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堀川通は上賀茂神社、二条城、西本願寺の 3つの世界遺産をつなぐ
にぎわいの文化軸であり、
北山と鴨川の自然をまちなかに運ぶ「風の道」ともいうべき環境軸です。
戦時中の建物疎開（空爆の延焼を防ぐ空地化）や戦後の堀川の埋め立てで、
車道がたくさんあるだけの魅力のない景観になってしまいましたが、
古代から近代にかけては都の文化とにぎわいの中心でした。

車中心の社会となって「道を歩き道で集う」楽しさが軽視されがちですが、
近年、健康づくりや海外からの観光でこの通りを歩く人々が増えています。
「未来のみどり」を育てることで、
堀川通がふたたび京都の魅力の中心＝都大路となると私たちは考えます。
都市環境は日々、更新します。市民と行政が明確な目標を持ち、
さまざまな機会をとらえて改良を続けるならば、まちは生まれ変わります。

例えば 2016 年に二条城前の広場は、
観光バス駐車場からゆとりのある広場に改修されました。
世界遺産となった二条城は、堀川通など周辺の都市景観と結びつくことで
大きな価値を発揮するのですが、
駐車場が景観を台無しにしていることに気づいたのです。
四条通の歩道拡幅事業（2015 年）も長い目で見れば、
都心の価値を高めたことがわかると思います。
明確な方向性をもってこのような改良を積み重ねることが、
堀川通の風格や快適さを育むでしょう。

自然や人間の多様な活動を受け入れる都市空間は、
単一の機能に陥らない多様性を持ったデザインであるべきです。
広い幅員を持った堀川通であれば様々な工夫が可能です。
安易な解決策を取らずに、豊かな空間をつくりたいものです。
そのためには、目の前に事業がなくとも、
みどり豊かな未来像と様々なみどりのデザインをストックしておくべきでしょう。

ローマは 1日にして成らずといいますが、
堀川通の再生は単発の事業で短期間に達成することはないでしょう。
様々な事業を組み合わせ、機会あるたびに改修を重ねることになるので、
常にビジョンを掲げ、向かうべきベクトルを明らかにしておく必要があります。
また、時々、それを取り出してバージョンアップする必要もあるでしょう。
その第一歩としてアイデアブックを発行します。

21世紀にアップデートする堀川通のビジョン

　なお、このアイデアブックは 2018 年 9 月に行ったシンポジウムで
の発表を独自にアレンジしたものです。河合嗣生先生、駒井修先生、
酒井弘先生には発表をしていただき、写真を提供していただきました。

また、藤本典昭先生（NPO 自転車活用推進研究会）からは海外の自転車道
の写真、（公財）京都市都市緑化協会からは和の花の写真をご提供いた
だきました。お礼申し上げます。

2019 年 3 月

堀川みどりのまちづくり会／アイデアブック編集委員会
開発比差子、佐藤正吾、真田幹雄、真田博子、柴田晴美、辻野隆雄、中村伸之（編集統括）、西村勇、
福永重孝、福永真理、松石敏治、松元美抄、渡辺敦子 

連絡先：nnnet58@icloud.com（中村）
KOTO DESIGN Inc.
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１．堀川通の風景

■ 3 つの世界遺産をつなぐ都大路
　50m の広幅員を活かしたまちづくりが求められます。
歴史的にも古代・中近世の物流の主軸で、3 つの世界
遺産があります。
　近年、商業・業務機能が東部に集中し堀川通はやや「町
はずれ」になった感がありますが、人口の分布をみれば、

東西に人口密集地がある堀川通は都大路＝中心軸にふ
さわしいと言えます。
　堀川通の東西に広がる都市域を意識することで、多
様な文化を取り込んだ、まちづくりの可能性が見えて
くるのではないでしょうか？

