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次期計画の歴史的風致改定状況について 資料３

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

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
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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
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歴史的風致 人々の活動 歴史的建造物

1
祈りと信仰のまち
京都

(1)祈りの場

(ｱ)念仏と狂言
六斎念仏★ 千本ゑんま堂
大念仏狂言★ 壬生寺

(ｲ)迎え鐘・送り鐘
六道まいり（迎え鐘） 六道珍皇寺
送り鐘 矢田寺（洛陽四十八所地蔵巡り）

(ｳ)巡礼の地
洛陽三十三所観音霊場巡り 泉涌寺（西国三十三所観音霊場）
六地蔵巡り 四ノ宮地蔵（徳林庵）
洛陽天満宮二十五社順拝 菅大臣神社，水火天満宮

(2)本山と聖地

(ｱ)愛宕神社と愛宕詣で 愛宕詣でと街道の営み 愛宕神社

(ｲ)本願寺への本山参りと本願寺界隈
東西本願寺への本山参り参詣者への
もてなし

西本願寺
門前町の宿や仏具店

(ｳ)八坂神社から清水寺への参詣 八坂・清水寺詣で参詣者へのもてなし 清水寺

2
暮らしに息づくハレ
とケのまち京都

(1)京都の季節・暮らしを
彩る年中行事

(ｱ)冬（１月～２月）
初詣 伏見稲荷大社，参道の店舗
十日ゑびす(初ゑびす） 恵美須神社
節分祭・節分会 吉田神社

(ｲ)春（３月～６月）
やすらい祭★ 今宮神社
葵祭 上賀茂神社，下鴨神社

(ｳ)夏（７月～８月）

祇園祭★ 八坂神社，町会所
五山送り火☆ 涌泉寺（妙法）他

地蔵盆
大報恩寺本堂（千本釈迦堂）
地蔵盆を行う町家

(ｴ)秋（９月～１１月）
ずいき祭と剣鉾の祭り☆ 北野天満宮，西院春日神社他
時代祭☆ 平安神宮，京都市本庁舎

(ｵ)冬（１２月）
大根炊き 了徳寺
おけらまいり☆ 八坂神社

(2)京都の暮らしと地域と
の関わり

(ｱ)暮らしの文化を受け継ぐ京町家
四季と年中行事 杉本家住宅
外部とのかかわり 市内の京町家

(ｲ)地域とのかかわり
暮らしのルール町式目 膏薬辻子
路地の暮らし 路地

(ｳ)民衆の社交の場 銭湯 船岡温泉（銭湯）
(ｴ)伝統工法技術の継承 大工棟梁，ちょうな祭り 町家，太秦広隆寺

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

(ｱ)やきもののまち 清水焼，陶器まつり 窯元，陶器販売店，若宮八幡宮
(ｲ)織物のまち 西陣織，今宮祭 織屋，今宮神社（織姫社）
(ｳ)友禅染めのまち 友禅染 染物工房

(2)歴史を刻んだ問屋・
市場・市

(ｱ)問屋街 呉服問屋 室町通の問屋
(ｲ)市場 小売り 錦市場の店舗

(ｳ)縁日市
弘法さん 東寺
天神さん 北野天満宮

(3)もてなしのまち・花街
(ｱ)上七軒 北野をどり 上七軒歌舞練場
(ｲ)祇園甲部 祇園をどり 祇園甲部歌舞練場
(ｳ)先斗町 鴨川をどり 先斗町歌舞練場
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歴史的風致 人々の活動 歴史的建造物

4
文化・芸術のまち
京都

(1)文化・芸術のまち京都

(ｱ)芸能を楽しむ
雅楽 八坂神社
能・狂言 能舞台，能楽堂
歌舞伎 南座

(ｲ)芸事の嗜み
お茶の稽古や茶会を楽しむ 三千家家元，二条城
生け花の稽古や献花祭を楽しむ 頂法寺（六角堂）

(ｳ)芸術に親しむ 門前の古美術商 新門前通や寺町通の古美術店
(2)京の庭園文化（仮称） 京都の庭園 造園技術の伝承 神泉苑，無鄰庵庭園

5
伝統と進取の気風
の地

(1)古都の再生と文教地
区の形成

(ｱ)琵琶湖疏水の歴史的風致保全 疏水沿いの市街地環境保全
哲学の道
山科疏水の母子地蔵

(ｲ)近代公園とスポーツ
市民の遊行の場 京都市美術館，円山公園
スポーツのまち 旧武徳殿，西京極競技場

(2)近代における商業活
動や地域自治

(ｱ)三条通・烏丸通における近代の活動 銀行，郵便局
京都文化博物館
中京郵便局

(ｲ)番組小学校と地域自治 小学校における自治活動
元立誠小学校
元明倫小学校（京都芸術ｾﾝﾀｰ）

(3)京都の鉄道と市民の
暮らし

古都参詣と新しい輸送網の確立 市民の景勝地詣で
嵐電（京福電鉄），叡電（叡山電鉄）
近鉄京都線（旧奈良電気鉄道）
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京街道とその周辺
に見る歴史的風
致（仮称）

(1)京街道と京の七口に
見る歴史的風致

(ｱ)門前の営みと伝統ある祭礼が残る鞍
馬街道

鞍馬寺詣でと鞍馬の火祭り☆ 鞍馬寺，由岐神社
貴船の祭りと川床 貴船神社，料理旅館

(ｲ)山里の営みが今も続く若狭街道
大原のの年中行事と山里の営み

三千院（往生極楽院阿弥陀堂）
江文神社（大原八朔踊☆）

八瀬の赦免地踊りと窯風呂
秋元神社（赦免地踊り☆）
窯風呂温泉

(2)旧街道でつながる山
科盆地のまつり

(ｱ)寺社のまつり
山科寺内町の花まつり 山科本願寺跡及び南殿跡
神輿で賑わう山科まつり 三之宮神社，山科神社

(ｲ)区民がつくったまつり
大石行列から続く山科義士まつり 岩屋寺，大石神社
隋心院のはねず踊り 隋心院

(ｳ)受け継がれる歴史的なまつり
醍醐の花見行列 醍醐寺
日野の裸踊り 日野法界寺
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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

(ｱ)京の人々の暮らしを育む河川・水路 水辺の維持管理（保勝会の活動） 高瀬川

(ｲ)京の夏の風物詩
鴨川の納涼床 三条大橋，お茶屋
保津川下り 渡月橋

(ｳ)信仰の対象・祭礼の場としての水辺
松尾祭 松尾大社，西寺跡
三船祭 車折神社
嵐山灯篭流し 大櫃川，嵐山公園

(ｴ)京の生業や農業を支える水
伏見のまちと酒どころ 伏見の酒蔵

京の農業を支える水辺
一ノ井堰（洛西用水），広沢池
東山用水，洛東用水

(2)山や野にみる歴史的
風致

(ｱ)生業の野・京野菜 京野菜の栽培 農家住宅
(ｲ)北山の林業 北山杉の生育・加工 丸太加工場
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7

第２章 京都市の維持向上すべき歴史的風致（第Ⅱ期）

千年の都を育む水・土・緑に見る歴史的風致

京街道とその周辺に見る歴史的風致

伝統と進取の気風の地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
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今後のスケジュール

令和元年度

３月頃 歴史まちづくり推進会議（次期計画策定③）

令和２年度

５月頃 歴史まちづくり推進会議（定例）

７～８月頃 市民意見（パブリックコメント）募集

１０～１２月頃 歴史まちづくり推進会議（次期計画策定④）

令和３年１月頃 国への認定申請（３月下旬認定予想）
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