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東山自然緑地の再整備に関する市民意見募集の結果について 

 

 京都市では，琵琶湖疏水沿いに位置する東山自然緑地を平成２８年度から平成３２年度

までの５箇年かけて「四季の花木を楽しめる京都の新しい花の名所」となるよう再整備に

取り組んでいます。 

 この度，東山自然緑地の再整備案に関する市民意見募集の結果をとりまとめましたので

御報告いたします。 

 

１ 東山自然緑地の再整備に関する市民意見募集について（ 別紙１ ）参照） 

 ⑴ 再整備案について 

  ア 再整備のコンセプト 「四季の花木を楽しめる京都の新しい花の名所づくり」 

  イ 再整備の基本方針 

  （ア） 疏水沿いの彩りの連続性確保 

  （イ） 四季を通じて彩り（花）が楽しめる広場づくり 

  （ウ） 自然の豊かさが感じられる樹林づくり 

  （エ） 老朽化施設の更新，その他必要施設の整備等 

  （オ） メリハリを付けた整備（広場への重点投資） 

  ウ 事業期間 平成２８年度～平成３２年度 

 

 ⑵ 市民意見募集について 

  ア 募集期間 

  平成２８年１２月１２日（月）～ 平成２９年１月１６日（月） 

  イ 募集方法 

  郵送，ＦＡＸ，ホームページご意見募集フォーム，電子メール 

 

２ 「東山自然緑地 再整備（案）」市民意見募集結果（ 別紙２ ）参照） 

 ⑴ 回答数：１５０通，意見総数：２９８件 

 

 ⑵ 再整備案の感想 

 ９割以上の方が“良い”（たいへん良い又は良い）と回答（１３８通／１５０通） 



 

３ 「東山自然緑地の再整備（案）」に関する主な御意見と本市の考え方について 

（ 別紙３ ）参照） 

 ⑴ 再整備の基本方針・工事の進め方などに関する御意見（計 ２４９件） 

ア 再整備のコンセプトについて（３０件） 

「花いっぱいにしてほしい」「案どおり進めてほしい」など，再整備案を評価す

る御意見を多数いただいた（２５件）。 

イ 再整備の基本方針について（１７８件） 

基本方針のうち，老朽化施設の更新（基本方針④）に関する御意見が突出して多

かった（１５９件）。施設別ではトイレ（３０件），園路（２８件）に関する御

意見が多かった。 

ウ 工事の進め方及び事業期間について（４１件） 

 利用制限を少なくするための配慮に関する御意見（工事範囲を分割するのは良

い方法だと思う等／２０件）と，事業期間に関する御意見（事業期間を短縮して

ほしい等／１６件）などが寄せられた。 

 ⑵ その他の御意見（４９件） 

 管理に関する御意見（２６件），公園以外の施設等に関する御意見（２０件）など

が寄せられた。 

 

４ 東山自然緑地にあったらよいと思う樹木（花木）について（ 別紙４ ）参照） 

 ８６種類の樹木の提案があり，最も多かったのは「サクラ」（３７件），次に「モ

ミジ」（１９件）という結果であった。 

 

５ 今後の予定について 

⑴ 今回，いただいた御意見や本市の考え方を踏まえて，再整備案の下，東山自然緑

地の再整備事業を進めていきます。 

 なお，樹木（花木）については，植栽場所の地形や地質，景観特性等を考慮しなが

ら，御提案いただいた樹木を植栽するよう努めていきます。 

⑵ 今後のスケジュールについて 

 年度 内 容 

平成28年度 市民意見募集の実施，給排水設備工事及び支障木伐採開始 

平成29年9月頃 トイレ１棟（一燈園付近）完成予定 

平成30年3月頃 トイレ２棟（疏水広場付近，天智天皇陵付近）完成予定 

平成29年度～32年度 市民意見募集結果を踏まえて再整備工事を実施 
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「東山自然緑地 再整備（案）」市民意見募集結果 

 

１ 回答者の属性等 

項 目 結 果 

募集期間 平成２８年１２月１２日～平成２９年１月１６日（３６日間） 

回答数 計 １５０通 

回答者 年齢 20歳未満：０通  40歳代：２５通  70歳代：  ２９通 

20歳代： ５通  50歳代：２６通  80歳代以上：１１通 

30歳代： ９通  60歳代：４３通  未記入：   ２通 

 〃  性別 男性：８９通  女性：５６通  未記入：５通 

 〃  居住地 山科区内：１１２通  京都市外：１２通 

京都市内： ４７通  未記入：７通 

 