■風景の変遷
　堀川は時代の流れを反映し、その時々の文化を生み
出します。

堀川通を北に延長すると「神
こ う

山
や ま

」に突き当たります。
上賀茂神社がお祀りする賀

かもわけいかづちのかみ

茂別雷神は、神山の頂上に
ある磐

い わ

座
く ら

に、ご降臨されたということです。

古代から近現代の都市域の歴史的な変遷

堀川通の突き当りにある神山（Google マップを加工） 上賀茂神社と神山（案内板に描かれた復原図）

250m メッシュでみた京都盆地の人口の分布

国宝『舟木本 洛中洛外図屏風』（岩佐又兵衛作）。一条戻り橋で物資を運ぶ牛
や橋占いをする人たちの姿が描かれている。江戸時代初期の騒然とした世情
が描かれている。

堀川が舞台となった映画『夜の河』（1956 年）のⅠシーン。ヤナギ並木とチン
チン電車が特徴。

50m の広幅員となった今の堀川通。

堀川で友禅染の板を洗う風景。東堀川通に市電が走っている。（1954年）

（中京区広報誌『なかぎょう』より）

堀川通の幅員の変遷。1945 年の建物疎開（空襲の延焼を防ぐための道路拡

張）と、1980 年代の堀川埋め立てで 50m の道路となった。

54
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２．アンケート調査

　9 月の堀川木陰まつりを皮切りに、堀川通（御池～四条）

のみどりに関するアンケート用紙を配布し 80 名の方々
にご回答をいただきました。ご協力誠にありがとうご
ざいました。
　全体として、車の通行量の多さからくる弊害、みど

りの少なさ、魅力ある店がないなどの問題点が指摘さ
れ、通りの広さに見合った高木並木から身近な店さき
の植栽までの、大小さまざまなスケールのみどりや自
転車道と歩道の分離が高い評価を得ました。

Q あなたと堀川通（御池～四条）との関わりは

堀川通（御池～四条）を「ほぼ毎日歩く」と答えた方は 12 名（15.0％）、
「ときどき歩く」は 53 名（66.2％）、「初めて歩く」は 5 名（6.2％）でした。

Q 今の堀川通（御池～四条）の問題点は何でしょう？（3 つまでの複数回答）

○の多い順は、「車の通行が多くて落ち着かない」（31 票、回答者の 38.7％）、
「行きたいお店が少ない」（29 票、36.2％）、「すわって休める場所がない」（26 票、32.5％）、
「夏は日ざしがきつくて歩きたくない」（24 票、30.0％）、「街路樹が貧弱」（22 票、27.5％）、
「広い幅員が活かされていない」（20 票、25.0％）。
「自転車の通行が危ない」と「文化や特色が感じられない」と「世界遺産をつなぐ通りなのに風格がない」
がそれぞれ 19 票で 23.7％でした。　　　　　　　　　　　　

「その他」として、「白川通のようになってほしい」「ホテルやネオンが景観を損ねている」
「車中心の道なので現状変更はむずかしい」などのご指摘がありました。

Q 未来の堀川通（御池～四条）にはどんな緑やデザインが似合うでしょうか？　

写真を見て、「とってもいい」と思ったらＡを、「まあまあいい」はＢ、「あまりよくない」はＣ、
「よくない」はＤを書いてください。
（Ａを 3 点、Ｂを 2 点、Ｃを 1 点、Ｄを 0 点として集計して、点の多い順に並べました。）

自由記述．未来の堀川通に「こんな場所や風景があればいいね」
と思うアイデアをお書きください。

【都市スケールのみどりの景観について】
「街路樹のトンネル、森のような場所」「3列の街路樹（中央分離帯と両サイド）」
「ビルの外壁緑化や屋上庭園の推進」「たくさんのみどり、木陰、あずまや」「水路（堀川）の復活」

【身近なみどりの景観について】
「四季を感じる和の花」「ヤナギやクロマツ」「木陰とおしゃれな植栽」「緑陰やベンチ」
「木漏れ日になる大きな木」「和の趣の植栽」「日本の広葉樹」「せせらぎ」「鹿おどし」

【生きものとの共生について】
「虫や鳥が来る実のなる木」「生物多様性を育む、生き生きした共生の場」「本来の自然を再現」
「土とみどり」「空気の浄化」

【植栽の問題点について】
「高い街路樹はいらない（危険）、花や低木を植える」「緑で見通しが悪くなる（事故）」
「草花は手入れが大変、低木で良い」

【にぎわいや落ち着きなど空間利用について】
「音楽、フリーマーケット」「気になって見に行きたくなるスポット」「歩きたくなるにぎやかさ」
「コーヒーショップなど」「地域の立ち話や憩いの場」「仮設のいすやベンチやパラソルを貸し出す」
「回遊性のあるスポットづくり」「オーガニックマーケット」「ラーメン街など行きたくなる場所」
「駐輪場とカフェの組み合わせ」「休めるスペース」「車の音が聞こえない静かな場所」
「自然、京都らしさ、オープンカフェ」

【交通について】
「路面電車復活」「歩道と自転車道の分離」
「車道のうち 1車線を自転車専用道に、もう 1車線をバス、タクシー専用に」
「電気自動車の普及」「安心して歩ける歩道」「歩行者が増えると車が徐行する」
「バス停周りをキレイにする」

