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１．活動の背景と目的  

桂坂地区は、京都市の西部、西京区に位置するニュータウンである。昭和６１年のまちびらきから約２０年、

この間地域住民による主体的な建築協定の運営により、美しいまちなみを創りながら発展してきた。 

しかし、高齢化の進行、ライフスタイルの変化、また建築協定更新時の合意率の低下懸念など、これからの２

０年を考えると、課題も見え始めている。また、平成１９年９月には京都市による新景観政策が実施されるなど、

今一度地域住民が「これからも守り続けていくもの、これから創りだしていくもの」を見つめ直し、今後も桂坂

地区が輝き続け、誰もが住み続けたいと思う「まち」にするようにするにはどうすれば良いのかを考える時期を

迎えている。 

桂坂地区には、京都市内の建築協定の大半を占める４０地区が集中しており、その運営委員会の連合体として

桂坂地区建築協定協議会がある。 

桂坂学区自治連合会、各自治会、近隣の大学等の教育機関、京都市な 

どと連携し、「桂坂らしい景観」について広く地域住民とともに考え、 

そのために必要な取り組み・手法などを検討し、今後２０年に向けて、 

新たな第一歩を踏み出すこととしたい。まちづくりに関心を持つ住民の 

層を厚くすることにも、重点をおきたい。 

 また、桂坂地区では、当初から地区計画が定められており、さらに平 

成１９年から実施された京都市新景観政策の一環として景観計画区域に 

指定されている。今回、企画した取り組みは、建築協定のほか、それら 

を含めて包括的に「まちづくり」を考えていこうとするものである。とりわけ、景観については、市主導の新景

観政策の内容を、地域のより細かな特性や住民の意向を踏まえ、今後、どのように進化・深化させていくかが、

京都市の課題のひとつとなっており、当協議会の企画内容は、京都市にとって、その課題への対応として先駆的

事例となるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢桂坂地区の素晴らしさの再発見と創造｣を基本に据え、幅広い方策により、多くの住民にまちづくりに関する意

識を高めてもらおうと考えた。具体的には、「子供達の桂坂お気に入りの場所の絵の募集」、「まち歩き(芸大生編、

フォト編、歴史･自然･造形編)」、「『桂坂地区の住まい･まちづくりを考えるアンケート』の実施」、「『景観まちづ

くりフェスティバル』の開催」、｢建築協定の啓発サインの設置」、「ホームページの制作」等を行った。 

[写真１]桂坂地区の風景 

 

 

 

 

 

 

 

 
[写真 2]桂坂地区の風景 

 

 

 

 

[写真 3]桂坂地区の風景 

 

 

 

 

活動報告書 



｢住まい･まちづくり担い手事業｣総括のための実行委員会開催  H22.2.21 

 

「住まい･まちづくり担い手事業」全住民向け説明会の開催。実行委員会の正式発足。  H21.9.20 

 

活動結果の報告（活動実績報告書の提出）  H22.2.28 

 

２．活動内容  

(1)活動の概要と手順 

 ｢桂坂地区の素晴らしさの再発見と創造 ～気づき、感動し、人々に伝える～｣を基本に考えた。「住民の感性や

心の面から捉える」ことと「住民意識を論理的に分析する」という２つの方向から活動した。同時に、間口を広

くすることにより、より多くの住民にまちづくりに関する意識を高めてもらうという効果も期待した。 

  

[図 1]活動フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

[桂坂の再発見] 住民の感性や心の面から捉える [桂坂の再発見] 

住民意識を論理的に分析する 

桂坂の素晴らしさを伝え、語り合う。 人々に伝え、創造的に発展させる。 

F.｢包括的『まちづくり』に向けた課題 

の抽出と未来像の検討｣をする部会 

 

（まちづくりにかかわる人をボトムアップ！） 

 

（まちづくりへの興味と参加意識を高める！） 

 

C.[まち歩き] 

京都市立芸術大学の 

学生編  H21.11.16 

A.桂坂のお気に入り 

写真の募集 

H21.10.10～12.25 

B.子供達の桂坂お気に

入りの場所の絵の募集 

H21.12.4～12.18 

 

D.[まち歩き] 

桂坂フォトハイキング 

H21.11.21 

 
E.[まち歩き] 

歴史･自然･造形編 

H21.12.13 

 

 

｢桂坂地区の住まい･まちづくり

を考えるアンケート｣の実施

H21.11.22～12.4 

 

G.「景観まちづくりフェスティバル」の開催 

H22.2.7 

 

I.建築協定の啓発サイン等の設置 

H22.2 

 

H.ホームページの制作 

H21.10～H22.2 

 



(2)活動内容 

「住まい･まちづくり担い手事業」の桂坂での活動を､より親しみやすくするため、この事業に「桂坂夢ま

ちプロジェクト」という愛称をつけた。 

建築協定書そのものには規制内容が主に書かれており、ややもすると｢建築協定｣をネガティブイメージな

ものとして捉えられてしまうことがある。しかし、そもそも、建築協定とは住民自らが定める(一人協定で

あっても住民の意思により改廃が可能な)ものであり、原則的には前向きなポジティブなものである。建築

協定の実効性を高めるには、住民の前向きな気持ちをいかに高めかが大切である。前向な気持ちにさせる単

語として「夢」を用いた。今回のテーマが「20 年後も輝き続けるまち『桂坂』を目指して」となっている

が、将来のことであるので「夢」という意味合いが含有される。また、小学生に絵を描いてもらうことにし

たが、「子供達」という言葉のイメージと「夢」という単語の語感に重なる部分があることも、ネーミング

を決める際に意識された。 

総括するイベントも、「景観まちづくり“フェスティバル”」として、親しみやすい楽しい企画とするよう

に心がけた。 

 

