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洛西ニュータウンの今後の望ましいまちづくりのあり方とその実現のための方策を調査，検討する「洛

西ニュータウンまちづくり検討会」の第４回，第５回検討会が，それぞれ3月22日，５月30日に開催さ

れました。 

第４回検討会では，昨年12月に行われたアンケート調査結果や第３回タウンミーティング「新・洛西

まち物語」の内容が報告されたほか，まちの将来像や今後の検討会，タウンミーティングの進め方等に

ついて意見交換が行われました。 

第５回検討会では，洛西ニュータウンまちづくりビジョン（素案）や，

タウンミーティングの進め方等について意見交換が行われました。 

洛西ニュータウンまちづくりビジョン（素案）は，「こんな豊かな洛西の

まちに住み続けたい 住みたい!!!」という将来像を実現するため，「住まい」，

「まちの施設」，「風景・まちなみ」，「支えあい」，「まちのサービス」，「交

流」を柱立てとし，実現に向けて住民が主役で活躍するまちづくりの方針

を示したものです。まちづくりビジョンについては，6月18日に行われた

第４回タウンミーティングの結果も踏まえ，より具体的でイメージしやす

いものとしていくよう，案をつくりあげていくことが確認されました。 

第６回検討会は，次のとおり開催する予定ですので，皆さん奮って御参

加ください。 

日時：７月２４日（月）午後１時３０分～ 

場所：洛西支所２階大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回，第５回洛西ニュータウンまちづくり検討会を開催しました 
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◆第４回検討会で出された主な意見 

・アンケートによると，全体的に洛西ニュータ

ウンの良い景観を残していくことが共通の考

えとしてあるが，将来像はそれほど一致してい

ないようである。 

 

 

 

・西竹の里テラスハウス自治会で地区計画を利

用した住環境を守るルールづくりの取組がな

されている。切り口はまちなみだが，住民が集

まって話し合われる機会となってコミュニテ

ィの活性化につながっている。子育てなどへい

ろいろ派生しながら将来のまちを考えるきっ

かけになると思う。

・まちづくりビジョンについて，長期的にすべ

きことと短期的にできることを分けて，それを

誰がやるのか，住民・行政・事業者がどのよう

な役割を担っていくのかが模索されていくべ

きである。

・洛西ニュータウンの長所や多くの市民活動等

の財産を情報発信していくことも重要な課題。

覧 
第５回検討会で出された主な意見 

サブセンターの商業機能の低下が大きな問題にな

ている。地域の核としてタウンセンターのあり

についても考える必要がある。 

キャッチフレーズは一言でいえるものでなければ

らない。総花的ではなく具体的にテーマを絞り

めるようなものが良い。 

体的に抽象的，包括的なものになっているので，

り具体・戦略的なまとめ方にして，見た人がイ

ージしやすい方向性を目指すべきである。 

かりやすくするために，「守るもの」と「新しく

くりだすもの」の二つに区分けしてはどうか。

せて担い手の議論も必要である。 

取組の活動方針は，住民・行政・事業者の各役割

図式化してわかりやすく表現する方がよい。 

広報や冊子を工夫し，今後は住民へもっとアピー

して，意見をもらえるように発信していく仕組

を検討すべきである。 

タウンミーティングにはより多くの方に来ていた
きたい。やはり生の声を聞くのが大切。 
回               
第５回検討会の様子



 

 

 
「タウンミーティング」は，洛西ニュータウンの今後の望ましいまちのあり

住民や事業者などの皆さんが参加し，互いに情報を共有し，話し合い，ともに

タイトル 三世代が交流できるまち 

１班 まちの
将来像 

多世代が交流するまち，バリアフリー
のまち，まちなみの素晴らしいまち，
交通が便利なまち，コミュニティ活動
が活発なまち 

 

タイトル 洛西のまちは魅力いっぱいのまちです 

３班 まちの
将来像 

自然が素晴らしいまち，楽しい交流の
あるまち，住んで歩いてホッとするま
ち，移動が便利なまち，買い物が便利
なまち 

 

タイトル 若い世代がまちに戻ってきた！！！ 

２班 まちの
将来像 

マンション・戸建など住まいの選択肢
のあるまち，子育て環境の整ったまち，
“おじいさんおばあさん”と一緒に住
めるまち，自然のいっぱいあるまち 

 