1位 . 街路樹のトンネル（196 点）

4 位 . 店さきのみどり（186 点）　 7 位 . チョウや鳥の集まる植物（167 点）

2 位 . 歩道と自転車道の分離（194 点）

5 位 . 雨水をためる雨庭（177 点） 8 位 . 緑にかこまれた歩道（165 点）

3 位 . 高木と広い植込み（188 点）

6 位 . 休憩スペース（169 点） 9 位 . 街路樹と駐輪スペース（163 点）
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 Ａ．全般的なコンセプト

           3つの世界遺産をつなぎ、市民の誇りとなるみどりの都市景観          木陰でクールスポットをつくろう～マイナス 20℃のまちづくり1 2
　京都市は 2010 年（平成 22）に「緑の基本計画」を
策定しました。
　その基本方針には「水と緑のネットワークづくり～
生態系ネットワーク、風の道を創出する」とあり、緑
の配置方針が示されています。この「緑の配置方針」
はすぐに事業化するというわけではないが、各地でそ
の都度起こる再開発プロジェクトや市民活動を方向付
けて、長期間をかけて実現すべき目標です。
　その中で堀川通と御池通が、京都盆地の中心軸とな
る、南北と東西の太い「緑の軸」となっていることが
注目されます。 

　堀川通が北山や鴨川の豊かな自然と都市の緑のネッ
トワークをつくり、ヒートアイランド現象を緩和する

「風の道」となるのです。

　2018 年夏、東日本・西日本をは記録的な高温（猛暑）

に襲われました。
7 ～ 8 月の京都市内は 35 度以上の猛暑日が歴代 2 番
目の計 32 日、最低気温 25 度以上の熱帯夜は計 47 日
と歴代最多となり、昼夜問わず猛烈な暑さに見舞われ
ました。
　8 月 1 日、17 日に堀川通周辺をサーモカメラで計
測したところ、アスファルトの車道は日中 50 ～ 60℃
になりました。一方で街路樹の木陰のある歩道の温度

は 30 ～ 40℃に下がり、緑陰が地表の温度をおおよそ
20℃下げることがわかりました。
　御池通の大きなケヤキの木陰には、信号を待つ人々
が集まります。一条戻り橋下流の木陰の「せせらぎ」
には水遊びをする親子連れがやって来ます。
　都市の気温が上昇する時代になり、少しでも涼しく
快適な街路空間をつくることが、市民と行政の共通目
標ではないでしょうか。

世界遺産
上賀茂神社

世界遺産
二条城

世界遺産
西本願寺

「緑の軸」のイメージ

一条戻橋の下流

四条堀川の交差点

東本願寺前のハスの噴水（武田五一設計）
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 Ａ．全般的なコンセプト

          ヒトにやさしく、昆虫や野鳥も集う、生物多様性の環境づくり           みんなでにぎわいをつくろう～カフェ、マーケット、庭園

　19 世紀の産業革命以降、人間の諸活動の影響で、地
球上の生きものの絶滅が加速しています。
　国連が行った「ミレニアム生態系評価」（2005 年）で
は、「人類により引き起こされた絶滅速度は、自然状
態の約 100 ～ 1,000 倍」で「22 世紀までに、鳥類の
12％、ほ乳類の 25％、両生類の少なくとも 32％が絶滅」
する推計されています。
　都市においても多様な生きものと共生する工夫と努
力が求められています。
　緑化を進めるならば、その地域固有の植物を守るよ
うな選択をするべきで、外来種などの使用は限定する
べきでしょう。
　また、草むらに住んだり、花や実を求めてやって来
たりする生きものについても心配りをして、植樹や管
理をするべきでしょう。
　御池通のような緑豊かな街路には、今も多くの鳥や
昆虫がやって来ます。
　スミレ類にはツマグロヒョウモン、柑橘類にはアゲ
ハチョウの仲間、クスノキにはアオスジアゲハ、アブ
ラナ科の植物類やフウチョウソウ ( 風蝶草 ) にはモンシ
ロチョウやスジグロシロチョウなどが発生します。
　チョウの食餌・蜜源植物を植えることで植樹帯がバ
タフライガーデンになります。御池通ではチョウ 25
種、バッタ３種、トンボ６種、メジロ、エナガ、ツグ
ミなどの野鳥 10 種以上が確認されました。

