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第２章 京都市の維持向上すべき歴史的風致（第Ⅰ期）

重点区域拡大に向けて新たな歴史的風致を設定

資料３



（参考）歴史的風致とは（歴史まちづくり法における「歴史的風致」の定義）

「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値
の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」

歴史的風致 周辺市街地の例 歴史的建造物の例 人々の活動の例

1 祈りと信仰のまち京都 (1)本山と聖地 本山・聖地周辺 寺院，神社，社家 本山参り

(2)祈りの場 寺社周辺 寺院，神社 日々の祈り，信仰

2 暮らしに息づくハレと
ケのまち京都

(1)京都の祭礼 寺社周辺 寺院，神社 祭礼

(2)京町家の暮らしと地域コ

ミュニティ
市内全域 町家 京町家の暮らし，地蔵盆

(3)ハレの場と伝統を引き継

ぐ歴史舞台
二条城，御苑周辺 二条城，御苑 庭園の手入れ

3 ものづくり・商い・もて
なしのまち京都

(1)伝統産業を支える地域 西陣，本能，清水など 町家 西陣織,京友禅，清水焼

(2)歴史を刻んだ市場・市 室町，錦市場など 問屋，市場 問屋，卸などの商い

(3)もてなしのまち・花街 花街など 茶屋，歌舞練場 食事，踊り，宿の提供

4 文化・芸術のまち京都 (1)文化・芸術のまち京都 小川通，寺町通など 茶室 茶道，華道，能，狂言

5 伝統と進取の気風 (1)古都の再生と文教地区

の形成
岡崎周辺 近代化関連施設

琵琶湖疏水

近代産業活動
疏水

(2)大都市を支えた地域 三条通，四条通など 銀行，郵便局 近代産業活動

6 京郊の歴史的風致 (1)舟運を支えた地域 伏見，吉田など郊外 酒蔵 酒造り，船運

(2)景勝地としての洛外 嵯峨の別荘地 別荘 景勝地詣

(3)京街道と京の七口 旧街道沿い 旅籠 物流

(4)山や野にみる歴史的風致 林地，農地 農家住宅 林業，農業

京都市の維持向上すべき歴史的風致



第２章 京都市の維持向上すべき歴史的風致（第Ⅱ期イメージ）
（第Ⅰ期計画） （第Ⅱ期計画）

祈りと信仰のまち京都の歴史的風致

暮らしに息づくハレとケのまち京都の歴史的風致

ものづくり・商い・もてなしのまち京都の歴史的風致

文化・芸術のまち京都の歴史的風致

伝統と進取の気風の地

京郊の歴史的風致

祈りと信仰のまち京都の歴史的風致

暮らしに息づくハレとケのまち京都の歴史的風致

ものづくり・商い・もてなしのまち京都の歴史的風致

文化・芸術のまち京都の歴史的風致

伝統と進取の気風の地

洛外に見る歴史的風致（伏見・嵯峨・山科等）

千年の都を育む水・土・緑に見る歴史的風致

千年の都の道に見る歴史的風致

活動

時代

場所

洛中と密接に関わってきた地域で行
われている，歴史や伝統に培われて
きた祭礼や日々の暮らしが受け継が
れています。

京都と地方を繋ぐ街道沿い，鉄道沿
いにおける，ものづくりや商い，
日々の暮らしや街道を行き交う人々
へのもてなしなど，歴史と伝統を受
け継いだ営みが行われています。

京都の人々の暮らしを育み，歴史や
文化を発展させてきた水辺や，山や
野における生業などの営みが受け継
がれています。

凡 例

祈りと信仰 ○
ハレとケ ○
ものづくり・商い・もてなし ○
文化・芸術 ○
伝統と進取の気風 ○
洛外・郊外 ○
京の道 ○
京の水・土 ○



新たな歴史的風致① 洛外・郊外（伏見・嵯峨・山科等）に見る歴史的風致

(1)舟運を支えた地域（伏見・淀）

・城下町の形成と伏見の商いを支えた舟運
・酒造りのまち

(2)景勝地としての洛外（嵯峨・嵯峨野）

・嵯峨野への景勝地詣で

(3)京の玄関口（山科・洛西）

・京の東の玄関口で独自の文化を育む山科
・西国からの玄関口で京に最も近い宿駅・樫原

伏見十石栓

渡月橋

山科義士祭り

酒蔵の続く町並み

大覚寺

六地蔵めぐり
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写真①

新たな歴史的風致② 千年の都の道に見る歴史的風致

(1)京の大路・小路・路地

・平安遷都以来の条坊制が今も息づく
・通りそれぞれに歴史的風致が形成される
・路地（ろじ・ろーじ）の濃密なコミュニティ

(2)京街道と京の七口

・全ての道は千年の都に通じる
・街道ごとにある歴史的な人々の活動

(3)京の鉄道

・地方と京都，市内各地を鉄道で結ぶ
・京都ならではの歴史的風致を形成

先斗町通

樫原の町並み

嵐電の走る町並み

四条通

鞍馬街道

梅小路機関車館
(京都市消防局HPより)