Ａ：桂坂のお気に入り写真の募集 

普段まちづくりに参加する機会のない地域住民を発掘し、活動に関 

心を持ってもらうために、建築協定協議会のホームページを立ち上げ、 

気軽にお気に入りの場所の写真を応募してもらった。 

 

Ｂ：子供達の桂坂お気に入りの場所の絵の募集 

まちびらきから約２０年が経過した桂坂において、これからの２０ 

年を考えると、まちの主役は小学生たちの世代が中心となると考えら 

れる。そこで、今後のまちづくり活動への関わり、また今の桂坂への 

愛着をより増してもらうことなども視野に入れながら、桂坂の子供達 

を対象に、桂坂お気に入りの場所の絵を募集することとした。 

また、絵を描くことを通じて桂坂の景観を切り取ってもらい、子供 

達の視点による景観資源の発見も目的とした。 

 まず、ＰＴＡ会長などを通じて桂坂小学校校長・教頭に働きかけを 

行い、小学校としての活動内容や参画への了承を得た。 

具体的な活動としては、１１月に協議会作成の募集チラシ（図２） 

と画用紙を、小学校各クラスを通じて子供達に配布、内容の説明を行 

い、１２月１８日までを募集期間とした。 

その後、子供達が各自、桂坂地区内に出かけていき、それぞれのお 

 気に入りの場所を選定し描いた。結果としては１０３枚の風景画が提 

出された。 

子供達にあまり負担をかけず、なるべくたくさんの絵を集めたいと 

の考えから、募集チラシに返信用はがきを添付することを検討したが、 

小学校側からの「興味がある子供達は絵のサイズに関わらず描く」と 

のアドバイスもあり、Ａ４サイズの画用紙で募集を行うことにした。 

実際の募集に際して工夫した点としては、チラシに「名前、学年、絵を描いた場所、その場所が好きな理由」

を記入してもらう欄を作り、子供達が記入した上でその欄を切り取り、絵に貼り付けてもらうようにし、展示を

行う際の規格を統一することで会場レイアウトの向上と作業効率のアップを図った。あわせて協議会側の欲しい

情報を間違いなく収集できるようにした。また、募集チラシにおいては、子供の目線に立ち小学校低学年の児童

[写真 4]応募写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 2]募集チラシ

 

 

 



にも理解しやすい文章にするように心がけると同時に、保護者向けに「募集要項」として詳細な説明をする部分

を設けた。 

小学校側との意思疎通を密にし、全面的に協力が得られたことで、小学校から子供達に絵の募集チラシや、そ

の後の「景観まちづくりフェスティバル」のチラシを配布してもらえたことはとても良かったと感じている。子

供達が自宅に持ち帰り、家族でその内容を会話することで、家族にとっても協議会の活動への理解や興味が増す

こととなった。低学年の子供の場合にはチラシの記入欄を親が書いているケースも見られ、家庭で色々な話をし

ながら取り組んでもらえたようであり、素晴らしいことだと考えている。参加してくれた子供達からは、「次回は

またあるのか」というような、嬉しい意見ももらっている。 

応募された絵は２月７日に開催した｢景観まちづくりフェスティバル｣で展示し、当日は親子連れの来場も多く

見られた。フェスティバル全体に参加する時間のない方々でも、この絵画展だけは来られた方もおられ、協議会

の活動を広く知っていただくという側面からも効果はあったように思う。 

今回、小学校側の協議会活動への理解・協力が大きく得られたことは、今後の取り組みに対しても大いにプラ

スになる。ただし、小学校側との連絡は昼間が中心であり、職業をもつ実行委員にとっては時間の確保が課題で

あった。他の事業でもそうであるが、昼間に動ける者、事務処理が得意な者など、協議会スタッフの特質を活か

したスタッフの分担を検討する必要がある。 

子供達からの意見にもあったように、継続的にこの取り組みを続けることはぜひ検討すべきであると考えてい

る。ただ、他の事業にも共通するが、活動費の尐ない協議会にとっては事業費の確保という課題が残る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

C：[まち歩き]京都市立芸術大学の学生編/京都市立芸術大学の学生のまち歩きによる桂坂の絵画制作 

今回の事業について近隣大学である京都市立芸術大学の協力について打診したところ、美術学部デザイン科環

境デザイン研究室の藤本英子准教授より、桂坂地区を歩いた上でその印象を作品にするという課題に芸大の学生

に取り組んでもらい、その作品を地域で役立ててはどうかとの提案があり、景観資源の探索・発見という事業の

趣旨に沿って、実施することとなった。 

１１月１６日、桂坂つばき会館に美術学部デザイン科１回生の学生３１名、藤本准教授、㈶京都市景観･まちづ

くりセンターの中島課長、桂坂夢まちプロジェクト実行委員４名が集まり、藤本准教授の課題説明、実行委員か

らの桂坂地区の紹介、まちの特徴と見どころなどの説明のあと、学生に桂坂の１３の地区（自治会単位）に２～

３名ずつ分かれてまちを歩いてもらった。 

学生達はまちを歩きながら所々で立ち止まり、風景を切り取るようにスケッチしていた。まち歩き中の学生達

に印象を聞くと、「カワイイ家がある」、「公園がステキ」、「看板がほとんどなく落ち着いた感じの街なみ」などと

印象を語ってくれた。 

桂坂地区の住民ではなく、またデザインを志す学生という立場から捉えたまちの魅力が作品で表現され、私た

ち住民にとっては新鮮な部分があり、新たな景観資源の発見につながるものとなった。作品は､２月７日の｢景観

まちづくりフェスティバル｣で展示した。協議会のホームページでも紹介する。 

今回、桂坂地区とは自動車で数分の位置にある京都市立芸術大学の協力を得ることができたことは有意義なこ

とであり、今後のまちづくりに景観デザインの観点から協力をいただくなど期待したい。 

芸大生が、桂坂地区のまちのどのような場所や部分に魅力を感じたのかについて、作品の内容をさらに詳細に

[図 3]応募作品                    [図 4]応募作品                           [図 5]応募作品              [図 6]応募作品                    [図 7]応募作品