（真田幹雄・博子さんの観察記録より）

　近年、道路空間を活用したにぎわいづくりの実験や
整備が、各地で活発に行われています。
　国土交通省は、「地域の賑わい創出や沿道の景観向上
など、地域住民や道路利用者にとっても多くのメリッ
トが期待される」として「道路空間を活用した地域活
動を一層推進する」という方針を掲げています。（『道を

活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン』平成 28 年 3
月）

　広い歩道空間を持つ堀川通はにぎわいの創出にふさ
わしい条件がそろっています。
　堀川みどりのまちづくり会は、歩道空間を活用した
カフェやマーケットのイベントや庭園づくりの実験を
始めました。

参考 :
　柑橘類を食べる蝶はアゲハチョウの仲間で、市内ではナミアゲハが最も多
く、他にクロアゲハ、ナガサキアゲハなども発生しています。アオスジアゲ
ハの食草はクスノキです。
　スジグロシロチョウの食草はアブラナ科の植物で、園芸品種のフウチョウ
ソウも食べますので、市内で植えられているもので発生しています。モンシ
ロチョウの方が、馴染みがあり同じ植物を食草としています。

3 4

堀川木陰まつり（2018 年 9 月）

堀川木陰まつり（2018 年 9 月）

堀川木陰まつり（2018 年 9 月）木陰の市場（台中市）
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 Ａ．全般的なコンセプト

          市内交通の中で堀川通の位置づけを考えよう
 B．都市空間にみどりを生み出し、楽しむアイデア

        沿道施設のみどりをつなぐ

　2010 年 1 月、京都市は「人が主役の魅力あるまち
づくり」を推進するため、「歩くまち・京都」憲章を定
めました。そこには「市民と行政が一体となって、だ
れもが歩いて出かけたくなる道路空間と公共交通を整
え、賑わいあるまちを創ります。」と宣言されています。
堀川通は幅員が 50m あり、市内でもっとも広い道路
の一つで、南北を縦断する道路では唯一の広幅員だと
いえます。
　先に述べたように、京都盆地の人口密集地の中心を
貫くことから考えても、堀川通には、交通の利便性・
快適性のみならず、景観、にぎわい、文化創造の面で
も京都を代表する都大路となる使命があります。
　堀川通高速道路化の計画が見直された今、公共交通
の充実、自転車通行の安全化・快適化、観光振興など様々
な施策を駆使して、堀川通の位置づけを環境・文化へ
とシフトチェンジする時期が来たといえましょう。

（右図は「道路車線数とバス専用レーン・PTPS 導入区間」を
示したもので、「京都のまちの活力を高める公共交通検討会議－
2014 年 10 月」の資料より引用しました。また、下の写真は人
が主役の交通環境をイメージした事例です。）

　街の施設をみどりでつなぐ、小さなみどり
同士をみどりの線でつなぐ、駅と駅をみどり
でつなぐ。
　街の中がみどりのネットワークでつながる
事で、広い面積が確保できなくとも、みどり
の効果が大きく期待できます。
　連続するみどりの景観は、まちのイメージ
を高め、生物の移動空間「エコロジーコリドー」
となり生物多様性の保全につながります。

5 1

みどりのネットワーク概念図 みどりの配置図（大阪府豊中市）

長野県小諸市

長野県小諸市

長野県小諸市

堀
川
通

御
池
通

五
条
通
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 B．都市空間にみどりを生み出し、楽しむアイデア

        庭のような広場をつくる         「まちのつぼ庭」をつくる

　公共的な広場であっても、庭のような彩り豊かな植
栽がほしいと思います。
　写真は長野県小諸市相生坂公園の事例ですが、園路
の幅員や曲線、敷地の高低差の処理、多孔質の石積み、
植物類の葉色の組合せ（カーラーリーフプランツ類）や香
りを楽しめるなどの工夫によって、変化に富んで飽き
ない植物の景観が生み出されています。
　人が少なくても気持ちのよい場所、人が大勢集まれ
ば賑わい豊かとなる場所を創りましょう。人が居ない
と殺風景、人が大勢集まれば窮屈にならないための工
夫が出来るはずです。

 　庭のような親密な空間をつくるために、目的と想定
数をあらかじめ想定し、規模の制限を設けることも一
案です。
　園路の広さを一定幅に保つ必要は無く、広くなった
り狭くなったりの変化を付けたり、ベンチから見える
風景や夏や冬の日当りを考慮したりすることで、人の
集まりに変化を持たせることが出来ます。
　また新しい公園の中にも古い建築や不要となった石
材等の素材を残し活用することで地域独自の風景を生
み出します。

