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今後のまちづくり活動について

（注）地区計画：良好な市街地環境を形成するため、特定の地区を指定し、土地
利用や建築物の規制、誘導を図る都市計画の制度

他地域との交流

京のまちの今昔物語

あなたのまちづくり拝見

四条繁栄会商店街の歴史

四条繁栄会商店街振興組合の活動について

地区計画の策定に向けて

住民主体のまちづくりを様々な視点から紹介するこのコーナー。
今回は、地域経済の活性化や京都らしい風格あるまちづくりを目

指し、様々な活動が行われている四条繁栄会商店街の地区計画策
　（注）　

定
の取組を紹介します。

【各構成委員会】

「四条通沿道における地区計画策定 要望書」

●地区計画の名称：四条通地区地区計画

●地区計画の策定区域：京都市中京区並びに下京区の四条通沿道
（立売西町・立売東町・笋町・長刀鉾町・阪東屋町・西魚屋
町・帯屋町・立売中之町・瀬戸屋町・西大文字町・桝屋町・奈
良物町・東大文字町・御旅宮本町・中之町・御旅町・米屋町・
真町・橋本町・柏屋町・水銀屋町・元悪王子町・高材木町・小
石町・相之町・徳正寺町・大寿町・貞安前之町・順風町・稲荷
町・船頭町・斎藤町の一部）

●地区整備計画：・建築物等の用途の制限
・建築物の形態又は意匠制限

■経過
・平成14年 9月：地区計画特別委員会発足
・平成14年11月：臨時総会（四条通地区計画（案）の説明と承認）
・平成15年 2月：権利者説明会の開催
・平成15年 3月：地元要望書を京都市へ提出
・平成15年 7月：京都市都市計画審議会で承認注）敷地の一部でも当該範囲に該当する場合は、建物用途制限の対象となります。

地区計画の区域を示した図面

四条繁栄会商店街（四条通を東の方向にみる）

四条繁栄会商店街振興組合
理事長　q橋亮太郎さん

京都市へ地区計画の指定に関する要望書を提出

基本理念
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『からほり倶
く

楽
ら

部
ぶ

―空堀商店街界隈長屋再生プロジェクト―』
～大阪・空堀商店街界隈のまちづくり～

＊からほりくらぶ倶
く

楽
ら

部
ぶ

―空堀商店街界隈長屋再生プロジェクト―
http://members.aol.com/Karahori01/nagaya.htm

「からほり倶楽部」
―空堀商店街界隈長屋再生プロジェクト―

これからの空堀

魅力あふれるまち「空堀」

今回は、大阪市内の中心部にありながら、情緒と歴史のあるまちなみが残
る貴重なまち、空堀商店街界隈で活動を行っている「からほり倶楽部」から
お知恵を拝借します。

お知恵拝借
～

（注1）

（注2）

（注1）平成11年4月に設立された、京町家の保全・再生を実践する団体。工務
店、設計者など多くの技術者によって構成される。

（注2）てこやジャッキを使って建物を持ち上げ（揚げ前）、棒で押したり縄で
引っ張ったりしながら柱を垂直に直していく作業。

布
ぬの

屋
や

（上京区）

空堀商店街

からほり倶楽部と長屋再生複合ショップ「練」の皆さん
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●展示期間：平成15年9月17日（水）～10月15日（水）
午前10時から午後8時まで（日・祝日は午後5時まで）

●展示場所：『ひと・まち交流館　京都』地下1階
京都市景観・まちづくりセンター
ワークショップルーム及び1階展示コーナー
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
（河原町五条下る東側）