新たな歴史的風致③ 千年の都を育む水・土・緑に見る歴史的風致

(1)京の水辺

・都市生活を支える重要な基盤である水辺
・河川，地下水，用水が育む京の文化

(2)山や野にみる歴史的風致

・北山の林業と人々の暮らし
・市民の食生活を支える生業の野

三条大橋と鴨川の流れ

北山の山林

伏見の御香水

京野菜の振り売



京都市の維持向上すべき歴史的風致（第Ⅱ期イメージ）

歴史的風致 周辺市街地の例 歴史的建造物の例 人々の活動の例

1 祈りと信仰のまち京都 (1)本山と聖地 本山・聖地周辺 寺院，神社，社家 本山参り

(2)祈りの場 寺社周辺 寺院，神社 日々の祈り，信仰

2 暮らしに息づくハレと
ケのまち京都

(1)京都の祭礼 寺社周辺 寺院，神社 祭礼

(2)京町家の暮らしと地域

コミュニティ
市内全域 町家 京町家の暮らし，地蔵盆

(3)民衆の社交の場 市内全域 銭湯，茶屋 交流

(4)ハレの場と伝統を引き

継ぐ歴史舞台
二条城，御苑周辺 二条城，御苑 庭園の手入れ

3 ものづくり・商い・もて
なしのまち京都

(1)伝統産業を支える地域 西陣，本能，清水など 町家 西陣織,京友禅，清水焼

(2)歴史を刻んだ市場・市・

問屋

錦市場，弘法市など

室町通の呉服問屋など
問屋，市場，市 問屋，卸などの商い

(3)もてなしのまち・花街 花街など 茶屋，歌舞練場 食事，踊り，宿の提供

4 文化・芸術のまち京都 (1)文化・芸術・学問のまち
京都

小川通，寺町通など

大学周辺など

茶室，画廊

大学

茶道，華道，能，狂言
学問

(2)京の庭園文化（仮称） 寺院の庭，町家の庭
近代の庭など

大覚寺庭園
杉本家座敷庭等

庭の手入れ

5 伝統と進取の気風 (1)古都の再生と文教地区

の形成
岡崎周辺 近代化関連施設

琵琶湖疏水

近代産業活動
疏水

(2)大都市を支えた地域 三条通，四条通など 銀行，郵便局 近代産業活動

(3)近代の憩いと娯楽（仮

称）
近代の公園
近代スポーツの聖地
など

円山公園，梅小路
公園
西京極競技場

憩いの場
スポーツ



歴史的風致 周辺市街地の例 歴史的建造物の例 人々の活動の例

6 洛外（伏見・嵯峨・
山科等）に見る歴史
的風致（仮称）

(1)舟運を支えた地域 伏見 酒蔵，水路 酒造り，船運

(2)景勝地としての洛外 嵯峨・嵯峨野 寺社，参詣者をも
てなす店

景勝地詣

(3)京の玄関口 山科，西京 街道沿いの町家
地蔵

交通，交易，地蔵盆

7 千年の都の道に見る
歴史的風致（仮称）

(1)京の大路・小路・路地 四条通，三条通
油小路通，寺町通
先斗町通
路地

沿道の町家 交通，物流，地蔵盆

(2)京街道と京の七口 鞍馬街道
若狭街道
愛宕街道
山陰街道
東海道など

街道沿いの町家 交通，物流，宿場

(3)京の鉄道 ＪＲ，阪急，京阪
近鉄，嵐電，叡電

駅舎，鉄橋，鉄道
遺構(ｲﾝｸﾗｲﾝ等）

交通，物流

8 千年の都を育む水・
土・緑に見る歴史的
風致（仮称）

(1)京の水辺 鴨川，桂川，高瀬川
疏水，各地の名水

河川，水路，橋梁
名水，浄水場等

水流，納涼
酒造り，京料理

(2)山や野にみる歴史的風致 中川など
京野菜の産地

林業小屋
農家住宅

林業，農業


