『京都遺産』のひとつ

山紫水明の千年の都で
育まれた

庭園文化

無鄰菴 庭園
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「まち・ひと・こころが
織り成す京都遺産」
とは？
古都京都には、宮廷や寺院神社、武家社

点からテーマごとにまとめて『京都遺産』

会などさまざまな環境のなかで築かれて

に認定しています。今回は10あるテー

きた文化遺産が、有形・無形問わず息づ

マのなかから「山紫水明の千年の都で育

いています。京都市では、こうした文化

まれた庭園文化」をご紹介。奥深い庭園

遺産を地域性・歴史性・物語性などの観

の魅力やその歴史にふれてみましょう。
等持院 庭園
ダウンロード
はこちら

「スマートフォンアプリ：京都遺産めぐり」が便利！
おすすめの名所をコースで巡る「コース案内」機能や、目的

のポイントまで案内する「ナビ」機能など、便利な機能つき。
各ポイントには分かりやすい詳細説明もあるので、詳しく知

らない場所でも知識を得ながら楽しく巡ることができます。

京都市交通局

【凡例】

問い合わせ 時 時間 料 料金（大人1名分） 休 休日 地下 地下鉄

発行：京都市交通局 企画総務部 営業推進課

〒616-8104

市バ 市バス

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、掲載
内容は変更となる場合があります。
お出かけにつきましては、政府および各都道府
県知事から発出されている対処方針等へご協力
いただきますようよろしくお願いいたします。

バス停 JRバス 西日本JRバス ＪＲ JR線 近鉄 近鉄

京都市右京区太秦下刑部町12番地

阪急 阪急電鉄

075-863-5056

京阪 京阪電車

FAX 075-863-5069

嵐電 嵐電

叡電 叡山電鉄

京都市交通局

検索

ています。魅力ある京都の庭園を、

で紹介します。

貴族・公家の庭園
荘厳な儀式と雅な宴遊のための場が庭園の源流
具体例

等持院、醍醐寺三宝院

飛濤亭と五重塔を
借景として
取り入れた北庭

杉本家住宅（10/28 現在休館中）

近代の庭園

地下鉄とバスを上手く
組合せて効率良く移動
しましょう！

へ

民主社会の到来による価値観の変化が庭園文化へ波及
具体例

無鄰菴

大人 1,100円

にんなじ

皇子皇孫が出家し住職を務めた門跡寺

仁和寺、金地院

9
線

都

京

急

阪

烏丸
御池駅

無鄰菴
蹴上駅

京阪本線

亭」の露地庭をあわせて構成されてい

地下鉄烏丸線

りょうかく

丸太町通
三条京阪駅

嵐電

てい

定されました。

地下鉄
東西線

西大路御池駅

ます。2021年春に、国指定名勝に指
大沢池の周囲は1kmほどなので、散策にぴったり

今出川通
等持院南町

四条駅

ひ とうてい

御室仁和寺

JR 嵯峨野線

は、宸殿の庭と茶室「飛濤亭」と「遼廓

鉄
電
山 線
叡 山本
叡

等持院

西大路通

歴史ある4 つの庭園をPickUp！

泉庭園「北庭」を有しています。北庭

大覚寺

かけ
きぬ
の路

二条駅

院。広大な白砂の広がる「南庭」と池

075-461-1155 時 9時～17時（受付は16
時30分まで）※12 ～ 2月は9時～16時
料 御所庭園800円
休 無休
京都駅前
から 市バ 26 御室仁和寺下車すぐ

仁和寺

烏丸通

162

旧嵯峨御所
大本山大覚寺

堀川通

仁和寺

へ

仏教思想の影響の下、貴族や武家の接遇の場として発展
具体例

地下鉄・バス1日券HPはこちら

千本通

僧侶の庭園

具体例

へ

貴族・公家による庭園文化に武家の質実剛健さが融合
具体例

市バス・地下鉄の時刻表・路線図、

町衆の暮らしの中で庭が多様化

旧嵯峨御所 大本山大覚寺、神泉苑、京都御所など

武家の庭園

『地下鉄・バス1日券』

町衆の庭園

へ

京都駅

JR 京都

線

御所内裏の正殿「紫宸殿」が
移築されてできた金堂（国宝）

旧嵯峨御所 大本山大覚寺

コ

きゅうさがごしょ だいほんざんだいかくじ

ト

チ

カ

嵯峨天皇の離宮を寺院に改め開創した大覚

通信

寺。現存する日本最古の庭池である大沢池
どうてい こ

は、嵯峨天皇によって唐の洞庭湖を模して造

BAKE CHEESE TART

京都駅

営されました。水際が海の州浜に似ているの
が特徴で、池の水量が減ると北東側に水没
している州浜と岩島を見ることができます。
075-871-0071 時 9時～17時（受付は16時30分まで） 料 お
堂エリアは500円、大沢池エリアは300円 休 無休
京都駅
前から 市バ 28または 四条烏丸から 市バ 91 大覚寺下車すぐ
心経前殿（御影堂）は元々、大正天皇の
即位式に使用された饗宴殿