タイトル 子世代が帰ってくるまち 

４班 まちの
将来像 

豊かな自然とふれあえるまち，子ども
がのびのび遊べるまち，人とふれあえ
る買い物のできるまち，みんなで守る
まち 

三世代が交流できるまち 

第４回タウンミーティング（６月１８日開催） 

「洛西ニュータウンまちづくりビジョンを考える」～まちの

「洛西まちづくりビジョン（素案）」につい

ンミーティングで関心の高かった「子育て」「

ーマにした学習会を行いました。まちなみにつ

ス自治会の広瀬さんを講師として招き，地域の

策定に向け，自治会でアンケートや説明会を重

取組の周知を行っておられるといった取組を

後，４つの班に分かれ，洛西ニュータウンの将

ついて先の３テーマを中心にワークショップ形

第３回タウンミーティング（３月５日開催） 

「新・洛西まち物語」～みんなで語りあった「こんなまちにしたい！洛西ニュータウン」 

これまでの取組の流れを踏まえ，洛西のまちづくり方針をまとめるために，洛西のまちで

の将来の生活や活動をイメージしていただきました。それぞれのまちの将来像を語りあい，

その共通点や違いを相互に確認しながら，グループで「新・洛西まち物語」をとりまとめま

した。 

報告では，発表者のユーモアあふれる語り口調に会場は大いに盛り上がりました。 

全ての班で，若い世代や子育て世代等の「多様な世代が住む」ということに焦点を当てた将来像が打ち出さ

れました。将来のまちに対して，多くの人が同じような思いを抱いていると言えそうです。 

１班 
テーマ 取組 

風景・ 
まちなみ

○住民主体でまちなみを考える 
○できる人で掃除をする 
○洛西ニュータウンのまちなみの良

さをみんなで考える（知る）取組
を進める 

交 通 

○車イスが安全に通れる道にする 
○バス４社で，統一の時刻表をつく

り，ダイヤを調整する 
○ニュータウン内に循環バスを走ら

せる 
○路上駐車対策を進める 

支えあい
(子ども，
子育て，
高齢者) 

○場所を確保して多世代交流の機会
を増やす 

○小学校＆サブセンターをコミュニ
ティの拠点として活用する 

○教育の目玉をつくる 

３班 
テーマ 取組 

風景・ 
まちなみ

○愛着のもてるまちをつくる 
○ゴミのないまちにする 
○不法駐車をなくす 
○特色ある魅力をつくる 

交 通 

○歩行者と自転車のためのまちづく
りを進める 

○ＬＲＴを導入する 
○バス会社へ提案・応援する 
○バス運行を改善する 
○まちのサービス施設を充実させる

支えあい
(子ども，
子育て，
高齢者) 

○高齢者の生活を支援する 
○子育てを支える仕組みをつくる 
○大学との連携を進める 
○高齢者と若者の交流機会をつくる
○住民の手でイベントを行う 

活動支援
○まちづくり情報の共有化を進める
○まちづくり支援の仕組みをつくる
○一人ひとりが主体的な意識を持つ

第３回タウンミーティング「新・洛西まち物語」 

第４回タウンミーティング「洛西ニュータウンまちづくりビジョンを考える」を開催しました 
方と，その実現のための方策について，一人でも多くの

考えていただく取組です。 

将来像を実現するための取組を考えました 

ての報告と，これまでのタウ

風景・まちなみ」「交通」をテ

いては，西竹の里テラスハウ

住環境を守るために地区計画

ねられ，丁寧にニュース等で

御報告いただきました。その

来像を実現するための取組に

式で検討を進めました。 

２班 
テーマ 取組 

風景・ 
まちなみ 

○まちなみを守る 
○まちを美しくする 
○すばらしい街路樹を守る 

交 通 

○現状のバス交通のダイヤ，ルート
等を見直す 

○高い運賃を引き下げる 
○新しい交通システムを考える 

支えあい
(子ども，
子育て，
高齢者) 

○サブセンターや空き教室など既存
施設の有効活用を進める 

○子育ての施設やサービスを充実さ
せる 

○高齢者サービスを充実させる 
○高齢者と子どもの交流機会をつく

る 

 

 

 
 
 

４班 
テーマ 取組 

風景・ 
まちなみ 

○まちなみへの規制を強化する 
○まちの安全対策を進める 
○まちの施設を整備する 

交 通 

○地下鉄を延伸する 
○バスを再編して利便性を高める 
○ニュータウン内に巡回バスを走ら

せる 
○深夜にタクシーを活用した乗り合

いバスを走らせる 
支えあい
(子ども，
子育て，
高齢者) 

