
1 

■新旧対照表 

新（表紙） 旧（表紙） 
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新（序章-２） 旧（序章-２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図序－１ 計画策定の流れ 

 
 

表序-１ 京都市歴史まちづくり推進会議 委員名簿 

（令和３年度（2021）4月時点） 

構成員（◎：座長，〇：副座長） 

学識 
経験者 

京都女子大学家政学部生活造形学科 
教授 井上 えり子 
京都工芸繊維大学 名誉教授・ 
神戸女子大学家政学部 客員教授 中川 理◎ 
京都大学大学院人間・環境学研究科 
教授 中嶋 節子○ 
京都産業大学大学院人間・環境学研究科 
教授 村上 忠喜 
京都美術工芸大学工芸学部建築学科  
准教授 森重 幸子 
大阪電気通信大学工学部建築学科 
教授 矢ケ崎 善太郎 

京都府 
京都府教育庁指導部 文化財保護課長   

森 正 
関係 
機関 

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセン

ター 理事長 青山 吉隆 

京都市 

文化市民局文化芸術都市推進室  
文化財担当部長 
都市計画局 建築技術・景観担当局長 
建設局建設企画部 技術企画担当部長 

 

４ 計画策定（変更）経過 
本計画の策定（変更）経過は以下の通り。 

表序-２ 京都市歴史的風致維持向上計画（１期）策定経過 

H20.5.23 地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律の公布 

H20.11.4 地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律の施行 

H21.6.15 第１回京都市歴史的風致維持向上計画

策定協議会の開催 

H21.7.17 

～31 

パブリックコメントの実施 

H21.8.21 第２回京都市歴史的風致維持向上計画

策定協議会の開催 

H21.11.19 京都市歴史的風致維持向上計画の認定 

H22.3.1 京都市歴史的風致維持向上計画変更の

認定申請（第１回変更） 

H22.11.10 法定協議会「京都市歴史まちづくり推進

協議会」の設置（平成 25 年度に名称変

更） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図序－１ 計画策定の流れ 

 
 

表序-１ 京都市歴史まちづくり推進会議 委員名簿 

（令和２年度（2020）12月時点） 

構成員（◎：座長，〇：副座長） 

学識 
経験者 

京都女子大学家政学部生活造形学科 
准教授 井上 えり子 
京都大学 名誉教授 髙橋 康夫◎ 
京都工芸繊維大学 教授 中川 理 
京都大学大学院人間・環境学研究科 
教授 中嶋 節子○ 
京都美術工芸大学工芸学部建築学科  
准教授 森重 幸子 
大阪電気通信大学工学部建築学科 
教授 矢ケ崎 善太郎 

京都府 
京都府教育庁指導部 文化財保護課長   

森下 衛 
関係 
機関 

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセン

ター 理事長 青山 吉隆 

京都市 

文化市民局文化芸術都市推進室  
文化財担当部長 
都市計画局 建築技術・景観担当局長 
建設局建設企画部 技術企画担当部長 

 

４ 計画策定（変更）経過 
本計画の策定（変更）経過は以下の通り。 

表序-２ 京都市歴史的風致維持向上計画（１期）策定経過 

H20.5.23 地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律の公布 

H20.11.4 地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律の施行 

H21.6.15 第１回京都市歴史的風致維持向上計画

策定協議会の開催 

H21.7.17 

～31 

パブリックコメントの実施 

H21.8.21 第２回京都市歴史的風致維持向上計画

策定協議会の開催 

H21.11.19 京都市歴史的風致維持向上計画の認定 

H22.3.1 京都市歴史的風致維持向上計画変更の

認定申請（第１回変更） 

H22.11.10 法定協議会「京都市歴史まちづくり推進

協議会」の設置（平成 25 年度に名称変

更） 
 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)の決定・認定 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)(案)の作成 

（作成体制） 

京都市（策定主体） 

事務局 

・景観政策課 

・文化財保護課 

京都市 

歴史まちづくり 

推進会議 

 

・学識経験者 

・関係機関 

（京都市景観・まち

づくりセンター） 

・京都府 

（教育庁指導部 

文化財保護課） 

・京都市 

（文化市民局，建設

局，都市計画局） 

歴まち庁内連絡会 

・総合企画局 

・文化市民局 

・産業観光局 

・建設局 

・都市計画局 

調
整 

提案 

助言 

京都市 

文化財保護審議会 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)(案)の周知・意見募集 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)(案) 

パブリックコメント 

市民 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)の決定 

（京都市長） 

主務大臣 

（文部科学省，農林水産省，国土交通省） 

関連審議会等 

・美観風致審査会等 

報告 

 