近代日本庭園の
先駆者とされる
七代目小川治兵衛
により作庭

©︎植彌加藤造園 撮影：相模友士郎

無鄰菴

鎌倉・室町時代の禅僧「夢窓疎石」が作庭したと伝わる心字池

むりんあん

等持院

明治・大正時代の政治家山縣有朋の別

とうじいん

荘。その庭園は、これまで主流であっ

足利歴代将軍の菩提所である等持院には、東
西に2つの苑池があります。東側の「心字池」
は、おだやかな起伏の丘や岩島など曲線を強
調した自然的な造形。一方、西側の「芙蓉池」
は、枯滝や石組、刈入樹木など立体的な造形
になっています。
075-461-5786 時 9時 ～ 16時30分（ 受 付は16
時まで） 料 500円 休 無休
四条河原町から
市バ 10または 京都駅前から 市バ 26 等持院南
町下車、徒歩約8分 ※HP：https://toujiin.jp/
歩くと鶯張りの音が
ここちよく響く方丈（本堂）
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京都観光には欠かせない

庭園はまさに時代を映す鏡です。現代の庭園にも受け継がれてきた匠の技や美意識がいかされ

線
嵐山
阪急

山 紫 水 明の 千 年の 都 で 育 ま れ た 庭 園 文 化

時代ごとに貴族や武士、僧侶などによってつくられた庭園。各時代の思想や文化を反映した

カフェ空間として庭園を愛でながら
スイーツを楽しむこともできる
©︎植彌加藤造園 撮影：相模友士郎
075-771-3909 時 9時～17時（入場は16
時30分まで）
※来場は時間毎の事前予約制。
詳細はHPを要確認 料 600円 休 12月29
日～31日 地下 蹴上駅下車、徒歩約7分

た池を海に、岩を島に見立てる象徴主
義的な庭園ではなく、里山の風景や小
川そのもののように躍動的な流れをも
つ自然主義的な新しい庭園観により造

抹茶あずきチーズタルト 300円（コトチカ京都店限定商品）

マスカルポーネチーズと宇治抹茶をムースにブレンド
した、香り高いコトチカ京都店限定チーズタルト。
時

075-746-3255
10時～ 21時

焼きたて商品の事前注文受付中！

※価格は税込。
※営業時間は変更となる可能性があります。
詳しくは、店舗にお問い合わせください。

営されました。

市バス・地下鉄を
ご利用の皆様へ

3

北大路検車場跡地を歩くツアー

烏丸線開業前に苦労したことは？

地下鉄車両
地下鉄烏丸線の開業・延伸時から
岡本さん。
れた
こら
して
導入に関わり、ご活躍
た。
まし
きし
お聞
当時のお話を

（まいまい京都）で講師を務められたとか？

今では想像できませんが、
烏丸線開業前は駅構内の

交通局からの依頼を受けて、
10月2日の終電後に烏丸

業を強いられました。湿度が非常に高いため、
メモを

ました。
口下手なので、
人前で話をするのは緊張しまし

試運転の際には、
駅構内の工事を一時中断させるこ
ともあり、
各部署との調整が大変だったことも記憶に

仕事していた場所を
一 般の方にご 案内

線開業時に稼働していた北大路検車場のガイドをし

換気設備が未完成で、異常な高湿度のなかでの作

たが、かつて自分が

取ろうとしても紙がすぐふやけてしまいました。また、

岡本 孝

できて嬉しかったで

新しいです。

1974年に交通局に入局。
定年までの約40年間にわたり
地下鉄の車両業務に従事。

す。
こういった形で、
地

下鉄の魅力を伝えら

烏丸線10系の後続車の導入時に

れるのもいいですね。

苦労したことは？

どのような業務でしたか？

烏丸線を京都～竹田駅まで延伸する際に、
これまで

烏丸線開業前の昭和49年に交通局に入局し、烏丸

今の地下鉄について

の4両から6両編成の新しい10系車両の設計をしま

線10系車両の設計や開業前の試運転ほか、
京都～

交通局を退職してからも、
車両設計・保守業務経験

したが、
お客様がより安全で快適に乗車できるよう

竹田駅間の延伸時の車両増備（追加導入）
に携わりま

を生かし、
車両の定期点検などの保守業務の管理を

に様々な改良を加えました。例えば、
多客時に安全に
ご乗車できるように座席シートに握り棒を設置した

した。
その後、
東西線開業の際には、
主に東西線車両

を日々検査する検車職員の育成を担当していました。

しています。
今年度は烏丸線に新車の20系車両が導

入されますが、
10系車両の経験を生かしてアドバイス

ほか、
車両の空調効果をより高めるために、
天井空調

に応じていきたいと思っています。
また、
20系車両は
従来車と比較してホームとの段差を低くしたり、
両先
頭車両に「思いやりエリア」
を設置し、
より使いやすい車
両になっています。
公共交通
事業を担う者として、
安全第
一ではもちろんのこと、
地下
鉄を利用される方が気持ち
よく利用できるよう
「思いや
り」をもって業務に当たって
いってほしいと思います。