　人間の体の隅々に「ツボ」があり、ツボを刺激する
ことにより健康となります。また、屋敷内の建物や塀
などで囲まれた場所に、採光や通風を確保するためつ
くられるのが「坪庭」です。
　街のレベルでも「ツボ」や「坪庭」のように、日常
の潤いと癒しを生む文化的な空間が必要です。
　街にも活力と豊かさに感じることができる「ツボ」
があります。それらを「坪庭」と呼び、出会いの辻空間、
店舗の前庭、建物壁面の緑化などのちょっとした緑の
整備をしました。
　それは、敷地の広い狭いに左右されません。街のツ
ボを見つけて、その場所を緑・土・水などで満たすこ
とで、人にも生きものにも、より魅力的な街になるこ
とでしょう。
　事例は長野県小諸市相生町の「まちのつぼ庭づくり」
プロジェクトです。市民の皆さんとワークショップ「春

のガーデンフェスタ（街が植物園）」をしました。寄せ植
え講座を開催し、お店や住民の方々がつくった寄せ植
え鉢を通り沿いに並べました。商店街のお祭りに合わ
せ、まち巡りツアーも行いました。

2 3

相生坂公園（長野県小諸市）

明治時代のレンガ倉庫を保存活用（停車場ガーデン、長野県小諸市）

相生坂公園（長野県小諸市）
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 B．都市空間にみどりを生み出し、楽しむアイデア

          みどりの条件と目標を設定する         堀川の水をつなげよう

　みどりにはさまざまな効果や用い方があります。そ
れぞれの場所に適したみどりの空間を創り出すために、
条件と目標を整理することで、緑の育て方、活かし方
などを地域で共有することができます。
　長野県小諸市の相生町商店街では事業者や市民が参
加したワークショップによって、その場所にどのよう
な緑がふさわしいのかを考え、そのためのデザインの
条件や目標を設定しました。
　ワークショップでは、緑の豊かさと商業活動が共存
できるような、植栽の制約条件や目標の設定が話し合
われました。このようなプロセスを経て、地域が緑を
育てる主体性と覚悟が生まれたのです。

　今の堀川の水は琵琶湖疏水を経て、はるばる琵琶湖
からひかれてきた水です（裏表紙参照）。　この貴重な水
が御池通から下流では、地下の暗きょに流され、汚水
と合流します。
　新しい管路をつくり、堀川の水を汚水と分離して、
緑化や気温調整に活用したいものです。例えば、太陽
光発電のエネルギーを使って、ところどころで水をポ
ンプアップします。
　その水で小さな流れを復元したり、植栽の水やりに
使ったり、涼しいクールスポットをつくったりします。
また、西本願寺の堀には水がありませんが、堀川の水

をポンプアップして水を循環させてはどうでしょうか。
東本願寺のように蓮池や噴水に活用でき、緊急時には
消火用の水源となり世界遺産を守るでしょう。

4 5

クールスポットのイメージ
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 B．都市空間にみどりを生み出し、楽しむアイデア

          雨庭をつくろう         みどりを巡る物語をつくろう～ツアーと魅力アップ

　雨庭とは，道路のアスファルトや屋根などに降った
雨水を一時的に貯留し，ゆっくり地中に浸透させる構
造を持った植栽空間（庭）です。
　雨庭を設け，道路上に溢れる水を一時的に溜めるこ
とで排水溝などの氾濫を抑制することができ，地中へ
ゆっくりと浸透させることで周囲の緑だけでなく，健
全な水循環に貢献することができます。（京都市広報資料

HP より） 

　雨庭はグリーンインフラの 1 つです。グリーンイン
フラとは、コンクリートなどの人工物などで埋め尽く
される都市空間に、自然のはたらき（例えば雨水浸透や気

温調整や生物多様性や景観）を持ち込んで、様々な課題を
解決する考え方で、海外を中心に取組が進められ、我
が国でもその概念が導入されつつあります。国際的に
も様々な議論が見られるところです。

　街の中に生まれる新しい魅力を伝えるためには、「み
どりのツアー」などの開催が効果的です。テーマはみ
どりだけではなく、街の歴史やお店めぐり等も含める
ことで相互的・総合的な視点での街の魅力アップにつ
ながります。
　長野県小諸市の「城下町ガーデニングツアー」では
歴史的建造物を活用しているお店（酒屋など）や古い

