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第３１回「嵐山交通対策研究会」及び 

第２１回「東山交通対策研究会」の開催について 

 
 京都市では，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するための交通まち 
づくり政策として，平成２２年１月に策定した「歩くまち・京都」総合交通戦略において，

観光地交通対策を実施プロジェクトの一つに掲げ，「歩いてこそ京都」と実感していただ

ける施策を推進しています。とりわけ，京都を代表する観光地である嵐山と東山において

は，地元住民や商店街の代表者，学識者，交通事業者，京都府警，関係機関等が連携・    

協働する交通対策研究会を設立し，秋の観光シーズンである１１月に，地区内の交通の  

円滑化と安全快適な歩行空間を創出するための交通対策を実施しています。 
 この度，今年度の交通対策の内容について検討するため，第３１回「嵐山交通対策研究

会」及び第２１回「東山交通対策研究会」を下記のとおり開催しますので，お知らせ    

します。 
記 

 

１ 嵐山交通対策研究会 

 （１）日時 

平成２３年１１月１日（火） 午後２時から午後３時３０分まで（予定） 

 （２）場所 

    コミュニティ嵯峨野 「嵐山」 

     住所 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町３番地の４ 

     電話 ０７５－８７１－９７１１(代表) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広報資料） 

＜御来場には公共交通機関を御利用ください。＞

○ＪＲ嵯峨嵐山駅（徒歩約１分） 

○嵐電嵯峨駅（徒歩約３分） 

○市バス・京都バス  

嵯峨嵐山駅前バス停（徒歩約５分） 

○市バス・京都バス 
角倉町バス停（徒歩約１０分） 



 （３）委員 

    ４８人（別紙２のとおり） 

 （４）議題 

   ア 平成２３年度嵐山交通対策実施計画（案）について 

   イ その他 

 

２ 東山交通対策研究会 

 （１）日時 

    平成２３年１１月７日（月）午前９時３０分から午前１１時まで（予定） 

 （２）場所 

    東山区役所大会議室（北館３階） 

   住所 京都市東山区清水五丁目１３０番地の６ 

電話 ０７５－５６１－１１９１（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）委員 

７２人（別紙１のとおり） 

 （４）議題 

   ア 平成２３年度東山交通対策実施計画（案）について 

   イ その他 

 

 

３ 会議の傍聴について 

  会議は公開とします。傍聴を希望される方は，開始１０分前までに受付にお越し願い

ます。会場の都合等により，傍聴は１５人までとさせていただきます（先着順）。 

  なお，記者席は別途用意します。 

 

 

＜御来場には公共交通機関を御利用ください。＞

○京阪「清水五条」駅下車（徒歩約１０分）

○市バス・京阪バス・京都バス 

「清水道」下車 南へ徒歩すぐ 
京阪 
清水五条駅 

東山警察署 

東山区役所 



第３１回「嵐山交通対策研究会」委員一覧 

分　　　野 委 員 氏 名

宗田　好史
宇野　伸宏

 嵯峨学区副会長 加藤　晴夫
 嵐山学区会長 芳尾　秀樹
 嵐山東学区会長 山下　正則
 嵯峨商店街会長 山本　芳男
 嵐山商店街会長 野田　　博

田中　克彦
栂　　承昭
梶原 康裕
中島　智彦
水田　潤二
八野　良次
清水　克之
水田　逸寛
横山　末松
平井　義久
山﨑　晶子
井上　和彦

 企画部広域計画課長 野田　主馬
 建政部都市整備課長 山本 　慎一郎
 道路部道路計画第二課長 木戸　一善
 京都国道事務所調査課長 中安　隆年
 企画観光部交通企画課長 浪越　祐介
 京都運輸支局首席運輸企画専門官 足立 高広

冨永　良介
加藤　千惠司
西村　元希

（１）交通政策監 水田　雅博

（２）環境政策局  環境企画部環境管理課長 宇髙　史昭

（３）文化市民局  市民生活部くらし安全推進課 樋掛　実喜雄

 商工部商業振興課長 高見　孝幸
 観光部観光企画課長 砂川　　敬
 歩くまち京都推進室交通政策担当参事 長尾　　眞
 歩くまち京都推進室長 堀池　雅彦
 歩くまち京都推進室土木技術担当部長 中村　豊彦
 土木管理部道路河川管理課技術調整担当課長 堀井　清嗣
 土木管理部西部土木事務所長 田中　徳嗣
 土木管理部西京土木事務所長 松田　尚也
 道路建設部道路環境整備課長 藤原　倫也