     



見て確認する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D：[まち歩き]桂坂フォトハイキング 

 わがまち「桂坂」は美しい自然と、それに調和し整然とした家並みを有している。このことを私たち住民がカ

メラを通して再発見し、住民同士がそれを共有する中で、自分たちの住環境に誇りを持ち、より大切にしていく

風土の形成を図りたい。また、カメラを持ってみんなでわがまちを歩くことを通じて、コミュニティーの成熟に

結び付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[写真 5]説明風景 

 

 

 

 

 

 

 

[図 8]作品 

 

 

 

 

 

 

 

[図 9]作品 

 

 

 

 

 

 

 

[図 10]作品 

 

 

 

 

 

 

 

[図 11]作品 

 

 

 

 

 

 

 

[図 12]作品 

 

 

 

 

 

 

 

[図 13]開催案内のチラシ(全戸配布) 

  

 

 



☆企画の概要 

 桂坂には地区の要所に近隣公園が配置され、そのエリアを象徴する自然景観ポイントとなっている。今回、桂

坂地区をできるだけ広範囲から再発見してもらうため、集合スタート基点を東・西・南の 3 カ所とし、それぞれ

３地点から桂坂野鳥遊園をゴールとするコースを設定した。 

①東：京大桂キャンパス前の御陵公園･･･京大コース 

②西：ふれあいの里公園(市の公共施設が多いエリア)･･･楽々コース 

③南：かえで自治会地区(一番早く開発された地域)･･･健脚コース 

 撮影アドバイザーとして、地域の写真同好会『山の手俱楽部』のメンバーが各コースについたが、目的は「撮

影技術」や「立派な作品」を云々するのではなく、参加者が気楽にまちを見直し、再発見することを主なる狙い

とした。 

 ゴールにて、参加者より、各人が撮影した写真の中で好みの２～３点を提出してもらい、収拾した写真を２月

７日の「景観まちづくりフェスティバル」で展示し、フェスティバル参加者による人気投票を行うこととした。 

☆実施状況 

 開催日：平成２１年１１月２１日(土) （AM10:00 スタート､12：00頃ゴール） 

参加人数：①京大コース１５名 ②楽々コース１６名 ③健脚コース１０名 

合計 ４１名（地域住民３７名、京都大学関係者４名） 

※参加者のほとんどは、行楽先や旅行先でカメラを使うことはあっても、自分たちの住むまちの景色や様子を

撮影することはなかったようで、「いったい何を撮ればよいの？？」との気持ちで参加されたようであった

が、各コースのリーダー（案内担当スタッフ）から“気に掛った何でも”、“美しいと感じた何でも”とのア

ドバイスで、歩きながら自由にカメラをわがまちに向けた。 

※参加者実績 

  願わくは、もう尐し多くの参加者が欲しかったが、秋の最中だけに他の行事との重なりや、写真撮影～作

品募集との企画にどうしても構えてしまう面もあったかのように思える。“自分の住むまちで自分自身の記

録を楽しむ”ことを今後もっと日常化したい。 

※ゴール地点の桂坂野鳥遊園「ものづくり体験館」にスタッフが待機し、ゴールした参加者が撮影した画像を

共に見ながら各自の好みの場面を本部パソコンに収容して預かった。 

※参加者の感想 

   ｢普段歩いていても見過ごしている箇所や桂坂の美しさに気付くことができた｣、｢道端の石や標識、樹木か

ら桂坂を象徴するものを発見できた｣、｢今後も春、秋の季節毎に実施してほしい｣などの声が聞かれた。 

 また、ゴール地点で撮影した画像を参加者がお互いに見ながら、選別する作業も楽しい場面であった。 

 ※｢景観まちづくりフェスティバル｣においての展示発表 

   作品数：京大コース３２点  楽々コース３１点  健脚コース２０点  計８３点 

       ２L サイズにプリント、A４台紙に貼り付け、各コース図と共に展示した。  

    フェスティバル参加者からは、それぞれのこの地に住んだ経過、歴史から来る思いと共に興味深く観賞し

ていただき、参加者各１点の人気投票を受けた。 

 提出された作品は、住宅販売案内やポスターに見られるような桂坂の美しさではなく、日常生活を通して

“桂坂・私の印象”との観点から写されたものが多く、フェスティバル参加者からは「桂坂にこんな処があ

ったの！」との声が方々で聞かれた。 

☆今回の企画の効果、意義 

 わがまちをみんなで撮影することで、“桂坂の美しさを再発見しまちを大切に思う”効果は言うまでもないが、

お互いにカメラを持ってハイキングすることによる“コミュニティーの強化”につながるメリットが大きいと考

えられる。 

 



☆今後の方向 

桂坂開設より２０年余を経過し、まち並みや自然の変化も大きい。桂坂フォトハイキングは住民同士のコミュ

ニティーの成熟を図りながら、結果として“まちの貴重な記録、歴史”を蓄積して行けるものと考えられる。ぜ

ひ定着させたい行事である。 

☆今後の運営 

 写真撮影という側面からは、地域の団体「山の手俱楽部」に写真同好会があるが、従来、住民への日常の展開

は不十分である。今回のプロジェクトを機会に、桂坂地区建築協定協議会と共に“まちづくり”の観点への側面

を持ち、フォトハイキング運営の担い手になるよう働きかけたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E：桂坂まち歩き(歴史･自然･造形編) 