お商店、社寺を訪問して、住まい方の工夫、庭木の由
来（例えば、古い商店ではカシワとカリンの木を必ず植えてい

ます。これは「貸しはあっても、借りん」という縁担ぎです）

などのお話を伺い、新しい場づくりにも地域性を大切
にしたいという思いを共有しました。
　何気ないみどりを巡ることで、自分たちのまちの風
景がつながり、物語が生まれます。

6 7

四条堀川の交差点

海外の事例

京都先端科学大学（旧京都学園大学）

京都先端科学大学（旧京都学園大学）
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 B．都市空間にみどりを生み出し、楽しむアイデア

          駐車場や通路のすき間にみどり         みどりの仕事づくり～地域マネジメントとして

　洋服・和服を問わずスソや袖口、えり元のお洒落は
欠かせません。自然の中では、水際や山際が相当しま
す。これらの場所は環境保全にとっても貴重な場所で
す。同様に街中では舗装面と壁面や通路の「際・すき間」
が大切な場所となります。
　このような場所は通常、雑草が生えるという理由で、
コンクリートで埋められますが、ここに植物を植える

事で多様なみどりとの出会いのある風景を演出できま
す。また雨水を地中に戻す雨水浸透にもこのような「す
き間」は効果的です。環境の時代においては、駐車場
や通路にも、「雨庭」としての機能を持たせる複眼的な
思考が求められるのです。
　「際

きわ

」を大切にすることが街づくりのキイワードとな
り、街の多様な魅力を引き出すポイントとなってきます。

　みどりを生み出す・育てる・活用するためには多く
の人の理解と協力が必要です。多様な人材が集まる事
で、街のあり方に多様性のある可能性が生まれます。
　みどりの活用やイベント企画にも市民の知恵と人的
ネットワークが必要で、そのためにはボランティア活
動を超えた、スキルと本気が必要です。
  長野県小諸市の大手門公園では、施設や植栽の管理

運営、花と緑の相談事業を NPO 法人に委託しています。
　この事例では、NPO 法人が軸となり各分野の専門
家と地元愛好家・ボランティアが「みどりつかい」の
範疇にとらわれない企画運営に参加できる工夫をして
います。新しい公園を舞台に、街の歴史的な特色や個
性ある人材を活かしたイベントが可能となりました。

8 9

大手門公園風景式駐車場（長野県小諸市）

相生坂公園（長野県小諸市）
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 Ｃ．多様なみどりをつくるアイデア

          植栽帯に草花を植えよう         和の花を街路に植えよう

　通常、街路の植栽帯には高木の街路樹や低木の植え
込みが用いられます。手入れや植え替えが必要な草花
類に比べて、単一種の低木の植え込みは年に 1、2 回
の刈り込みで済むので、管理コストが係らないからで
しょう。そのため、街路のみどり景観は単調になります。
　楽しく多彩なみどり景観を創り出すために、華やか
な草花類も必要です。低木の植え込み、手入れが簡単
な草花、しっかり管理する草花を、バランスを考えて
レイアウトして、効率的な管理ができるよう工夫しま
しょう。

　かつては身近だった山野草で、地域の生活や文化
を支えてきた在来（または古くに渡来した）「和の花」を、
生物多様性保全のためにも大切にしようという機運が
高まっています。例えば、御池通では和の花の花壇が
つくられ、地域の方々が日常の手入れを行っています。
　この中には京都府レッドデータブック（2015）に掲
載される希少植物も多く含まれます。里山が放置され
荒れてきたことで絶滅が危惧されている和の花です。
　「和の花」は、私たちの生活と都市や里山の自然とのかか
わりを知らせてくれるのです。