（７）右京区役所  区民部長 林　　建志
（８）西京区役所  区民部まちづくり推進課長 天野　和之

 企画総務部企画課長 西山　真司
 自動車部運輸課長 水本　誠二

（１０）市営嵐山観光
       駐車場指定管理者

 財団法人京都市都市整備公社業務課長 多木　信好

 歩くまち京都推進室計画推進課長 宮崎　秀夫
 歩くまち京都推進室担当課長 須原　浩樹

（２）右京区役所  区民部まちづくり推進課長 森　　知史

（９）交通局

 ７　京都市役所

 ４　業界団体等

所　　属　　・　　役　　職

 １　学識経験者

（４）大本山天龍寺宗務総長

京都大学大学院工学研究科准教授

 西日本旅客鉄道株式会社京都支社京都交流推進委員会事務局長

（２）商店街

 京都タクシー業務センター代表幹事

 京のアジェンダ21フォーラム事務局長

 京都バス株式会社運輸部部長

 西京警察署長

 嵯峨野観光鉄道株式会社取締役

（１）近畿地方整備局

 警察本部交通部交通規制課長

（３）嵐山保勝会専務理事

 ８　事務局
（１）都市計画局

 ５　国土交通省

 ６　京都府警  右京警察署長

 阪急電鉄株式会社都市交通事業本部都市交通計画部調査役

（２）近畿運輸局

 京都商工会議所地域開発・都市整備委員長

 社団法人京都府バス協会専務理事

（６）建設局

 京都府立大学人間環境学部准教授

 ２　地元組織

（５）都市計画局

（１）自治連合会

 ３　交通事業者・
　　 旅行業者

 京都市観光協会事務局長

 京福電気鉄道株式会社取締役鉄道部長

（４）産業観光局

 
 
 

（別紙１） （別紙１） 



第２１回「東山交通対策研究会」委員一覧 
分野 所属・役職 委員氏名

1 学識経験者 
京都大学大学院経済学研究科教授 岡田 知弘
武庫川女子大学名誉教授 森谷 尅久
京都府立大学人間環境学部准教授 宗田 好史
名城大学都市情報学部教授 若林 拓史

2 地元組織 

(1) 各学区市政協力委員連絡協議会及び
自治連合会 

有済学区会長(連絡協・市政協) 淺田 信夫
粟田学区会長(自治連) 安田 茂夫
弥栄学区会長(自治連) 今西 知夫
新道学区会長(自治連・市政協) 田中 正博
六原学区会長(自治連) 本政 八重子
清水学区会長(自治連) 田中 博武
貞教学区会長(自治連・市政協) 長田 止夫
修道学区会長(自治連・市政協) 濱田 健二
一橋学区会長(自治連) 田中 満
月輪学区会長(自治連・市政協) 鶴野 迪也
今熊野学区会長(自治連・市政協) 石井 良之
粟田学区会長(市政協) 正垣 勇
弥栄学区会長(市政協) 太田 磯一
六原学区会長(市政協) 平井 弘通
清水学区会長(市政協) 高橋 敏博(代行)
一橋学区会長(市政協) 坂 泰幸

(2) 交通安全対策協議会 杉浦 貴久造

(3) 商店街 

祇園商店街 北村 典生
清水道商店街 尾崎 良弘
清水寺門前会 福嶌 仁祠
清水繁栄会 山埜 義一
高台寺門前会 後藤 良博
五条坂陶栄会 木村 隆一
茶わん坂繁栄会 岡本 喜八
馬町商店会 若林 英夫

(4) 社寺 

清水寺 大西 真興
高台寺 後藤 典生
八坂神社 吉田 興隆
浄土真宗本願寺派本廟局 藤井 純惠
真宗大谷派宗務所大谷祖廟事務所 藤井 朋行
臨済宗大本山東福寺 五十部 泰至
シー・エム・エー(東福寺拝観受付担当) 森永 敏夫

3 交通事業者 
・旅行業者 

社団法人京都府バス協会専務理事 水田 逸寛
京都タクシー業務センター代表幹事 横山 末松
西日本旅客鉄道株式会社京都交流推進委員会事務局長 梶原 康裕
京阪バス株式会社運輸部管理課長 綱手 正志
京阪電気鉄道株式会社鉄道企画部課長 前田 勝
近畿日本ツーリスト株式会社京都仕入メイトセンター次長 高梨 直実

4 業界団体等 
京都商工会議所地域開発・都市整備委員長 平井 義久
京都市観光協会事務局長 山﨑 晶子
京のアジェンダ 21 フォーラム事務局長 井上 和彦

5 国土交通省 
(1) 近畿地方整備局 

企画部広域計画課長 野田 主馬
建政部都市整備課長 山本 慎一郎
道路部道路計画第二課長 木戸 一善
京都国道事務所調査課長 中安 隆年

(2) 近畿運輸局 企画観光部計画調整官 新保 一彦
京都運輸支局首席運輸企画専門官 足立 高広

6 京都府警 警察本部交通部交通規制課長 冨永 良介
東山警察署長 朝子 功三

7 京都市 

(1) 交通政策監 水田 雅博
(2) 文化市民局 市民生活部くらし安全推進課長 樋掛 実喜雄

(3) 産業観光局 商工部商業振興課長 高見 孝幸
観光部観光企画課長 砂川 敬

(4) 都市計画局 
歩くまち京都推進室交通政策担当参事 長尾 眞
歩くまち京都推進室長 堀池 雅彦
歩くまち京都推進室土木技術担当部長 中村 豊彦

(5) 建設局 
土木管理部道路河川管理課長 小林 正明
土木管理部東部土木事務所長 石塚 憲
道路建設部道路環境整備課無電柱化等担当課長 打田 剛生

(6) 東山区役所 区民部長 山口 昌巳

(7) 消防局 総務部企画課長 山根 毅彦
東山消防署警防課長 秋田 浩道

(8) 交通局 企画総務部企画課長 西山 真司
自動車部運輸課長 水本 誠二

(9) 市営清水坂観光駐車場指定管理者 財団法人都市整備公社業務課長 多木 信好

8 事務局 (1) 都市計画局 歩くまち京都推進室計画推進課長 宮崎 秀夫
歩くまち京都推進室担当課長 須原 浩樹

(2) 東山区役所 区民部まちづくり推進課長 高畑 重勝

(敬称略)

 

（別紙２） 