15年度予算・14年度決算の概要

センターの平成15年度事業計画及び収支予算並びに平成14年度決算の概要を報告します。

＜平成15年度事業計画＞（●は自主事業、●は受託事業） ＜平成14年度収支決算＞（単位：千円）＜平成15年度収支予算＞（単位：千円）

●まちづくり活動支援

●景観・まちづくり大学

●住民参加型まちづくりデータベース作成支援

●京都まちづくり交流博

●京都市職員研修受託

●京町家ネットワーク

●景観・まちづくり大学（再掲）

●景観・まちづくりシンポジウム

●ニュースレター「京まち工房」

●ホームページ

●まちづくり相談

●景観・まちづくりコンクール

●展示施設「京のまちかど」他管理運営

●オープニング事業企画実施

［個人］

［団体］

（収入の部）

基本財産運用収入　 210
会費収入 4,000
事業収入 1,500
補助金等収入 188,464
雑収入 2,080
前期繰越収支差額 2,000
合　計 198,254

（支出の部）

事業費（自主事業費） 74,535
〃　（受託事業費） 32,833
〃　（施設管理費） 53,920
管理費 34,966
予備費 2,000
合　計 198,254

（収入の部）

基本財産運用収入　 173
会費収入 2,805（個人125口，団体44口）
事業収入 910
補助金等収入 179,893
雑収入 31
前期繰越収支差額 6,178
合　計 189,990

（支出の部）

事業費（自主事業費） 54,409
〃　（受託事業費） 97,904

管理費 33,823
予備費 0
次期繰越収支差額 3,854
合　計 189,990

地域まちづくり

活動の促進

地域と共生する

土地利用の促進

情報発信

・相談等

京都市景観・まちづく

りセンター施設運営

平成15年度賛助会員 H15.8月末現在

「ひと・まち交流館　京都」オープニング記念

景観･まちづくりフォーラム
22世紀の「まちづくり史」とは!?
1200年の歴史を持つ京都で、住民の自主・自立の活動の中で培われた知恵や

工夫を、これからの100年を見据え、現代のまちづくりにつなげることを目的に、景
観･まちづくりフォーラム『22世紀の「まちづくり史」とは!?』を開催しました。

「まちづくり史」とは!?

これからの「まちづくり史」
へのヒント

プログラム
日　時：平成15年7月6日（日）午後2時～午後5時
場　所：景観・まちづくりセンター地下1階ワークショップルーム
内　容：
（1）基調講演
「京都のまちづくり史を概観する」
講師：q橋康夫氏（京都大学大学院教授）

（2）パネルディスカッション
コーディネーター：乾 亨氏（立命館大学教授）
パネラー：
①まちづくりの歴史の研究から
q橋康夫氏（京都大学大学院教授）
中川　理氏（京都工芸繊維大学教授）
②現代のまちづくりの研究から
q田光雄氏（京都大学大学院教授）
リムボン氏（立命館大学教授）
③まちづくり活動の実践から
西嶋直和氏（本能まちづくり委員会委員長（京都市中京区））
松村長二郎氏（平野郷HOPEゾーン協議会会長（大阪市平野区））

市民がつくる「まちづくり史」 杉山さん 杉原さん

図書検索のURL http://www.hitomachi-kyoto.jp/publication/jyouken.htm
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『まちづくり交流』

京都三条ラジオカフェ

＊京都三条ラジオカフェ　FM79.7MHz
http://www.radiocafe.jp/

日本初のNPOによるラジオ局

地域のラジオ局を目指して

今年3月末、NPO京都コミュニティ放送が開局した
「京都三条ラジオカフェ」。
京都の都心コミュニティの活性化を目指した取組をご
紹介します。

地域のコミュニケーションを深めたい

これから

1. 伏見インクライン（疏水）の活性化

2. 伏見区内の中学校での総合学習
への参加

3. 地域コミュニティーとビジネス

（注）NIE（Newspaper in Education）とは、「教育
に新聞を」の活動普及のことで、子どもの学
習意欲を高めるために、新聞を教材に取り入
れ、読む、調べる、表現するなどの能力を養
うための新しい教育手段。