主として次の３点を目的として開催した。 

①面積が広く、車やバスで移動することが多い桂坂のまちを「歩いてじっくり観察」して 日頃気がつき難

い特徴を再発見すること。 

②まちびらきから２０年余りの経過においては、住民が生活環境の整備に様々に取り組んできた歴史があり、

そうした「まちの歴史を今後に伝える」こと。 

③それぞれの地区にそれぞれの時期に来住された「住民どうしの交流」を促進しながら①②の活動を進める

こと。  

 

活動の内容 

(１)活動の手順 

  09/20 実行委員会：まち歩き活動の担当メンバーを決定 

  11/11 語り部インタビュー〈１〉 

       加藤貞雄氏（桂坂学区自治連合会広報委員長） 

      お話を伺うと同時に、桂坂のまちづくり史関連資料を提供いただき、コース案２種を決定。 

  この後スタート・ゴール会場を決定し、開催案内内容の調整を通じて詳細を決定した。 

11/25 チラシ作成（図 14） 

完成後、桂坂地区全戸に配布。 

 

[写真 6]当日の様子                [写真 7]当日の様子            [写真 8]当日の様子               [写真 9]応募作品

    

[写真 10]応募作品                [写真 11]応募作品              [写真 12]応募作品              [写真 13]応募作品

    



  12/01 語り部インタビュー〈２〉 

松尾隆夫氏（かえで地区） 

       加藤貞雄氏（桂坂学区自治連合会広報委員長） 

      お話を伺うと同時に、桂坂のまちまちづくり史関連資料を提供いただき、コースにおける見学場所･

見学内容を決定。（図 15） 

  12/03 コース下見 

  12/13 ｢桂坂まち歩き｣実施（写真 14～17） 

   02/06 ｢桂坂まち歩きマップ｣作成（図 16） 

桂坂景観フェスティバルにて配布、その後全戸配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 16]桂坂まち歩きマップ 

  

 

 

 

[図 15]桂坂まち歩きのコース（赤色の線） 

 

 
[写真 14]                        [写真 15]                      [写真 16]                       [写真 17] 

    
当日の様子（左から、峰ヶ堂の原風景コース、桂坂･石の造形コース、ミニ･ワークショップ） 

 

 

 
[図 14]開催案内のチラシ(全戸配布) 

 

 



 (２)活動内容 

  ２つのコースを設定し、それぞれ異なるスタート地点か 

らテーマに沿った見学を行い、共通のゴール地点に到着し、 

  ゴール地点である「ふれあい会館」の会議室にて、短時間 

  のワークショップを開催することとした。各コースでは、 

  それぞれ、準備段階から資料提供、コースの決定に助力い 

  ただいた加藤、松尾両氏が、語り部役をつとめた。 

  

・コース 

  「峰ヶ堂の原風景コース」 

   地区北側の山裾をたどるコースで、中世に存在した峰 

  ヶ堂城等の界隈の歴史をたずねることと、東海自然歩道、 

桂坂野鳥遊園(特別に許可いただき内部に入れていただい 

た)、小河川･水路等の水辺などの身近な自然環境に注目 

することで、桂坂地区の開発前･開発後の環境に関心をもって地区をみる体験を行う。語り部として、自治

連合会２０周年記念誌の編集を手掛けられ、同誌に「桂坂の歴史と『自然』」を執筆された加藤貞雄氏に道

中の解説をいただいた。 

  「桂坂・石の造形コース」  

  地区南部に位置する「かりん公園」を起点に、桂坂地区の特徴の１つである、緑道、各種の公園をたど

るコースで、地区のデザイン基調となっている石積みや石畳の特徴や、開発以来住民による維持管理のも

とで豊かに育ってきた樹木や植栽、住宅街のまち並みを訪ねるコースである。こちらのコースでは、語り

部として松尾隆夫氏に公園や石積み・石畳について解説をいただくと同時に、スタッフの１人（樹木医）

がコース沿いの植物の解説を行った。 

 

  ・参加者 

参加者数 合計７９名（スタッフ含む。ミニ・ワークショップ参加者数。） 

 

[表 2]参加者の構成 (参加票の集計による。当初参加票が不足したため記入しなかった参加者があった。) 

自治会名／所属 A コース B コース 不明 合計 

桂坂住民 ３３ １５ ３ ５１ 

桂坂住民以外 
（京大・Ｅﾃﾞｻﾞｲﾝ・西洋ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ） 

６ ７ ０ １３ 

不明 ０ １ ０ １ 

合計 ３９ ２３ ３ ６５ 

 

・ミニ･ワークショップ 

   今回の桂坂まち歩きは、今後も内容や時期を変えながら継続するという目標をもちつつ開催したもので、

ワークショップでは、参加者の主な意見として、歩いたコースの印象のほかに、次回以降の機会に歩いてみ

たい場所の案を募った。その結果、まち歩きの案として次のような案が得られた。 

地区内だけでなく、広く他地区にも足をのばして 

・峰ヶ堂城跡に興味がある。 

・唐櫃越を登ってみたい。 

・地区内の種々の植栽の説明。 

・天蓋の花公園から光仁天皇皇后陵に行ってみたい。 

[表 1]当日のスケジュール 

 



・付近の御陵を訪ねるコースも行ってみたい。 

・沓掛地域や御陵地域について詳しく知りたい。 

・旧街道が一番古い街道という話がある。旧街道沿いには歴史が多くある。 

 

