
社会資本総合整備計画（地域住宅支援） 平成２３ 年 ２ 月 １７ 日

1 歴史的町並み保全再生計画

京都市

『京都市歴史的風致維持向上計画及び京都市景観計画に基づき，地域特有の歴史的な町並み景観の保全・再生を図る。』

（H23当初） （H24末） （H27末） ※中間目標は任意

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-A1-1 住宅 一般 京都市 間接 民間 500.0

合計 500.0

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

・街なみ環境整備事業（歴史的町並み再生地区）（歴史的景観保全修景地区，界わい景観整備地区，景観重要建造物，歴史的風致形成建造物，歴史的意匠建造物，姉小路界わい地区（平成２５年度まで））によって
得られた市民実感の向上

55.0%

全体事業費
（百万円）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事業者

５００百万円全体事業費 ５００百万円

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名種別等

計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

０百万円

当初現況値

平成23年度　～　平成27年度　（5年間）

　　計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の現況値及び目標値
備考

最終目標値中間目標値

Ａ Ｂ ０百万円
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

0.0%

全体事業費
（百万円）事業内容種別等

番号

番号

事業内容

要素となる事業名事業者

市町村名事業者

市町村名

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度）

※地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成17年法律第79号）
　第６条第１項に基づく「地域住宅計画」を含む場合は別様式○を参考とすること