２ 再整備案の感想 

項 目 結 果 

再整備案の感想 たいへん良い：９１通  良い：４７通  改善必要：１２通 

（※たいへん良い＋良い＝１３８通） 

 

３ 寄せられた御意見の内訳 

項  目 意見数 

◎意見数 総計  ２９８件 

（意見内訳）  

◆ 再整備の基本方針・工事の進め方などに関する御意見  ２４９件 

 ○ 再整備のコンセプト   ３０件 

 ○ 再整備の基本方針  １７８件 

  ・方針①（疏水沿いの彩りの連続性確保）    （7件） 

  ・方針②（四季を通じて彩り（花）が楽しめる広場づくり）    （7件） 

  ・方針③（自然の豊かさが感じられる樹林づくり）    （5件） 

  ・方針④（老朽化施設の更新，その他必要施設の整備等）   （159件） 

        （施設別内訳）トイレについて   （30件） 

               園路について   （28件） 

               上記施設以外   （101件） 

  ・方針⑤（メリハリを付けた整備（広場への重点投資））    （0件） 

 ○ 工事の進め方及び事業期間   ４１件 

  ・利用制限を少なくするための配慮   （20件） 

  ・トイレ建替の優先的実施    （5件） 

  ・事業期間等   （16件） 

◆ その他の御意見   ４９件 

 ・管理に関すること（維持管理を充実してほしい など）   （26件） 

 ・公園以外の施設等に関すること（公園までの道がわかりにくい など）   （20件） 

 ・その他    （3件） 

別紙２ 





 

「東山自然緑地の再整備（案）」に関する主な御意見と本市の考え方について 

（意見総計 ２９８件） 

 

 

Ⅰ 再整備の基本方針・工事の進め方などに関する御意見     （計 ２４９件） 

 

１ 再整備コンセプト（四季の花木を楽しめる京都の新しい花の名所づくり）について 

                                （計 ３０件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・花いっぱいにしてほしい 

・案通り進めてほしい 

２５  東山自然緑地が京都の新しい花の名所と

なるよう取り組んでいきます 

・再整備する必要はないと思う 

・税金の無駄遣いではないか 

・再整備もよいが子供が安心して遊

べる公園をもっと増やしてほしい 

４  東山自然緑地は多くの方々に利用されて

おりますが，開園後４０年を経て，再整備

が必要な状況です。当緑地は約２０haとい

う広大な面積であるため「メリハリを付け

た整備」を方針に掲げ，整備費を抑制する

こととしております（基本方針⑤）。ま

た，本市では身近な公園（街区公園）の再

整備や古くなった遊具の更新等も進めお

り，今後も引き続き，子供が安心して遊べ

る公園の充実にも取り組んでいきます 

・綺麗になって人が多くなりすぎて

も困る 

１  再整備により，現在より多くの方々の来

園が想定されますが，将来，何らかの問題

が発生した場合には，関係部局が連携して

対応策等を検討していきます 

 

２ 再整備の基本方針について                 （計 １７８件） 

（１）基本方針①（疏水沿いの彩りの連続性確保）について      （計 ７件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・琵琶湖疏水通船からも花が見られ

るようにしてほしい 

４  基本方針①のとおり，疏水沿いは必要箇

所にサクラやモミジなど，新しい樹木を植

栽するとともに，通船からも花が楽しめる

よう配慮していきます 

・西側はサクラ，東側は紅葉が少な

い 

２  御意見を参考にしながら進めていきます 

・人工的な疏水にモミジは合わない

のではないか 

１  東山自然緑地は紅葉の名所としても皆様

に親しまれていますので，基本方針①に基

づいて，モミジやその他紅葉が美しい樹木

を植栽していきます 

 

別紙３ 
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（２）基本方針②（四季を通じて彩り(花)が楽しめる広場づくり）について （計 ７件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・誰もが安心して憩えるようにして

ほしい 

・子供たちが安心して遊べる広場に

してほしい 

４  広場にはベンチや遊具，健康遊具などを

設置して，様々な年代の方々の利用に対応

できるよう配慮していきます。 

・それぞれの広場に特徴をもたせて

はどうか 

３  御意見を参考にしながら進めていきます 

 