・活動に伴うエピソード 

  チラシを全戸配布したものの、時に冷え込む１２月開催ということもあり、参加者がどの程度の人数にな

るかが不安であった。しかし実際には、予想をはるかに上回る参加者があり、参加票（名前と地区名を記入

する札）が足りなくなり、急きょ増し刷りしてミニ・ワークショップに間に合わせるなどの対応が必要にな

ったほどであった。とくに「峰ヶ堂の原風景コース」では、解説が全員に聞きとれるようにすることも容易

ではなく、グループがバラバラにならないように気をつかった。 

  多数の参加者のうちには、日頃からよくハイキング等をされている方も、あまり歩かないという方もおら

れ、それぞれの関心の持ち方を通じて参加されていた。自らの居住地域を歩くことにこれほどの関心が得ら

れたことは印象的であった。 

 

活動の効果 

 (１)住民自身で運営するまち歩き活動の意味 

   「桂坂まち歩き」は企画・運営も、また、資料の提供や語り部も、地区の住民が担当する活動で、開催当

日の成果はもとより、その準備段階での活動も重要な意味をもっていた。準備段階および開催当日の参加者

の間で次の４点において一歩進んだとの実感があった。 

・住民どうしの新たな出会いの場になる。 

・まちをみる視点や関心事の交流ができる。 

・地域の課題の発見・再発見、地域の資源の確認・再発見ができ、多くの人の間で共有できる。 

・まちの歴史の再確認ができる。（まちびらきの時代から現在までの歩みが伝わる。） 

今後も継続することにより、交流が拡がって、住民誰もがまちの解説をできるような、自立し持続力の高

いまちづくり活動につなげていきたい。 

 

(２)団体内･外との協力 

今年度は、桂坂学区自治連合会２０周年記念誌の発行とちょうどよくタイミングが合い、自治連合会と建

築協定協議会の人材が協力してこの活動を運営する形をとることができた。 

事前準備の段階で、まちびらきの頃から盛んに行われていた住民の活動を知ることができる各種の資料を

学びなおす機会もあり、住民のまちづくり活動の歴史は、頻繁に語り継ぐことが重要であることを再認識す

る機会でもあった。 

 

今後の課題と展開 

活動の継続が重要であると考えられる。今年度の「桂坂夢まちプロジェクト実行委員会」の形から、どのよ

うに継続的な運営の形に移行するか、今回の活動で得られた人のつながり･団体のつながりを活かしながら、

個々人の過度の負担にならずに、上手く継続するしくみを検討することが必要である。 

 

 

F.｢包括的『まちづくり』に向けた課題の抽出と未来像の検討｣をする部会 

桂坂地区の実態把握の為に､｢桂坂地区の住まい･まちづくりを考えるアンケート｣を実施した。調査するという

アンケートの目的だけでなく、住民各戸がアンケートに回答するという行為によって、まちづくりへの参加意識を

呼び起こすという効果も期待した。79.4％という高い回収率の自治会地区もあった。 



 

◆｢桂坂地区の住まい･まちづくりを考えるアンケート｣について  

(１)アンケートの概要 

①調査主体 ：桂坂地区建築協定協議会 桂坂学区自治連合会  

②協力主体 ：京都大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 居住空間学講座 

       ㈶京都市景観･まちづくりセンター 

③実施時期 ：アンケート票配布/2009年 11月、アンケート票回収/2009年 12月 

④回収率  ：63.7%（配布票数：3584票、回収票数：2285票） 

 

(２)アンケート結果速報の概要(抜粋) 

〈詳細は当協議会ホームページ http://www.eonet.ne.jp/~kyotokatsurazaka に掲載〉 

①現在の住まいについて 

 現在の住宅を選んだ理由については、桂坂地区の緑豊かな環境に魅力を感じた居住者が約 7 割、ついで、子

育て環境、建物の建て方についての回答が多い。以前の居住地については、京都市内が最も多い（25.4%）が、

桂坂地区内や、隣接する洛西ニュータウンという回答も多い。 

[図 17]現在の住宅を選んだ理由（複数回答）                 [図 18]以前の居住地 

  

 

 入居年度は、1990年代の前半には尐し減尐するが、1986年(昭和６１年)のまちびらき以降、現在に至るまで

新規居住者が継続している。自動車については、１台所有、２台所有がともに４割強となっている。駐車スペ

ースについては、自分の敷地内が約９割を占め、日常の身の回りの品の買い物については、約４割の世帯が桂

坂地区内のスーパーで行っているが、桂坂地区周辺（17.4%）、西京区内（21.3%）という回答も多い。 

 

[図 19]入居年度                                              [図 20]自動車の所有 

   

 

 



[図 21]日常の身の回りの品(食料品や日用雑貨など) の買い物 

  

 

②住宅、および、住宅のまわりの環境に対する満足度 

 住宅、住宅のまわりの環境、総合評価ともに８割以上が満足と回答している。住宅について項目別にみると、

「住宅の広さ・間取り」、「居間などの主たる居住室の採光」、「火災時の避難の安全性」についての満足率は約

８割である。しかし、「冷暖房の費用負担などの省エネルギー対応」、「高齢者などへの配慮（段差がないなど）」

の満足率は５割弱となっている。次に、住宅のまわりの環境について項目別にみると、「緑・水辺など自然との

ふれあい」、「まちの景観」の満足率は９割近いが、「通勤・通学などの利便」、「日常の買い物、医療・福祉施設、

文化施設などの利便」の満足率は４割に満たない。 

[図 22]住宅、および、住宅のまわりの環境に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 23]住宅に対する満足度                              [図 24]住宅のまわりの環境に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 将来不安に感じる項目については、住宅は「高齢者などへの配慮（段差がないなど）」、「地震・台風時の住宅

の安全性」が多く、住宅のまわりの環境は、「日常の買い物、医療・福祉施設、文化施設などの利便」、「治安・

犯罪発生の防止」が多い。「高齢者などへの配慮（段差がないなど）」や「日常の買い物、医療・福祉施設、文

化施設などの利便」については満足度も低い。 

[図 25]住宅について将来不安に感じる項目                [図 26]住宅のまわりの環境について将来不安に感じる項目 

（複数回答）                                           （複数回答） 

  