街なみ環境整備事業（歴史的町並み再生地区）

要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等

建造物等修景，建築設備等修景，外構修
景，色彩修景，協議会活動助成

Ｃ
効果促進事業費の割合

・京都市総合企画局において毎年実施される「京都市市民生活実感調査」におけるまちなみ景観に関するアンケート結果による満足
度 53.5%

交付対象事業



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 歴史的町並み保全再生計画

計画の期間 平成23年度～平成27年度 京都市交付対象

歴史的景観保全修景地区

歴史的景観を形成している建造物群が残る地域で，その景観を保全し，修景す

る必要がある地区を指定（祇園縄手・新門前地区，祇園町南地区，上京小川地区

の計３地区）。

地区内の建造物等の修理・修景を行い，町並み景観の保全・整備を図る。

界わい景観整備地区

まとまりのある景観の特性を示している市街地の地域で，市街地景観の整備を

図る必要がある地区を指定（伏見南浜，三条通，上賀茂郷，千両ヶ辻，上京北野，

西京樫原，本願寺・東寺地区の計７地区）。

地区内において町並みの景観を特色付けている建造物やこれらが連なっている

地域における建造物等の修理・修景を行い，町並み景観の整備を図る。

姉小路界わい地区

界わい地区に住む人及び，界わいでなりわいを営む人の総意によるまちづくりの

実現に向け，京町家の集積度が高く，地元のまちづくり意識の高い姉小路地区を

指定。

地区内の建造物等の修理・修景を進めるとともに，協議会活動助成を行い，事業

の推進を図る。（事業期間は，平成２５年度末まで）

景観重要建造物

景観計画区域内の歴史的建造物や伝統的な様式を有する建造物のうち，良好

な景観の形成に重要と認められるものを，景観法第１９条に基づき指定し，これら

の建造物の修理を行うことにより，町並み景観の保全・整備を図る。

歴史的風致形成建造物

京都市歴史的風致維持向上計画に位置付けた重点区域内における歴史的建造

物を，歴史まちづくり法第１２条に基づき指定し，これらの建造物の復原や修理等

を行うことにより，町並み景観の保全・整備を図る。

歴史的意匠建造物

京都固有の歴史的意匠を継承するもので，地域の景観ガイドラインの役割を果

たしている建造物を指定し，これらの建造物の修理・修景を行うことにより，町並み

景観の保全・整備を図る。



街なみ環境整備方針説明 
 

都道府県名 京都府 市町村名 京都市 区域名 歴史的町並み再生地区 

区
域
現
況 

区域の概況  対象区域は市域の約５４％を占める景観計画区域と一致している。こ

の区域では，三山や鴨川をはじめとした河川等，吉田山などの点在する

緑地，歴史遺産をはじめとする数多くの寺社等，京町家等の歴史的な建

造物による風情ある町並みなどが，優れた景観を形成している。 

 しかし，京町家等の歴史的建造物の消失や中高層建築物の建設等によ

る景観の変容が急速に進んでおり，良好な住環境としての景観の保全・

再生が必要である。 

 区域内は，京都市景観計画に基づき，景観法による景観地区，都市計

画法による風致地区，市条例による建造物修景地区等の景観規制により，

良好な景観を整備している。特に，産寧坂，祇園新橋，嵯峨鳥居本，上

賀茂の４つの伝統的建造物群保存地区を指定し，伝統的な町並みの保存

を図るとともに，歴史的景観保全修景地区の３地区，界わい景観整備地

区の７地区は，歴史遺産型美観地区に指定することで，厳しい景観規制

により歴史的建造物等による良好な景観保全を図っている。 

 また，京都市歴史的風致維持向上計画に基づく重点区域を４地区指定

し，歴史的風致の維持向上のための取り組みを実施している。 
地区施設等の状況 
公園等の現況 

 区域内の道路では，電線，電柱類が歴史都市・京都の趣のある町並み

を大きく阻害している。本市では，歴史的な町並みに配慮すべき地域や

世界遺産周辺等において，無電柱化を進めている。 

区
域
の
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針 

整備の目標  京都市景観計画に基づき，良好な景観形成を進めるとともに，京都市

歴史的風致維持向上計画に基づき，歴史的風致の維持及び向上を図る。

特に，歴史的景観を形成している建造物群が存する地域で，その景観を

保全・修景する必要がある地域として指定した歴史的景観保全修景地区

と，地域色豊かなにぎわいのある景観がまとまって形成されている地域

で，市街地景観の整備を図る必要がある地域として指定した界わい景観

整備地区等の面的整備地区において，歴史的町並みの通り景観を面的に

保全・再生するとともに，景観重要建造物や歴史的風致形成建造物等の

指定建造物を積極的に指定し，敷地単位での歴史的建造物の保全・再生

を図ることで，歴史的建造物を守り育て，活かしたまちづくりを推進す

る。 

整備の時期 平成２３年度 ～ ３２年度 



地区施設等の整備

に関する基本方針 

道路の無電柱化事業等と連携し，京都市景観計画及び京都市歴史的風致

維持向上計画に基づいた地区施設等の整備を図っていく。 

住
宅
等
の
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針 

住宅等 京都市景観計画や京都市歴史的風致維持向上計画に基づき住宅等を整備

し，良好な景観の形成を推進する。 

①歴史的景観保全修景地区や界わい景観整備地区等の住宅等について

は，地区の様式への修景等を促進し，歴史的な町並みの保全・再生につ

なげる。 

②姉小路界わい地区では，街づくり協定に適合する建物等の修景を促進

し，京町家と調和した町並みの誘導を図る。 

③景観重要建造物や歴史的風致形成建造物について積極的に指定し，修

理・復原等を進める。 

敷地 京都市景観計画や京都市歴史的風致維持向上計画に基づき住宅等と一体

となった敷地を整備し，良好な景観の形成を推進する。 

①歴史的景観保全修景地区や界わい景観整備地区では，道路等から傍観

できる部分の門塀等の外観修景を推進し，敷地と建造物が一体となった

通り景観を整備する。 

②姉小路界わい地区でも，道路等から傍観できる部分の門塀等の外観修

景を推進し，敷地と建造物が一体となった通り景観を整備する。 

③景観重要建造物や歴史的風致形成建造物においては，建築物と一体的

に指定している門塀等の修理・修景を推進し，敷地と建造物が一体とな

った歴史的な景観の保全・再生につなげる。 

その他の事項  

 
 



平成23年度

①位置図 区域

位置図 案内図

歴史的町並み再生

街なみ環境整備事業　説明図

京都市

京都府

京都駅

京都御苑

上賀茂神社

伏見桃山城

渡月橋

歴史的町並み再生地区
（景観計画区域）

京都市役所

二条城

促進区域



②区域図 区域

景観計画区域

歴史的町並み再生

促進区域

京都市役所

京都御苑

二条城

上賀茂神社

渡月橋

京都駅

伏見桃山城



 

 

祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祇園町南歴史的景観保全修景地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上京小川歴史的景観保全修景地区 