（３）基本方針③（自然の豊かさが感じられる樹林づくり）について  （計 ５件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・樹木が多すぎる ２  基本方針③のとおり，大木はできるだけ

保全し，枝払い等で対応していきます。な

お，老朽化樹木については，基本方針④に

従って伐採していきますが，サクラの老木

に希少種（蝶）が生息している可能性があ

ることがわかりましたので，一部の老木を

存置します 

・自然を残してほしい ２  基本方針③のとおり，自然の豊かさが感

じられるよう進めていきます 

・疏水対岸（北側）も整備が必要 １  北側斜面（公園区域内）も園路から良く

見える箇所の樹木の整理等を行う予定です 

 

（４）基本方針④（老朽化施設の更新，その他必要施設の整備等）について（計１５９件） 

 ① 基本方針④全般について                   （計 ９件） 

市民意見の要旨 件数 本市の考え方 

・老朽化施設の整備はとても良い ９  基本方針④に基づいて，施設の更新を進

めていきます 

 

 ② トイレについて                      （計 ３０件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・綺麗に直してほしい １６  工事の進め方②のとおり，老朽化が進ん

だトイレ３棟を建替えます 

・トイレを増設してほしい ６  トイレは，費用面や必要性等を総合的に

判断し，工事の進め方②のとおり，老朽化

が進んでいる３棟の建替を実施します 

・洋式トイレが欲しい 

・トイレは和式のほうが良い 

・トイレはバリアフリー化すべきだ 

４  新しいトイレは洋式と和式を組み合わせ

たバリアフリー対応のものとしていきます 

・トイレは園路から近い場所が良い 

・存置するトイレも目隠しをつくる

など配慮がほしい 

４  御意見を参考にしながら進めていきます 
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 ③ 園路について                       （計 ２８件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・石や水溜りがあって歩きにくい ２２  基本方針④のとおり，園路は歩きやすく

なるよう再整備していきます 

・舗装は歩きやすく雨水を吸収しや

すいものがいい 

・砂利道としてほしい 

・レンガ風の歩道にしてはどうか 

５  基本方針⑤（メリハリ付けた整備）のと

おり，広場整備に重点をおいて進めていく

ため，園路は一般的な土系の舗装で進めて

いきます。なお，現在，一部の園路に敷か

れている砂利は，疏水の維持管理の支障と

なる可能性があるため，除去する予定です 

・園路をバリアフリー化してほしい １  地形上，すべての園路をバリアフリー化

するのは困難なため，主要道路からトイレ

までの動線をバリアフリー化していきます 

 

 ④ 照明灯について                      （計 １７件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・照明灯を増設して，安心して通行

できるようにしてほしい 

１７  御意見をふまえ，照明の障害となってい

る樹木の伐採や枝払いを行い，明るさを向

上させるほか，特に暗い箇所には照明灯を

増設するよう対応していきます 

 

 ⑤ ベンチ・野外卓について                  （計 １１件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・ベンチ，野外卓を綺麗に直してほ

しい 

・ベンチを増設してほしい 

６  基本方針④のとおり，老朽化したベン

チ・野外卓を更新していきます。なお，ベ

ンチ，野外卓の基数は，再整備を進めてい

くなかで検討していきます 

・ベンチ・野外卓は老朽化しにくい

ものとしてほしい 

・間伐材を使用してほしい 

５  ベンチは「京都市公共建築物等における

木材利用基本方針」に基づいて“みやこ杣

木”で製作したものを設置します。野外卓

については，老朽化しにくい素材を採用す

る予定です 

 

 ⑥ サイン（看板）について                  （計 １１件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・公園案内図や周辺地図がほしい 

・ジョギング距離看板を更新してほ

しい 

・花や樹木に名札をつけてほしい 

・火気禁止の看板を増やしてほしい 

１１  御意見をふまえ，案内看板や禁止事項の

看板を充実させる方向で進めていきます 
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 ⑦ 老朽化樹木，支障木の伐採について              （計 ９件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・老木・枯木等を整理してほしい ９  基本方針④に基づいて老朽化樹木の伐採

を進めていきますが，サクラの老木に希少

種（蝶）が生息している可能性があること

がわかりましたので，一部の老木を存置し

ます 

 