○元気な高齢者の活動機会をつくる
○学区を再編する 
○高齢者，障害者のためのバリアフ

リー化を進める 

「風景・まちなみ」に関しては、現在の整った

まちなみを守るための取組，「交通」に関しては、

バス利便性の向上，「支えあい」に関しては、多

世代交流の機会づくりや既存施設の有効活用と

いった意見が多く出されました。 

今後、これらの意見をもとにしながら「洛西ニ

ュータウンまちづくりビジョン案」をつくりあげ

ていく予定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 第５回検討会では，次の「まちづくりビジョン（素案）」について，議論されました。第５回検討会や第４
回タウンミーティングの結果を受け，第６回検討会でさらに具体化したものを議論していただきます。 

 

 

洛西ニュータウンまちづくりビジョン（素案）が，第５回検討会で示されました。 

 

 

「タウンミーティング」は，洛西ニュータウンの今後の望ましいまちのあり方と，その実現のための方

策について，一人でも多くの住民や事業者等の皆さんが参加し，互いに情報を共有し，話し合い，共に考

えていただく取組です。 

第５回タウンミーティングは，これまでの数々の取組の成果である「洛西ニュータウンまちづくりビジ

ョン案」がテーマです。皆さんに「まちづくりビジョン案」を報告するとともに，まちづくりに活躍して

おられる方々に，その活動のお話をいただく予定です。 

皆さん奮って御参加ください。 

第５回タウンミーティング「洛西ニュータウンまちづくりフォーラム」を実施します 

○住民主体のまちづくりをリードする NPO 等の活躍 

第５回タウンミーティング「洛西ニュータウンまちづくりフォーラム」 
テーマ 「洛西ニュータウンに住んでよかった! もっともっと魅力あるまちに!!」 
日 時 平成１８年８月１２日（土） 午後１時３０分～４時 
場 所 洛西支所２階大会議室 
プログラム ①「洛西ニュータウンまちづくりビジョン案」の報告 
（予定） ②フォーラム（まちづくりに活躍しておられる方々に，その活動のお話をいただきます） 
参加費 無料（事前申込み不要） 

発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《実現に向けての仕組みづくり》 
 

住民が主役でみんなが活躍するまちづくり 
○住民，自治会や市民活動グループ等，様々な活動が相互に連携
○住民，行政及び大学が地域で連携 

《洛西ニュータウンの将来像（キャッチフレーズ）》 

こんな豊かな洛西のまちに住み続けたい 住みたい！！！ 
 

将来像を実現するためのまちづくりの方針 
 

（１）住まい 

豊かで自立した生活をすごせる住まい 

○多様な世代が暮らせる住まい 
○様々な居住形態に対応できる住まい 
○高齢者や障害のある方が安心して暮らせる住まい 

 
（２）まちの施設 

みんなで守り育てるまち 
○多様な世代が交流する公園 
○みんなで守り育てる公園やみち 

 

（３）風景・町並み 

美しい風景や自然の豊かさを体感できるまち 

○優れた自然や風景が身近なまち 
○美しく，ゆとりある町並みを守っていくまち 
○四季の表情を感じることのできる緑豊かなまち 
○風景と調和した美しい町並み 
○自然や景色，町並みを守り，育て，次世代に引き継ぐまち

 

（４）支えあい 
みんなで支えあい， 

こころ豊かに安心してすごせるまち 

○子どもが安心安全に元気に育つまち 
○子育てを地域で支えるまち 
○高齢者や障害のある方の生活を支えるまち 
○みんなで支える安心安全のまち 
○自治会活動やコミュニティ活動が活発なまち 

 

（５）まちのサービス 

便利で活気あふれるまち 

○みんなが集うサブセンター 
○住民ニーズに対応した利用しやすい施設 
○バランスのとれたみんなが利用しやすいバス交通 

 

（６）交流 

元気に交流し，魅力を発信するまち 

○多様な市民活動が広がり，交流するまち 
○多様な世代を惹きつけるまちづくりが広がるまち 
○まちの魅力を発信し続けるまち 
○地域や世代を超えた交流が広がるまち 
平成１８年７月 洛西ニュータウンまちづくり検討会事務局 

（京都市西京区洛西支所，京都市都市計画局都市計画課） 

電話：332-9318（洛西支所まちづくり推進課）      京都市印刷物 第 182065 号