申請 

 認定 

 
（「認定歴史的風致維持向

上計画(２期)」となる） 

提案 

助言 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)の決定・認定 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)(案)の作成 

（作成体制） 

京都市（策定主体） 

事務局 

・景観政策課 

・文化財保護課 

京都市 

歴史まちづくり 

推進会議 

 

・学識経験者 

・関係機関 

（京都市景観・まち

づくりセンター） 

・京都府 

（教育庁指導部 

文化財保護課） 

・京都市 

（文化市民局，建設

局，都市計画局） 

歴まち庁内連絡会 

・総合企画局 

・文化市民局 

・産業観光局 

・建設局 

・都市計画局 

調
整 

提案 

助言 

京都市 

文化財保護審議会 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)(案)の周知・意見募集 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)(案) 

パブリックコメント 

市民 

京都市歴史的風致維持向上計画(２期)の決定 

（京都市長） 

主務大臣 

（文部科学省，農林水産省，国土交通省） 

関連審議会等 

・美観風致審査会等 

報告 

 

申請 

 認定 

 
（「認定歴史的風致維持向

上計画(２期)」となる） 

提案 

助言 
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新（序章-３） 旧（序章-３） 

 
H23.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第２回変更） 

H23.7.26 

～8.22 

京都市歴史的風致維持向上計画の第３

回変更内容に係るパブリックコメントの

実施 

H24.2.14 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第３回変更） 

H24.3.30 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第４回変更） 

H25.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第５回変更） 

H26.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第６回変更） 

H27.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第７回変更） 

H28.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第８回変更） 

H29.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第９回変更） 

H30.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第 10 回変更） 

H31.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第 11 回変更） 

R2.3.24 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第 12 回変更） 

 

 

表序-３ 京都市歴史的風致維持向上計画（２期）策定経過 

R1.9.4 歴史まちづくり推進会議庁内連絡会開催 

R1.9.10 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定に向けて 

R2.1.8 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定について 

R2.2.12 歴史まちづくり推進会議庁内連絡会開催 

R2.2.18 京都市文化財保護審議会への報告 

R2.6.10 歴史まちづくり推進会議庁内連絡会開催 

R2.6.15 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定について 

R2.10.27

～

R2.11.25 

パブリックコメントの実施 

R2.12.21 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定について 

R3.1.14 京都市文化財保護審議会地域計画部会

からの意見聴取 

R3.1.15 京都市美観風致審議会への報告 

R3.1.25 京都市文化財保護審議会審議会への報

告 

R3.3.12 京都市歴史的風致維持向上計画（第２

期）の認定申請 

R3.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画（第２

期）の認定 

R4.3.XX 京都市歴史的風致維持向上計画変更の

認定（第１回変更） 

 

 

 
H23.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第２回変更） 

H23.7.26 

～8.22 

京都市歴史的風致維持向上計画の第３

回変更内容に係るパブリックコメントの

実施 

H24.2.14 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第３回変更） 

H24.3.30 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第４回変更） 

H25.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第５回変更） 

H26.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第６回変更） 

H27.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第７回変更） 

H28.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第８回変更） 

H29.3.31 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第９回変更） 

H30.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第 10 回変更） 

H31.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第 11 回変更） 

R2.3.24 京都市歴史的風致維持向上計画変更

の認定（第 12 回変更） 

 

 