 ⑧ 駐車，駐輪施設などについて                 （計 ７件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・バイクや自転車が乗入できないよ

うにしてほしい 

５  園路は，生活道路となっている箇所があ

るため，全域をバイク等の乗入禁止とする

ことはできませんが，注意喚起の看板を充

実させるなどの対策を行っていきます 

・駐車場もしくはタクシー乗り場を

つくってほしい 

１  東山自然緑地内には駐車場やタクシーア

クセスを整備できるような場所はありませ

ん 

・駐輪場があると来園者の増加が見

込めるのではないか 

１  駐輪場を整備する予定はありませんが，

今後の参考とさせていただきます 

 

 ⑨ 遊具，健康遊具について                   （計 ５件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・丸太等を使用した遊具など，もっ

と楽しめる色々な遊具がほしい。 

・幼児が遊べる遊具がほしい 

３  遊具については，再整備にあたり，皆様

に楽しんでいただけるものに更新していき

ます 

・健康遊具を機能的に配置してほし

い 

２  健康遊具は，現在遊具が設置されている

広場に併設する予定です。また，その他の

広場にも可能な範囲で導入を検討していき

ます 

 

 ⑩ プール，水路について                    （計 ５件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・プールを使えるようにしてほしい 

・第一疏水の旧水路を復活してほし

い 

５  基本方針②（四季を通じて彩りが楽しめ

る広場づくり），基本方針⑤（メリハリを

付けた整備）に基づき，プールと水路（一

部）を撤去し，跡地を広場としていきます

（広場の拡大，充実） 
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 ⑪ 四 阿
あずまや

（休憩所）について                   （計 ４件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・休憩所を新しくしてほしい 

・ベンチの上に屋根を作ってほしい 

・ステージを備えた屋根付き休憩所

がほしい 

４  東山自然緑地は周囲に豊かな緑があり，

十分な緑陰もあるため，原則として新たな

休憩所や屋根つきの施設の整備は考えてお

りません。なお，既存の休憩所等は老朽化

が進んでいるため，これらを撤去し，新た

なベンチや野外卓を設置した休憩スペース

とする予定です 

 

 ⑫ その他の施設などについて                 （計 ２３件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・簡易グラウンドがほしい 

・ドッグランがほしい 

・バーベキュースペースがほしい 

５  広場は，様々な花木を植栽して四季を通

じて彩りを楽しんでいただく場所としてい

く方針なので（基本方針②），これら施設

の整備は考えておりません 

・ゴミ箱を設置してほしい 

・観光シーズンは仮設ゴミ箱を設置

してはどうか 

４  本市の公園は原則としてゴミ箱を設置し

ておりません。引き続きごみの持ち帰りに

御協力をお願いします 

・防犯カメラを設置してほしい 

・電話ボックスがほしい 

３  防犯カメラの設置は考えておりません。

なお，地域の方々が自主的に設置していた

だくことは可能ですので，公園管理者に御

相談ください。電話ボックスは公園事業で

整備することはできません 

・災害時に使用できる施設を整備し

てほしい 

３  本市では都市公園の防災機能強化のた

め，かまどベンチや非常用簡易トイレの整

備に取り組んでいますが，東山自然緑地に

おいては，山林火災や水質低下（疏水）の

原因となってしまうおそれがあるため，こ

れらの施設の整備は考えておりません 

・花壇を作ってほしい ３  花壇は維持管理が困難なため，整備する

予定はありません。ただし，再整備期間中

に継続的なボランティア活動の申し出があ

った場合は，設置を検討していきます 

・階段に手すり・スロープを設置し

てほしい 

２  地形上，全ての階段にスロープを設置す

ることはできませんが，著しく老朽化して

いる手すりは更新していきます 

・水飲み場がほしい ２  水飲み場は，配管を含めた整備が必要と

なるため，可能な範囲で対応していきます 

・獣害対策をしてほしい １  獣害対策は，予測が困難なので，可能な

範囲で対応していきます 
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３ 工事の進め方について                    （計 ４１件） 

（１）利用制限を少なくするための配慮について          （計 ２０件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・工事範囲を分割するのは良い方法