区域名  歴史的町並み再生地区 

地区の景観特色と整備方針 
 当地区は，飲食店，小売店舗など多種の店舗

が存在する縄手通（大和大路）の一部と茶道具

や古美術を扱う美術商が主業種である新門前通

の町並みで構成している。縄手通は，業種が多

様で，建築様式も多様であるが，都心の繁華街

の賑わいの中にも地域固有の雰囲気を作り出し

ている。また，新門前通は，美術品を扱う同業

者町を形成しているが，家主の人格を象徴する

ように，一軒として同じ家屋がなく，風情を凝

らした町家建築で町並みが構成されている。 
 当該地区内の建造物等の修理・修景を行うこ

とにより，固有の町並み景観の保全・修景を図

る。 

地区の景観特色と整備方針 
 歴史的な様式を継承しながらも家主の人格が

表されるように，洗練されたデザインで造られ

る家屋が連担する木造建築の宝庫として町が営

まれてきた。茶屋様式の町家を主流としつつ，

各家屋はそれぞれに形態・意匠を異にして，個

性を発揮しているが町並みとしては，落ち着き

のある洗練された風情を醸し出し，訪れる人に

深い感銘を与える。これらの家作は，住まい手

の美意識とそれを見事に表現する職人の作品で

あり，木造建築の芸術品といえる。 
 当該地区内の建造物等の修理・修景を行うこ

とにより，固有の町並み景観の保全・修景を図

る。 

地区の景観特色と整備方針 
 茶道具の表構えや大小の寺院，商家，織屋，

しもたや等多様な用途，形態及び意匠を有する

建築物が調和を保って存在している。この町並

み景観は，しっとりとして落ち着きのある風情

を漂わせ，訪れる人に感銘を与える。これらの

家作は，当該地で地場産業の発展を通じて磨か

れてきたものである。 
 当該地区内の建造物等の修理・修景を行うこ

とにより，固有の町並み景観の保全・修景を図

る。 

【整備方針図】 

事業地区 



地区名  歴史的町並み再生地区 

 伏見南浜界わい景観整備地区      上賀茂郷界わい景観整備地区    千両ヶ辻界わい景観整備地区  上京北野界わい景観整備地区 

  
 
 
 
 
 
 
 
 三条通界わい景観整備地区       西京樫原界わい景観整備地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本願寺界わい景観整備地区       東寺界わい景観整備地区      姉小路界わい地区 

 

 

 

 

 

 

 

整備方針（界わい景観整備地区）
 地域のまとまりある景観を維
持及び向上させるため，地区内
において町並みの景観を特色付
けている建造物やこれらが連な
っている地域における建造物等
の修理・修景を行い，特色ある
町並み景観の整備を図る。   

整備方針（姉小路界わい地区）
 落ち着いた中低層の町並みを
維持しつつ，京町家と調和した
町並みを創造し，「居住」と「な
りわい」と「文化性」がバラン
スを保持しつつ地域の活力や魅
力を高めるため，地区内の建造
物等の修理修景をすすめるとと
もに，協議会活動助成を行い，
事業の推進を図る。（事業期間
は，平成２５年度末まで） 

【整備方針図】 

事業地区 



 
区域名  歴史的町並み再生地区 

【整備方針図】 

景観重要建造物・歴史的風致形成建造物 分布図

歴史的風致維持向上計画に基づく重点地区 
● 景観重要建造物 
● 景観重要建造物・歴史的風致形成建造物 
■ 歴史的風致形成建造物 



 
区域名  歴史的町並み再生地区 

【整備方針図】 

歴史的意匠建造物 分布図 



社会資本整備総合交付金チェックシート 

 
計画の名称：歴史的町並み保全再生計画      地方公共団体名：京都市 

                                    
                                    チェック欄 

Ⅰ．目標の妥当性 

①上位計画等との整合性 ○ 

②地域課題への対応 ○ 

 1)地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている ○ 

 2)まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○ 

Ⅱ．計画の効果・効率性 

①整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○ 

②定量的指標の明瞭性 ○ 

③目標と事業内容の整合性 ○ 

④事業の効果の見込みの妥当性 ○ 

Ⅲ．計画の実現可能性 

①地元の熱意 ○ 

 1)まちづくりに向けた機運がある ○ 

 2)継続的なまちづくりの展開が見込める ○ 

②円滑な事業執行の環境 ○ 

 1)計画の具体性など，事業の熟度が高い ○ 

 2)計画について住民等との間で合意が形成されている ○ 

 