 

③住み替えの意向について 

 住み替えの意向があるのは約２割である。住み替えの意向がある場合、その理由は「高齢期にも住みやすい

住宅にするため」(48.1%)が最も多い。また、住み替えの意向がない場合、その理由は「現在の住宅に不満がな

いから」（50.2％）が最も多い。その他、「現在の住宅に思い入れがあるから」（27.3%）となっている。 

[図 27]住み替えの意向の有無 

 
 

[図 28]住み替えの意向がある場合その理由（複数回答）        [図 29]住み替えの意向がない場合その理由（複数回答） 

  

 

 

 



④建替え・リフォームについて 

 建替えを既に実施したのは 1.5%と非常に尐ない。リフォームを実施したのは 33.5%であった。建替え・リフ

ォームの意向については、いずれもしないが５割強、リフォームのみは約３割、両方するのは１割弱であった。

今後実施したいリフォームの内容については、「水回り設備の更新」、「外壁・屋根工事」、「内装の変更」が４割

以上であった。 

[図 30]建替え・リフォームの実施の有無 

 

 

[図 31]建替え・リフォームの意向                      [図 32]今後実施したいリフォームの内容（複数回答） 

  

 

 

⑤今後の住まい方について 

 「このまま住み続けたい」が約４割と多く、「できれば住み続けたい」とあわせると６割以上になる。「でき

れば住み続けたくない」「住み続けたくない」をあわせても 1 割に満たない。 

[図 33]今後住み続けたいか 

 
 

 

⑥自治会活動・近所づきあいについて 

 近所づきあいについては、「道で会えば挨拶くらいはする」が６割弱と最も多い。つきあいの件数も「１〜２

軒」、「３〜５軒」が最も多い。自治会への加入率は 95.1%と非常に高い。 



[図 34]つきあいの程度                                      [図 35]つきあいの軒数 

  

[図 36]自治会への加入

 

 

⑦景観について 

 現在のまち並みを保全していきたいかについては、「そう思う」が約９割、まち並みを保全するために建築に

関するルールが必要だと８割以上が考えている。入居時の建築協定に関する説明は、「あった」（58.9%）、「なか

った」（15.1%）、「覚えていない」（24.5％）となっている。建築に関するルールがあることで環境が保たれてい

ると感じたことがあるかについては約８割があると回答している。 

[図 37]現在のまち並みを保全していきたいか 

 

[図 38]まち並みを保全するためには建築に関するルールが必要か 

 

[図 39]建築協定に関して入居時にルールの説明があったか 

 

[図 40]建築に関するルールがあることで環境が保たれていると感じたことがあるか

 

 

建築協定、地区整備計画、新景観政策の認知度については、建築協定が最も高く、次いで、新景観政策、地

区整備計画となる。建築協定についての総合評価については、「妥当である」（75.4%）、「厳しい」（12.1%）、「緩

い」（5.7%）であった。項目別にみてみると、多くの項目が総合評価によく似ているが、色彩については、「厳

しい」「緩い」の割合が、総合評価に比べて多かった。 



[図 41]建築協定、地区整備計画、新景観政策の認知度 

 

[図 42]建築協定の各基準について 

 

 

⑧桂坂地区の将来像について 

桂坂地区の将来像については、「緑が豊かなまち」、「自然と身近に関わることができるまち」、「建物に関する

一定のルールがあり、まち並みに調和のあるまち」、「住宅を中心とした、落ち着いた雰囲気のあるまち」につ

いては８割以上が「そう思う」としている。「もっと多くの居住者を迎えることのできるまち」については、「そ

う思わない」が「そう思う」を上回っている。 

[図 43]桂坂地区の将来像について 

 

 



⑨回答者の世帯について 

 65歳以上人口の割合は 14.5％、75 歳以上人口の割合は 5.4%である。65 歳未満人口については、55〜64歳が

多く、25 歳〜34歳が尐ないのが特徴である。 

※アンケート回答者の世帯人員のデータであり、桂坂地区全体の実数ではない。 

 

[図 44]年齢（5歳階級別）人口の割合 

 

 

 本アンケートは、「包括的『まちづくり』に向けた課題の抽出と未来像の検討」をする部会の事業として実

施した。アンケート結果の速報については、２月７日に開催した「景観まちづくりフェスティバル」のシンポ

ジウムにて、アンケート全項目についての単純集計結果を公表した。今後、自治会別、入居時期別等、項目間

の関係についての詳細の分析作業を進めていく予定である。 

今後、アンケートの分析を進めつつ、課題の抽出と未来像の検討を行い、京都市新景観政策、地区計画、景

観協定、建築協定等についての研究を深め、具体的提言をできるようにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G.「景観まちづくりフェスティバル」の開催 

平成２２年２月７日に京都大学ローム記念館(京大･桂キャンパス)にて開催した。内容は、主にこれまでの取り 

組みの展示とシンポジウムである。前日に大雪が降り心配されたが、総参加者数は３０３名となり、大盛況とな

ることができた。門川大作京都市長、福島貞道㈶京都市景観･まちづくりセンター専務理事(前京都市景観創生監)

にもご参加いただき、それぞれ挨拶、講演があり、住民としては大いに励みになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆当日の運営内容  

 

 

 住民作品展～桂坂の写真展示と子ども絵画～ 

 3階ラウンジ 11:00 開場（16:30終了） 

[桂坂フォトハイキングの写真展示]（人気投票は14:00まで） 

[小学生による｢桂坂お気に入りの場所｣の絵の展示] 