背の高い落葉のアジサイの前に常緑低木や
草花のプランターを配置した例（御池通）

フジバカマ（キク科）
源氏物語にも登場する秋の七草の一つ

キキョウ（キキョウ科）
秋の七草の一つで、薬用にもされる

カワラナデシコ（ナデシコ科）
秋の七草の一つ

クリンソウ（サクラソウ科）
五重の塔などの頂上を飾る「九輪」
にちなむ

ワレモコウ（バラ科）
わびさびを感じさせ、茶花、生け花
によく使われます

キクタニギク（キク科）
東山の菊渓（菊谷）川に、自生して
いました

ヒオウギ（アヤメ科）
祇園祭の時に厄除け・魔除けとして
飾られます

オケラ（キク科）
大晦日の八坂神社「をけら詣り」で
用います

フタバアオイ（ウマノスズクサ科）
1400 年続く葵祭に欠かせない植物

オミナエシ（スイカズラ科）
秋の七草の一つ。日当りの良い湿った山野に自生

アヤメ（アヤメ科）
「いずれあやめかかきつばた」と歌われました

御池通の和の花・花壇

住民がチューリップをまとめて植えた例（御池通）

住民が菜の花の種をまいた例（御池通） 当会でワイルドフラワーの種をまきました（堀川通）

■「和の花」の例

当会で和の趣（おもむき）をもった草花を植えました（堀川通）

管理を効率化するレイアウトを考えましょう

1 2
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 Ｃ．多様なみどりをつくるアイデア

           雑木林のような多彩なみどり         それぞれの店・家が個性あるみどりを育てる

■大木にしないで、株立ちで育てる
　街に植えられる樹木の生育環境は、けっして良好で
ありません。成長に必要な広さが足りなかったり、土
壌が悪かったりします。樹木は自らの体を大きくする
前に、まず根茎を延ばします。街中では、樹木に与え
られる土の面積や容量は、それをはるかに下回るから
です。
　与えられた土環境の中で樹木は成長し続けるが、時
として強雨でその体を支えきれなく倒れることもあり
ます。またそのような事故を未然に防ぐための剪定で
切られる枝や幹の切口からは腐食が進み、これもまた
落枝や倒木につながることがあります。
　そこで土環境に見合う樹種や無理な剪定を行わずに
樹形が整う樹種を選び、株立ちの樹形や樹種を植栽す
ることで無理なく街に緑を持ち込む工夫ができます。
また単一樹種による植栽ではなく、多様な樹種を植え
ることで病虫害に強い緑を生み出すことができます。

　民地側の植栽が、みどり豊かな街路の印象を生み出
します。それぞれの店や家が多彩で楽しい植栽づくり
を工夫します。
　各地の写真を見比べると、このようなみどり景観が、
店や家の個性を表すとともに、都市の文化やイメージ
を反映していることがわかるでしょう。
　個々人が創意工夫をもって小さな空間を手入れする
ことで、繊細で親密な場所が生まれ、場所への愛が伝
わってきます。私たちはそのような風景を美しく楽し
いと感じるのです。

軒下の幅広い植栽（京都市中京区）

狭い歩道が緑の通り抜けになる（東京南青山）店先のカラフルな演出とプランターの植栽（神戸三宮）

敷地内に狭い歩道をつくったテナントビル（台北永康街）

3 4

相生商店街通り（長野県小諸市）
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 Ｃ．多様なみどりをつくるアイデア

           夜景をつくる         多彩なグランドカバーで楽しむ

　夜景は、昼間とは異なる街の魅力です。街路灯の灯
りが生み出す樹木の影の地模様。大きな樹木と株立ち
の樹木がつくるモザイク模様。高い位置からのスポッ
トライトは月明かりのような影模様を生み出します。
灌木の合間から足元を照らし出す間接照明も効果的な
夜景の演出です。
　旅人を迎える宿の暖かな灯りと鉢植えのみどりは、
京都らしい夜景といえましょう。

　樹木のみならず地面のみどりづくりも、都市景観の
大切な要素となります。
　大きく育った灌木等は、みどりを演出する上で大切
ですが、夜間の見通しに欠けることや暗く感じること
から防犯の不安を抱く人もいます。
　そのような場所では、グランドカバープランツ（地被

植物類）を用いる事が効果的です。グランドカバープラ
ンツにはさまざまな種類の植物が出回っています。
　葉色（リーフカラー）や花、ハーブ類の香りなどを楽
しむ事が出来ます。逆に灌木を植栽しない事で排水や
電気設備類のマンホールが目立つ事があります。その
ような時は、周辺にツル系地被植物類を植栽すること
や編竹や自然石（ゴロタ石）をのせることで違和感のな
い修景が出来ます。

宿の店先の灯り（京都市下京区）

商店街の灯り（長野県小諸市）

宿のアプローチの夜景（京都市中京区）

5 6

相生坂公園（長野県小諸市）
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 Ｄ．快適な交通空間をつくるアイデア

        安全な自転車道

　幅員の広い堀川通は自転車交通量も多く、都心部地
区の主要な路線になっており、歩行者と分離した安全
な自転車道の整備が求められます。 

　各都市で自転車道の整備が行われています。安全性
だけではなく、景観やみどりの環境づくりにも貢献す
る道であってほしいものです。

　右図は『京都市自転車走行環境整備
ガイドライン』（2016 年）に示された
整備重点地区です。
　「都心部地区」は、交通事故の発生
が多く自転車交通量が最も多い地区で
す。堀川御池は交通事故多発交差点で
もあります。
　都心を南北に縦断する堀川通の自転
車走行環境としての役割は大きく、よ
り安全で、より快適な道づくりが求め
られます。