地域活性化同好会「バイタル伏見」は、京都中小企業家同友会の伏見支部を母体とし
て「地域密着」をキーワードに活動をしています。最近では、総合学習におけるNIE

（注）

（Newspaper in Education）活動への協力や、高齢者を対象としたコミュニティー・
ビジネスの可能性の模索など、幅広い活動を展開しています。その「バイタル伏見」の
活動内容と今後の目標などについて紹介します。

地域活性化同好会
「バイタル伏見」の取組

今後の活動への思い

「バイタル伏見」の活動

まちづくり提案

スタジオ写真

「社会人講師講座」

左から中村さん（代表）・高桑さん

カフェ入口

カフェはオープンスタジオに変身します
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これから

1. 伏見インクライン（疏水）の活性化

2. 伏見区内の中学校での総合学習
への参加

3. 地域コミュニティーとビジネス

（注）NIE（Newspaper in Education）とは、「教育
に新聞を」の活動普及のことで、子どもの学
習意欲を高めるために、新聞を教材に取り入
れ、読む、調べる、表現するなどの能力を養
うための新しい教育手段。

地域活性化同好会「バイタル伏見」は、京都中小企業家同友会の伏見支部を母体とし
て「地域密着」をキーワードに活動をしています。最近では、総合学習におけるNIE

（注）

（Newspaper in Education）活動への協力や、高齢者を対象としたコミュニティー・
ビジネスの可能性の模索など、幅広い活動を展開しています。その「バイタル伏見」の
活動内容と今後の目標などについて紹介します。

地域活性化同好会
「バイタル伏見」の取組

今後の活動への思い

「バイタル伏見」の活動

まちづくり提案

スタジオ写真

「社会人講師講座」

左から中村さん（代表）・高桑さん

カフェ入口

カフェはオープンスタジオに変身します
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《センター解説アワー》

子育て支援とまちづくり

「京都試作ネット」は、2年前に
機械金属系の中小企業10社が共同
で立ち上げた「試作に特化したソリ
ューション提供サービス」を専門と
するサイトで、「試作品製作のプラ
ットフォーム」をインターネット上
で運営しています。
「顧客の思いを素早く形に変える」
をコンセプトに、試作品製作請負、
ソフト開発、装置製作など、要望に
応じて、試作単品加工からシステ
ム・装置開発までフルセットで迅速
に対応しており、「スピード対応、
フルセット受注、シンプル発注」を
特色としています。
様々な展示会に参加・出展し、雑
誌や新聞に取り上げられるなど活発
な活動を続けており、昨年はインタ
ーンシップを受け入れたり、大学と
連携し、開発に取り組んだりと産学
連携にも力を入れています。今回は
事業代表の鈴木三朗さんにお話を伺
いました。

このコーナーは、新しく立ち上がった、もしくは企画段
階にある新発想のビジネスの動向についてのインタビュー
による紹介です。

ニュービジネスの動向

成功につながった要因は？

事業代表　鈴木三郎さんhttp://kyoto-shisaku.com/

オール京都

「試作」と京都

京都試作ネット
デジタルマイスターによる「試作加工のプロ集団」
～守ってきたのは感性、変えてきたのは先端技術～
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京都市景観・まちづくりセンター
〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1（河原町五条下る東側）
「ひと・まち交流館　京都」地下1階
TEL  075-354-8701
FAX 075-354-8704
e-mail : machi.info@hitomachi-kyoto.jp

●開館日（相談の受付等）

●休館日

京都市景観・まちづくりセンターホームページ

http://machi.hitomachi-kyoto.jp

賛助会員の募集（平成15年度分）

［特典］

［年度会費］

まちづくりフレンズの募集

センター活動の新拠点のご案内

  京都市景観・ 
  まちづくりセンター 
「ひと・まち交流館　京都」 

地
下
鉄
烏
丸
線

地
下
鉄
烏
丸
線 

地
下
鉄
烏
丸
線 

京
阪
本
線 

JR東海道本線 

阪急京都線 
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