絵画展～芸大生が描く桂坂～ 空から見る桂坂の歴史 

 2階ラウンジ11:00 開場（16:30終了） 

[京都市立芸術大学の学生による絵画作品の展示] 

[航空写真･模型の展示｢桂坂の造成と開発のあゆみ｣] 

 

シンポジウム～みんなで考える桂坂のまちづくり～ 

 大ホール12:00開場 

13:00 開会挨拶 桂坂地区建築協定協議会 会長 村上實 

        桂坂学区自治連合会 会長 菊池潤治 

13:10 来賓挨拶 京都市長 門川大作 

13:20 ｢桂坂まち歩き｣についての報告 

京都大学大学院工学研究科 准教授 神吉紀世子 

｢桂坂地区の住まい･まちづくりを考えるアンケート｣についての報告 

京都大学大学院工学研究科助教 安枝英俊 

14:05 桂坂学区自治連合会｢２０周年記念誌｣発行によせて 

 ２０周年記念誌編集委員会 委員長 加藤貞雄、副委員長 浅田泰子 

14:30 休憩 

[表 3]参加者分類

 

 

 

 

 

 

 

[写真 18]当日の様子 

 

 

 

 

 

 

[写真 19]当日の様子 

 

 

 

 

 

 

[写真 20]当日の様子 

 

 

 

 

 

 

[写真 21]当日の様子 

 

 

 

 

 

 

 
[図 45]開催案内のチラシ(全戸配布) 

 



14:40 ｢桂坂フォトハイキング｣の応募写真人気投票 結果発表（５作品） 

14:50 パネルディスカッション～２０年後も輝き続けるまち｢桂坂｣を目指して～ 

コーディネーター：桑原尚史 

(桂坂地区建築協定協議会･副会長､にれのき建築協定運営委員会･副委員長) 

パネラー： 神吉紀世子(京都大学大学院工学研究科 准教授) 

岡田直司 (桂坂地区建築協定協議会･副会長､あかしあ建築協定運営委員会･前委員長) 

大西功   (つばき建築協定運営委員会･委員長､つばき自治会･前会長) 

長坂生人 (季美が丘建築協定運営委員会･委員長､さつき自治会･前会長) 

森川宏剛 (財団法人 京都市景観･まちづくりセンター) 

15:40「桂坂のまちづくりによせて」 

     財団法人 京都市景観･まちづくりセンター専務理事 福島貞道(前京都市景観創生監) 

16:00 閉会 

 

H.ホームページの制作〈http://www.eonet.ne.jp/~kyotokatsurazaka〉 

桂坂地区建築協定協議会の内容を広報するだけでなく、今回の担い手事業の成果品である｢まち歩きマップ｣や 

応募された｢フォトハイキングでの写真｣、「子供達の桂坂お気に入りの場所の絵」、「京都市立芸術大学の学生によ

る桂坂まち歩き時の絵画作品」も掲載し、桂坂地区内外の人達に桂坂の良さを味わってもらうことにも重点をお

いた。また、京都市役所ホームページへは、桂坂地区に関係するページにダイレクトにリンクさせ、桂坂住民に

直接関係のある情報に素早くたどり着けるように工夫した。京都市ホームページに重要な情報が載っていても、

実際に、その情報が掲載されているページに到達するのに結構苦労することがあり、桂坂住民にとって、その面

での難点を解決する一助としたい。 

 尚、当協議会のホームページを探す際には、「わがまち桂坂」で検索すれば簡単にヒットできるようにした。 

 今後、ホームページの新鮮さを保ち、情報発信の一手段として、一層の充実を図りたい。 

 

I.建築協定の啓発サインの設置 

地域住民の建築協定に対する意識啓発、また協定に基づく届出への必要性の認識を促進するため、建築協定啓 

 発サインを設置した。住民の桂坂地区への愛着心をくすぐり、また、桂坂住民の一体感を高めるデザインになっ

たと評価できよう。 

  まず、啓発サインの形態や内容について、実行委員会で論議した結果、桂坂地区の全体図を表示した小看板（Ａ

４サイズ程度）を地区内のバス停ごとに設置することになった。さらに詳細について検討した結果、以下のよう

に決定した。 

・ デザインは桂坂地区全体の地図で、公共施設を除く全域が建築協定地域であることを示すよう緑色系

で塗りつぶすようにする。 

・ 文言として以下の内容を表示する。 

「桂坂のほぼ全域には建築協定が定められています」 

「この地域で建物の新築・増改築工事をされる場合は、事前の届出が必要です」 

・ 設置場所については、バス停近辺の歩道上の植栽帯、緑道内、公園入り口など１５箇所。 

・ 景観に配慮するため、看板の高さは地上から６０センチ程度。 

看板のデザインや表示内容の検討に当たっては、桂坂全体図で建築協定範囲をどのように示すかや、地図中の

公共施設名や公園名称などの表記、背景色など、また表示される文言の表現についても論議し、今後長期間人々

の目に触れるものとして、丁寧にすすめるようにした。 

最終的にシルクスクリーン印刷されたアクリルプレートに金属枞の取り付けられた啓発看板が完成し、造園業 

者に施工を依頼して、１５箇所の看板設置が実施された。 



 従来からある建築協定区域を示す看板や、京都市建築協定連 

絡協議会で新たに制作した建築協定表示プレートに加えて、今 

回の啓発サイン設置により、桂坂地域住民や外部からこの地域 

に移ってくる人々に建築協定の存在を知ってもらうとともに、 

協定に基づく届出の必要性の認識向上について期待できると考 

える。 

今後の課題として、協議会による看板の維持管理と、今後看板 

が老朽化する時期の更新について留意しておく必要がある。 

 

