） 

・テーマパークをつくってほしい 

・スーパーやショッピングモールを増や

してほしい 

・様々な人が楽しむことができるドーム

がほしい         など 

未来像「活力あふれるまち」の取組を

進める中で，参考にさせていただきま

す。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

いのちと暮らしを

守るまち 

・夜に外で騒ぐのを禁止してほしい 取組方針２「安心・安全で快適な環

境づくり」に向け，地域と警察をはじ

めとする関係機関が連携を深め，犯罪

等の予防に努めることしており，取組

を進めてまいります。 

第３章 

めざす未来像と取組 

美しく環境に 

やさしいまち 

・環境をよくするために，ごみ拾いや植

樹のボランティアに親子で参加して

仲を深めたり，楽しんでもらえる機会

があれば良い 

取組方針１「区民も来訪者もみんな

で取り組む美しいまち」の取組を進め

る中で，参考にさせていただきます。 

・カフェが併設され，緑豊かで，案内板

には点字・音声ナビが導入され，避難

場所としても活用できるような公園

がほしい 

 

取組方針３「緑化の推進・公園の活

用」の中で，参考にさせて頂きます。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

・プラ商品を減らしていく 取組方針２「地球環境にやさしい取

組の推進」の取組を進める中で，参考に

させていただきます。 

○公園やグラウンドなどを増やしてほ

しい（７） 

・子どもがボール遊びできる公園を 

・野球ができる公園を増やしてほしい 

・安価で使える体育館がほしい など 

取組方針３「緑化の推進・公園の活

用」の取組を進める中で，参考にさせて

いただきます。 

○ごみ箱を増やしてほしい（３） 

・ごみ箱の数を増やす 

・まち中に紙類を捨てられるごみ箱がほ

しい           など 

取組方針１「区民も来訪者もみんな

で取り組む美しいまち」の取組を進め

る中で，参考にさせて頂きます。 

○東寺の水をきれいにしてほしい（３） 取組方針１「区民も来訪者もみんな

で取り組む美しいまち」の取組を進め

る中で，参考にさせていただきます。 

第４章  

計画の推進に 

向けて 

○庁舎整備に経費をかけないようにし

てほしい（２） 

・デジタル化がますます進めば庁舎の在

り様も当然ながら変わる。財政難の

中，多額の経費を擁する庁舎整備は慎

重であるべき 

・区役所の新築は増税など市民にしわよ

せがいかないようにしてほしい 

「南区新総合庁舎の整備に向けた検

討」を進めるに当たり，参考にさせてい

ただきます。 

・新しい庁舎は交通の便が良いところに

建設してほしい 

「南区新総合庁舎の整備に向けた検

討」を進めるに当たり，参考にさせてい

ただきます。 

 
■全市的観点で検討すべき御意見，その他の御意見（１４件） 

計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

第１章  

計画策定に 

当たって 

（計画全体に係る

ものを含む。） 

 

・キャッチフレーズを区民から募集する

のではなく，計画を立案する側が，区

民に提案するべき 

キャッチフレーズについては，区民

の皆様に南区のまちづくりをより身近

なものとして考えていただくことを目

的として，南区基本計画策定員会での

検討案を一例として提示しつつ，広く

募集したものです。 

○コロナ対策が必要ではないか（３） 

・まずコロナ対策しっかりしてほしい。

その後，計画づくりの順番ではないか 

・もっとコロナが減る対策をしてほしい             

など 

 

 

コロナ対策は全庁をあげてしっかり

と進めてまいります。南区基本計画は，

区民の皆様や関係機関が一体となって

危機感を共有しながらも持続的なまち

づくりを進めるための指針として策定

するものです。 
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計画の項目 御意見の要旨 御意見に対する考え方 

・写真がことごとく密であり，今のご時

世に合ってない気がする 

計画冊子中の写真は，取組内容をイ

メージしやすいよう掲載しているもの

であり，実際の取組に当たっては，ソ

ーシャルディスタンスの確保等のコロ

ナ対策を十分に講じたうえで実施をし 

ております。 

・SDGs は達成がほぼ不可能な項目しか

なく，金稼ぎの道具になり下がってい

る。時代潮流に流されない南区を目指

してほしい 

国連の「誰ひとり取り残さない」を理

念とした SDGs（持続可能な開発目標）

は，本市におけるこれまでの方針と共

通するものであり，また，国際社会全

体の普遍的な目標として，その達成に

向けた取組を進めていく必要があると

考えております。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

子ども・若者が 

育つまち 

・若者やその保護者を支える存在となる

施設・制度の強化や整理をお願いした

い 

御意見の内容につきましては，全市

的な観点から検討を進めるべきものと

考えております。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

健やかに暮らせる

まち 

・災害発生時に障がい者の避難は大変な

ため，避難所と障がい者の住む施設を

一体化して避難する必要がないよう

にしてはどうか 

御意見の内容につきましては，全市

的な観点から検討を進めるべきものと

考えております。 

○ヘルスピアを存続してほしい（２） 御意見の内容につきましては，全市

的な観点から検討を進めるべきものと

考えております。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

活力あふれるまち 

・市電を復活させるべき 御意見の内容につきましては，全市

的な観点から検討を進めるべきものと

考えております。 

・京都ハンナリーズのアリーナを南区内

に建設してはどうか 

 

御意見の内容につきましては，全市

的な観点から検討を進めるべきものと

考えております。 

第３章 

めざす未来像と取組 

 

いのちと暮らしを

守るまち 

○共有の不動産（空き家）があり，処分

できず困っているため，市で引き取っ

てほしい（２） 

御意見の内容につきましては，全市

的な観点から検討を進めるべきものと

考えております。 
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６ キャッチフレーズに関する御意見 

○ 応募のあったキャッチフレーズ（６５４件）に含まれるキーワードを抽出し分類した

結果，「Ⅰ ひとのつながりに関するキーワード」，「Ⅱ 笑顔・楽しむ・明るさに関する

キーワード」，「Ⅲ 安心・安全に関するキーワード」が多くありました。 

 

○ 「Ⅰ ひとのつながりに関するキーワード」では，他のカテゴリーに比べて，一般の

方が多い傾向にあり，キャッチフレーズ案に含まれるものを除くと，「つなぐ・つなが

り」，「助け合い・協力・支え合い」，「仲間」といったキーワードが多く見られました。 

 

○ 「Ⅱ 笑顔・楽しむ・明るさに関するキーワード」は，中高生が多く，特に「笑顔

あふれる」「笑顔があふれる」「笑顔のあふれる」等のキーワードが４３件ありまし

た。 

 

この結果を踏まえて計画策定委員会で議論を行い，特に中高生から多く寄せられた「笑顔があふ

れる」とのキーワードを盛り込んだキャッチフレーズ「みなみ力ではぐくむ みんなの笑顔があふ

れるまち 南区」に決定しました。 
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【キャッチフレーズ変更案】 

① みなみ力でつながる 笑顔あふれるまち 南区 

 ② みなみ力ではぐくむ 笑顔でつながるまち 南区 

 ③ みなみ力でつながる 交通安全のまち 南区 

 ④ みなみ力で支え合う 長く暮らせるまち 南区 

Ⅰ ひとのつながりに関するキーワード 

Ⅱ 笑顔・楽しむ・明るさに関するキーワード 

Ⅲ 安心・安全に関するキーワード 

Ⅳ 健康・活力に関するキーワード 

Ⅴ まちのにぎわいに関するキーワード 

Ⅵ 歴史・伝統に関するキーワード 

Ⅶ 自然・環境に関するキーワード 