に
「ラインフローファン」
という装置を取り入れたり、窓

印象的な業務は？
烏丸線の開業前に、
国（当時の運輸省）
による車両検
査体制の監査がありましたが、監査の前に自動検査
機器の動作確認をしていたところ、
いままで順調に稼
働していた機器が急に作動しなくなりました。監査が
順調に進まなければ、
開業のスケジュールにも影響を
与えかねません。
ヒヤヒヤしながら機器ケーブルの接
続確認などを試みて、
なんとか監査開始の1時間前
に機器を正常復旧させることができましたが、
この時
ばかりは本当に肝を冷やしました。

（烏丸線開業前の北大路検車場）

も開閉できるようにして車内の快適性を向上させま

した。
また、
当時の上司が市電車両の業務に携わって
いたこともあり、車両外観を市電2000形車両に似
た丸 みを帯 び た
フォルムに設計す
るように無理難題
（？！）
を言われたこ
とも今では笑い話
です
（笑）
。

来年は、おかげさまで京都市の公営交通110周年を迎えます。110周年を記念する特集について、ご希望がありましたら編集室までお寄せください。

めざせ
京都通

京都検定に 挑戦！

問1 龍安寺方丈庭園や大徳寺

大仙院書院庭園などに代表さ

れ、室町時代に発達した庭園

様式を何というか。 （3級）
ア 枯山水

問3 お祝いをもらった際、
一

般にその一割を一帖の半紙と

ともにお返しすることを何と
いうか。

（1級）

イ 浄土庭園

ウ 寝殿造庭園 エ 露地

問2 山県有朋の別邸で、
七代

目小川治兵衛の作庭になる無

※本問題は「京都・観光文化検定試験」第
16回の問題より抜粋しています。
※「京都・観光文化検定試験」
・
「京都検定」
は京都商工会議所の商標です。
▶答えは左下です。

鄰菴庭園が、借景としている

山はどれか。

（2級）

ア 愛宕山

イ 鞍馬山

ウ 船岡山

エ 東山

冬になると食べたくなる鍋料理。も

つ鍋や寄せ鍋、みぞれ鍋など毎日
鍋料理でもあきないくらいさまざま

な種類がありますね。我が家では

もっぱらキムチ鍋が人気です。

プレゼント
京都市交通局オリジナル
「とことこ都くん」
プルバックで動く可愛い
ぬいぐるみです。…8名様

旅なび

3月のテーマを大募集！！
「3月の京都」に関する、あなたの

大人も満足できる情報量！
『修学旅行ガイドブック旅なび』
…5名様

おすすめの場所や「こんな情報知り

〒604-8823
京都市中京区壬生松原町3-12
ひでみ企画内
「おふたいむ」編集室宛

さい。おふたいむを一緒につくって

075-322-3717
（ 土・日曜、祝日休業）
FAX : 075-322-3719
e-mail : hidemi@gold.ocn.ne.jp

たい！」というご意見をお送りくだ

くれる情報を、お待ちしています！

京都市交通局オリジナルグッズ、旅なび
プレゼントへのご応募は、右記の宛先まで
（1）住所（2）氏名（3）年齢（4）ご希望のプレ
ゼント（5）上記テーマへのご意見、おふた
いむへの感想を記入して、メールもしくは
はがきでお送りください。12/14（火）当日
消印有効。

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえ
させていただきます。

京都市交通局公式SNSも要チェック！
Twitter

市バス・地下鉄のご利用に関するお問い合わせは、ナビダイヤル

京都市内で

ご高齢の入居をサポート！
すこやか賃貸住宅登録制度

お住まいの
確保にお困りの

ご高齢の皆様へ

◆大家さんに立ち退きをせまられている

すこやか住宅ネット
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◆収入にあった部屋を探したい…など

にお任せください！

住替え先がなかなか見つからない場合、高齢である
ことを理由に入居を拒まない
「すこやか賃貸住宅」
や
高齢者の住まい探しをサポートする
「すこやか賃貸住
宅協力店」
をご紹介します。
お気軽にご相談ください。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、不動産団体、福祉団体、行政
の3者が連携して取組んでいます。

ホームページでもご覧いただけます
すこやか住宅ネット

答え 問１ ア 問 2 エ 問 3 おため

Instagram

0570-666-846

一人暮らしでも安心！
定期的な見守り支援

相談にも
乗ってもらえ
とても安心
低廉なお住まいと定期的な見守りをセットでご提
供。見守りがあることで、独居でも家を借りやすくな
ります。
その他、暮らしのお困り事の相談もどうぞ。
対象者

原則65歳以上の一人暮らし等で、見守りの支援を必要とし、
住替えを希望される方
（実施地域が限定されています）

見守りサービス 家賃・共益費等の他に、市民税課税の方は1,500円／月
（市民税非課税の方は0円）
の見守りサービス利用料が別途必要です。
利用料

詳しくは

京都市 都市計画局
住宅室 住宅政策課

☎075-222-3666

「おふたいむ」は市バス車内、地下鉄駅構内、市バス・地下鉄案内所などで配布しています。また、交通局HPでもご覧いただけます。