だと思う 

１１  工事の進め方①（利用制限を少なくする

ための配慮）のとおり，再整備期間中は，

できるだけ利用制限が少なくなるよう配慮

していきます 

・工事中は安全を最重点にしてほし

い 

・工事方法は引き続き十分な配慮が

必要 

７  工事中は，安全の確保をすべてに優先さ

せて進めていきます。工事方法についても

引き続き配慮しながら，必要な措置を講じ

るよう努めていきます。 

・工事箇所，時期を事前に周知して

ほしい 

２  御意見をふまえ，工事箇所，時期はでき

るだけ早く周知するよう対応していきます 

 

（２）トイレ建替の優先的実施について               （計 ５件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・トイレを最優先とするのは良いこ

とである 

５  工事の進め方②（トイレ建替の優先的実

施）のとおりトイレ整備を優先的に進めて

いきます 

 

（３）事業期間等について                    （計 １６件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・事業期間を短縮してほしい １４  東山自然緑地は広大な公園（緑道）であ

り，また，工事範囲を全面閉鎖せずに工事

を進めていく予定のため，どうしても事業

期間が長くなってしまいます（５年間）。

御理解ください 

・どこまで整備できたか広報すると

市民の期待も高まると思う 

２  御意見をふまえ，整備の進捗状況のお知

らせ方法について検討していきます 
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Ⅱ その他の御意見について                   （計 ４９件） 

 

１ 管理に関すること                      （計 ２６件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・整備後の管理にしっかり取り組んでほしい 

・トイレを綺麗に保ってほしい 

・バイク乗入，猫の餌やり等の取締を強化してほしい 

・管理の市民参加を促進するための検討が必要 

など 

２６  今後の参考とさせ

ていただきます 

 

２ 公園以外の施設等に関すること                （計 ２０件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・公園までの道が分かりにくい。 

・周辺道路の整備，改修をしてほしい 

・イルミネーション等で集客してはどうか 

など 

２０  今後の参考とさせ

ていただきます 

 

３ その他                            （計 ３件） 

御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・女性の意見を多く聞いてほしい 

など 

３  今後の参考とさせ

ていただきます 
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東山自然緑地にあったらよいと思う樹木（花木）について 

 

項 目 結 果 

提案件数 ９９件 

樹木の種類数 ８６種 

提案が多かった樹木 サクラ３７件，モミジ１９件 

 

（提案があった樹木一覧） 

区 分 樹 木 名 

高木 アカシア，イチョウ，イチイ，イチイガシ，イロハモミジ，ウバメガシ，

ウメ，エドヒガン，カツラ，キンモクセイ，ギンモクセイ，クヌギ，ク

リ，ケヤキ，コブシ，サクラ，サザンカ，サルスベリ，シダレザクラ，シ

ダレヤナギ，暖地サクランボ，ツバキ，トチノキ，ナナカマド，ナラ，ネ

ズ，ノムラモミジ，ハクモクレン，ハナミズキ，ヒノキ，ブナ，マツ，マ

ンサク，メタセコイア，モクレン，モチノキ，モミ，モミジ，モモ，ヤブ

ツバキ，ヤマザクラ，ヤマボウシ，ヤマモモ，リンゴ 

中低木等 アジサイ，ウツギ，エリカ，オトコヨウゾメ，カシワバアジサイ，カンツ

バキ，クチナシ，コデマリ，サツキ，サンシュユ，シャクナゲ，ジンチョ

ウゲ，スイフヨウ，スオウ，タケ，ツツジ，ツリバナ，ドウダンツツジ，

ナツハゼ，ナンテン，二季咲き紅ドウダンツツジ，ハギ，バラ，フジ，ボ

ケ，ミツバツツジ，ミツマタ，ムクゲ，ヤマツツジ，ヤマブキ，ユキヤナ

ギ，ライラック，レンギョウ，ロウバイ 

草本類 カタクリ，皇帝ダリア，コスモス，シバザクラ，ツルボ，菜の花，ネジバ

ナ，ヤブラン， 

その他 色鮮やかな花，害虫がつかないもの，香りのある花，紅葉する木，丈夫な

木，多種多様なサクラ，地域の自然に合わせた樹木，冬でも色を付ける

木，株立ちの高木，近隣の山にあるような低木，広葉樹，紅葉する木，多

種多様なサクラ，茶花，苗木，歴史のある木，若い木 など 

 

別紙４ 