３．活動効果  

（1）活動効果 

｢２０年後も輝き続けるまち『桂坂』を目指して～わがまちの景観についてみんなで考えよう～｣をテーマと

し、その第一段階として｢桂坂地区の素晴らしさの再発見｣する活動を行った。第一段階としては大いに成功し

たと言えよう。と同時に｢まちづくりにかかわる人のボトムアップ｣や｢桂坂住民のまちづくりへの興味と参加意

識を高める｣ことにおいても一定の成果があったと思われる｡ 

実行委員を桂坂地区の全住民を対象に募集したことにより､まちづくりへの参加の輪を広げることができた｡

また、桂坂学区自治連合会との協力体制をとったことにより、様々の面において力強い効果が上がった。京都

大学や京都市立芸術大学と｢まちづくり｣という面から連携ができたということは、今般の担い手事業のみなら

ず、今後の桂坂地区にとっても大いなる財産になると思われる。 

 

（2）団体内･外の評価 

実際の発言を以下に列挙する。 

・ 今回、関わってみてすごい人がたくさんいると感じた。そんな方々が自主的にまちづくりに関わって

いる桂坂地区はやはり素晴らしいと思う。 

・ フェスティバルは成功だが、今後の取り組みをどう続けるかが大切である。続けないと景観は良くな

らない。ローム記念館で聞けた話はとても充実していて、感激した。 

・ 参加者が３００人というのは、実際にすごいと思う。 

・ 今回の補助事業は、「住まい・まちづくり担い手事業」とのことであったが、担い手をつくるという

趣旨でも成功であったと感じている。ただ、これからお金もない中で、若い人も含めてどう｢担い手｣

を育成する仕組みをつくるのかが課題だと思う。 

・ 京都大学としても今後も継続して関わっていきたい。今回のような特別な事業がなくても続けていけ

るよう、検討が必要である。みんなが「まちづくり」を知っているという状況にしていきたい。 

・ やはり継続していけるやり方を模索する必要があると感じている。 

・ フェスティバルという成果はあったが、それまでのプロセスが大切であり、評価すべきであると思っ

ている。引き続きゆるやかでもいいから続けることを期待している。 

・ 今回、実行委員として関わらせてもらい、色々取り組ませてもらったが、当日、自分所属している建

築協定運営委員会(自治会)からはどれくらい参加したのかが気になっている。地区のこともしっかり

とやっていきたい。運営委員会の役員は今年度で終わりだが、バトンタッチがテーマだと思う。引き

続き何らかの形で関わりを継続し、また応援もしていきたい。 

・ 今回の成功は京都大学のみなさんの役割がやはり大きいと思う。今後はもう尐しゆるやかな形で継続

していけばいいのではないか。桂坂学区自治連合会との住み分けも尐し考える必要がある。 

・ やはり、うまく次の人に引き継ぐことが大事である。 

・ 産学官民の協働でできたことが、今回の成功となったと感じている。取り組み内容もバラエティーに

[写真 22]設置例

 

 

 

 

 



富んでいたのが良かった。今後も、うまく桂坂学区自治連合会と一体でやっていくべき。 

・ この短期間によくできたと感心している。建築協定協議会以外をうまくつなげたことが良かったと感

じている。どこがやるかということは問題ではなく、エネルギーのある所がやるべきだと思う。隣近

所でも、最近よく話題としてこの取り組みのことを聞くようになった。 

・ 今回、様々なつながりがこの取り組みを通じて作れたことは大きいと思う。このつながりが今後の継

続にとって大きな財産となる。また、今後の取り組みには、様々な参加レベルを考えておくべきだと

思う。高いレベルから、簡単な一歩で関われることまで用意しておくと、それぞれが楽しく関われる。

やはり楽しくないと継続しないので、そこは大切。 

・ 各地区の建築協定での取り組みがまず原点である。この協議会が各地区をうまくリードしてもらえれ

ばと思う。みんなで心を合わせることが大切。また地区で取り組む中では、問題が起こる前の｢事前

対策｣が重要だと感じている。 

・ 桂坂学区自治連合会へ報告とお礼に行ったが、よくやったと言われた。最近、様々な所でこの建築協

定協議会がよく頑張っていると言われ、嬉しく感じている 

 

４．今後の課題  

｢桂坂地区の素晴らしさの再発見｣と 

いう点においては一定の成果があった 

が､まだまだ、深く広く掘り下げていく 

余地がある。今後も継続して活動を行 

うことが重要であるし、また、そうし 

ないとせっかく住民意識を高めるきっ 

かけを作ったものが消えていってしま 

う。住民意識の継続とともに、制度面 

への反映も重要である。「包括的『まち 

づくり』に向けた課題の抽出と未来像 

の検討｣をする部会においては、｢桂坂 

地区の住まい･まちづくりを考えるアン 

ケート｣の実施をしたが、現時点での発 

表は速報段階であり、平成２２年７月 

頃に最終分析が完了する予定である。 

平成２２年２月２１日の実行委員会時 

には、京都市･都市計画局都市景観部 

景観政策課の方を講師に招き勉強会を 

行った。今後、京都市新景観政策の進 

化･深化や、地区計画の検討など、京都 

市とのパートナーシップを大切に、住 

民主体のまちづくりを一層、推し進め 

ていくことが重要であると思われる。 

 

５．今後の展開  

平成２２年２月２１日に｢住まい･まちづくり担い手事業｣総括のために実行委員会を開催し、この実行委員会の形

態を残し、今後も継続的に活動していくこととした。今回の｢住まい･まちづくり担い手事業｣が、２０年後も輝き続

けるまち「桂坂」を目指す｢新たなスタート｣となったと言えるよう、一層の進展を期待したい｡ 

 
[図 46]新聞掲載記事(京都新聞 H22.2.6朝刊) 

 