御堂筋（大阪市中央区）

五条通（京都市下京区）

アムステルダム

松仁路（台北市信義區）

        どこでもレンタサイクル

■公共レンタサイクル YouBike（台湾）

　主な鉄道駅や公共施設、大型商業施設周辺に無人端
末と駐輪場がセットになった「キオスク」が設置され、
現金不要でレンタルできます。基本的に同一市内であ
ればどのキオスクへも返却することができます。台北
市内にはキオスクが 300 カ所以上あるので、気軽に
乗って目的地付近のキオスクで返すことができます。
　鉄道駅や地下鉄との乗り継ぎもスムーズで、IC カー
ドで貸し出しや支払いがすぐにできるのが便利です。
このシステムは台北市を皮切りに北中部の各都市にひ
ろがりました。

主要都市の公共レンタサイクル
都市名 キオスク数 設置台数

台北市 ３３２ １４，５００

新北市 ３５５ １０，３５０

桃園市 １３０ 　２，８００

台中市 ２１３ 　６，５００

高雄市 ３００ 　４，０００

1 2

台北市内各地にあるキオスク

貸し出しや支払いは無人末端で
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　 　通りは通過するだけではなく、座って休んだり考え
たり、歴史や文化に出会えたりすることでもっと楽し
くなります。特に高齢者や子ども連れの方には、気軽
に座る場所が必要です。
　神戸市中央区の三宮中央通りでは、停車帯の一部と
歩道上に 「KOBE パークレット」を設置する社会実験
が行われました（2016 ～ 2019 年現在）。ベンチやテーブ
ルや植栽のあるデッキを設置し、都心の道路に憩いや
賑わいを創出する実験です。まちの回遊性の向上や賑
わい創出が期待されています。
　アンケート調査によると 40％の利用者が「とても落
ち着く」53％が「まあまあ落ち着く」、50％が「車に
対して安心」47％が「まあまあ安心」と答えています。
このような結果を受けて、KOBE パークレットを継続
することになりました。
　京都の通りには「通り名」のサインや歴史解説の立
て札やお地蔵様の祠があり、歴史・文化に出会って楽
しく歩くことができます。
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 Ｄ．快適な交通空間をつくるアイデア

        みんなが楽しく歩くために
堀川みどりのまちづくり会の活動3

KOBE パークレット

KOBE パークレット

堀川通のお地蔵様と立て札

通りの歴史文化の解説 通り名サイン

　堀川みどりのまちづくり会は、堀川通が 21 世紀の都
大路として発展することを目指して、みどりのまちづく
りを推進しています（2017 年設立）。この目的のために、
京都市の街路樹サポーターに登録し、モデルになるよう

な植栽帯の緑化や道路のそうじをしています。オープン
カフェやオーガニックマーケットのような通りを楽しい
生活空間にするイベントや通りの未来を考えるシンポジ
ウムも開催しています。 
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　堀川は長年、大雨の時以外は水の流れない枯れた川
でしたが、「堀川と堀川通を美しくする会」の水流の復
活の呼びかけに市民や行政が呼応して、「堀川水辺環境
整備事業」（2002 ～ 2009 年度）が実施されて、よみがえ
りました。
　下鴨地区を流れる琵琶湖疏水第二疏水分線①の水を
引き込んだのです。水は紫明通の対岸から賀茂川の
下のサイフォン②をくぐってポンプでくみ上げられて、
紫明通・堀川通の中央分離帯の中の水路③を経て、今

出川通で既存の堀川④に流れ込みます。一条通の一条
戻り橋を経て、御池通の北までが開かれた水路で遊歩
道になっています。 
　御池通から南では、かつての堀川は埋め立てられて
暗きょとなり⑤、堀川通の地下を流れています。近鉄
京都線上鳥羽口駅の西⑥で地上に出て、すぐに鴨川に
流れ込みます。
　本誌の「Ｂ－５．堀川の水をつなげよう」では、暗きょ
の水の活用を提案しています。

①
●世界遺産・上賀茂神社

世界遺産・二条城●

世界遺産・西本願寺●

②
③

④

⑤

⑥

堀川みどりのまちづくり会

京
都
の
水
系
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この冊子の制作と堀川木陰まつり（2018 年 9 月のイベントとシンポジウム）は、中京区民まちづくり支援事業と
京都府地域力再生プロジェクト支援事業の支援を受けて実施しました。
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