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                                              （京都市 同時発表） 

件     名 国道２４号烏丸通
からすまどおり

の安全で快適な利用環境の整備を目指して！ 
～第３回 国道２４号烏丸通歩行者・自転車通行安全協議会を開催～ 

  

概     要 

○京都国道事務所では、歩行者と自転車利用者が安心して通行

できる通行空間の確保を進めております。 

 

○国道 24 号烏丸通において、歩行者及び自転車利用者の安全で

快適な利用環境の整備を目的とした「国道 24 号烏丸通歩行

者・自転車通行安全協議会」を設立しました。 

 

○この度、第３回協議会を下記の日程で開催します。 

 【開催日時】平成 30 年 10 月 4 日（木）10:00～12:00 

 【開催場所】京都国道事務所 5F 会議室 

 【主な議事内容】 

・第 2回ワークショップの結果報告 

・対象区間の整備方針及び整備形態（素案） 

・現地社会実験 

 【報道取材】 

協議会は公開で行います。取材を希望される方は、 

10 月 3 日（水）17 時までに別添のＦＡＸ申し込みによる 

事前登録をお願いします。 

※写真撮影等については、冒頭の挨拶までとさせていただきます。 

  

取  扱  い － 

  

配布場所 京都府政記者室、京都市政記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 

   副所長      川上
かわかみ

 卓也
た く や

（内線 204） 

   管理第二課長   竹沢
たけざわ

 幸英
ゆきえい

（内線 441） 

TEL 075-351-3300（代表） 

国土交通省近畿地方整備局 

Kinki Regional Development Bureau  
  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 



国道２４号烏丸通
からすまどおり

の安全で快適な利用環境の整備を目指して！ 

～第３回 国道２４号烏丸通歩行者・自転車通行安全協議会を開催～ 

 

   京都国道事務所では、歩行者と自転車利用者の交通事故及び錯綜する状態を解消するため、道路空

間の再配分等によって歩行者と自転車が各々安心して通行できる空間の確保を進めることとしており

ます。 

国道 24 号烏丸通（烏丸五条～烏丸七条間）においては、沿道に東本願寺が立地、さらに京都駅・五

条駅から近いこともあり、外国人観光客も含め、観光利用が非常に多く、歩道上は、歩行者と自転車

利用者が錯綜するなど、歩行者と自転車利用者の安全確保が課題となっております。 

そのため、国道 24 号烏丸通の歩行者及び自転車利用者の安全で快適な利用環境を整備することを目

的とし、関係機関や地域住民等との意見交換により、対策推奨案の決定を行うため、「国道 24 号烏丸

通歩行者・自転車通行安全協議会」（以下、協議会という）を平成 30年 3 月 26 日に設立しました。 

第 2 回協議会を開催後、第 2 回ワークショップを実施しました。この度、第３回協議会を開催いた

します。 

 

○開催日時 

平成 30 年 10 月 4 日（木）10:00～12:00 

○開催場所 

近畿地方整備局 京都国道事務所 5F 会議室 

  （住所）京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 808 

○協議会委員 

別紙のとおり 

○主な議事内容 

第 2回ワークショップの結果報告、対象区間の整備方針及び整備形態（素案）、 

現地社会会実験 

○報道取材 

協議会は公開で行います。取材を希望される方は、10 月 3 日（水）17 時までに必ず、

別添の FAX 申し込みによる事前登録をお願いします。取材の事前登録に関して、ご不明点

がございましたら、下記連絡先まで、お問い合わせ下さい。 

※写真撮影等については、冒頭の挨拶までとさせていただきます。 

※会議室の都合上、座席に限りがございますので、あらかじめご了承下さい。 

※会議資料及び議事概要は、後日、京都国道事務所 HP に掲載します。 

※過去の会議資料及び議事概要は、下記 URL にて掲載しております。 

 http://www.kkr.mlit.go.jp/kyoto/contents/karasumakyou/index.html 

 

   【取材事前登録 問い合わせ先】 

○担当者 国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 

      管理第二課 交通対策係 名嘉
な か

・石田
い し だ

（内線 472・473） 

○TEL   075－351－3300（代表） 

    ○FAX   075－351－3411 



 

 

別    紙    
 

国道２４号烏丸通歩行者・自転車通行安全協議会 委員名簿 
 

【委員】 
○立命館大学 理工学部 環境都市工学科 教授 小川 圭一 
 一般社団法人 京都府バス協会 専務理事 
 一般社団法人 京都府トラック協会 専務理事 
 一般社団法人 京都府タクシー協会 専務理事 
 公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会 事務局長 
 皆山連合会 事務局長 
 稚松学区市政協力委員連絡協議会 会長 
 尚徳自治連合会 会長 
 尚徳学区交通対策協議会 会長 
 東本願寺前商店会 会長 
 真宗大谷派（東本願寺） 総務部 次長 
 京都府警本部 交通部 交通企画課 交通戦略室長 
 京都府警本部 交通部 交通規制課 課長補佐 
 京都府下京警察署 交通課長 
 京都府 府民生活部 安心・安全まちづくり推進課 
         防犯・交通安全まちづくり担当 副課長 
 京都府 建設交通部 道路管理課 安全・指導担当 副課長 
 京都市 建設局 建設企画部 建設企画課長 
 京都市 建設局 土木管理部 土木管理課長 
 京都市 建設局 道路建設部 道路環境整備課長 
 近畿地方整備局 京都国道事務所長 

○：座長           
【事務局】 

 京都市 建設局 自転車政策推進室 
 京都市 下京区役所 地域力推進室 
 近畿地方整備局 京都国道事務所 管理第二課 

 

  



参  考   

 

第３回 国道２４号烏丸通歩行者・自転車通行安全協議会 開催場所 

  会場：京都国道事務所 5F 会議室 

  住所：京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 808 

 

 

  



別  添   

 

 

 

 

京都国道事務所 管理第二課 名嘉
な か

・石田
い し だ

 宛 

FAX 075-351-3411 

 

 

貴社名  

ご参加人数  

ご担当者氏名 氏名 

所属部署名等 

ご連絡先 郵便番号  〒     － 

住所   

 

電話番号       （      ） 

※送付状は不要ですので、本紙のみをそのままＦＡＸして下さい。 

 

【取材事前登録 問い合わせ先】 

○担当者 国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所  

管理第二課 交通対策係 名嘉
な か

・石田
い し だ

（内線 472・473） 

○TEL   075－351－3300（代表） 

取材 FAX申込書 

10 月 3 日（水）17 時〆切 