表序-３ 京都市歴史的風致維持向上計画（２期）策定経過 

R1.9.4 歴史まちづくり推進会議庁内連絡会開催 

R1.9.10 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定に向けて 

R2.1.8 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定について 

R2.2.12 歴史まちづくり推進会議庁内連絡会開催 

R2.2.18 京都市文化財保護審議会への報告 

R2.6.10 歴史まちづくり推進会議庁内連絡会開催 

R2.6.15 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定について 

R2.10.27

～

R2.11.25 

パブリックコメントの実施 

R2.12.21 京都市歴史まちづくり推進会議開催 

・次期計画策定について 

R3.1.14 京都市文化財保護審議会地域計画部会

からの意見聴取 

R3.1.15 京都市美観風致審議会への報告 

R3.1.25 京都市文化財保護審議会審議会への報

告 

R3.3.12 京都市歴史的風致維持向上計画（第２

期）の認定申請 

R3.3.29 京都市歴史的風致維持向上計画（第２

期）の認定 
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新（Ｐ１－４） 旧（Ｐ１－４） 

 
図1-5 河川図 

 
図1-5 河川図 
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新（Ｐ１－１８） 旧（Ｐ１－１８） 

４ 文化財等の分布状況 
京都では，絶えず新しい文化が創造されてきたことか

ら，様々な分野，それぞれの地域に文化財が存在してい

る。京都市内の指定等文化財の総数は，令和２年（2020）
11 月時点で，3,000 件を超える。指定等文化財の主な分

布状況については，巻末資料に掲載する。 
 

 
一方，京都市には文化財保護法や文化財保護条例によ

り指定・登録等がされているもののほかにも大切な「文化

財」があり，京都市では，京都の人々の生活，歴史と文化

の理解のために欠くことのできない有形，無形のものす

べてを「京都文化遺産」と位置付け維持継承を図ってい

る。 

４ 文化財等の分布状況 
京都では，絶えず新しい文化が創造されてきたことか

ら，様々な分野，それぞれの地域に文化財が存在してい

る。京都市内の指定等文化財の総数は，令和２年（2020）
11 月時点で，3,000 件を超える。指定等文化財の主な分

布状況については，巻末資料に掲載する。 
 

 
一方，京都市には文化財保護法や文化財保護条例によ

り指定・登録等がされているもののほかにも大切な「文化

財」があり，京都市では，京都の人々の生活，歴史と文化

の理解のために欠くことのできない有形，無形のものす

べてを「京都文化遺産」と位置付け維持継承を図ってい

る。 

図1-30京都文化遺産 

 区分 市指定 市登録 府指定 府登録 国指定等(国宝) 国登録 合計 

有形文化財 建造物 75 27 49 8 212(42) 434 805 
美術工芸品 212 38 97 2 1,680(173) 2 2,031 

無形文化財 工芸技術   10  8  18 
芸能   2  2  4 

その他   1    1 
民俗文化財 有形の民俗文化財 8 3 2  4 2 19 

無形の民俗文化財  56 1 2 6  65 
記念物 遺跡 16 12 3  58(3)  89 

名勝地 35 3 1  50(12)  89 
動物，植物，地質鉱物 25 10 2  7  44 

文化的景観     1  1 
伝統的建造物群     4  4 

文化財環境保全地区 11 1 － － 12 
      

文化財の保存技術   2  26   
合計 524 183 2,058(230) 438 3,210 

表1-3 京都市内指定等文化財の件数（令和２年11月1日現在） 
※）記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財は 1件 
注）無形文化財は，実人数，実団体数を示す。国の史跡と名勝の双方に指定されているものは，史跡に含む。国宝には，特別史跡，特別名勝を含む。文化財の

保存技術（国選定等）は，個人の実人数と実団体数の合計を示す。 

区分 市指定 市登録 府指定 府登録 国指定等(国宝) 国登録 合計 

有形文化財 建造物 78 27 49 8 218(43) 449 829 
美術工芸品 216 38 98 2 1,679(173) 2 2,035 

無形文化財 工芸技術   7{10}*1  9{8}*1  16 
芸能   1{2}*1  2  3 

その他   1{1}*1    1 
民俗文化財 有形の民俗文化財 8 3 2  4 2 19 

無形の民俗文化財  56 1 2 6  65 
記念物 遺跡 16 12 3  ＊258(3)  89 

名勝地 33 3 1  ＊252(12)  89 
動物，植物，地質鉱物 25 10 2  7  44 

文化的景観     1  1 
伝統的建造物群     4  4 

文化財環境保全地区 11 1 － － 12 
      

文化財の保存技術   2  28{25}*1  30 
合計 536 180 2,068[2,048] 

(231)[228] 
453 3,237 

[3,217] 
表1-3 京都市内指定等文化財の件数（令和３年1２月末現在）（[ ]内に重複を除いた実件数を示す） 

※）記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財は 1件 
＊1)無形文化財保持者・選定保存技術団体には重複認定があり，{ }に実人数・実団体数を示す。 
＊2)国の史跡と名勝には重複指定があり，令和 3年 12月末時点の史跡・名称の指定実件数は 90件である。（国宝は 12件） 

※京都市京町家の保全及び継承に関する条例 



6 

新（Ｐ２－１３） 旧（Ｐ２－１３） 

表2-1-6 洛陽天満宮二十五社 

番号 神社名 住所 備考 

➊ 菅大臣神社 下京区 十二社，御霊地三社 

➋ 北菅大臣神社 下京区   

➌ 筑紫天満宮 下京区 十二社 

➍ 一夜天満宮 中京区 壬生寺内 

➎ 洛中天満宮   現存せず 

➏ 火除天満宮 下京区   

➐ 菅原院天満宮 上京区 十二社 

➑ 安楽寺天満宮 上京区 十二社 

➒ 北野天満宮 上京区 十二社，御霊地三社 

➓ 水火天満宮 上京区 十二社，御霊地三社 

⓫ 上御霊天満宮 上京区   

⓬ 梶井天満宮   十二社，現存せず 

⓭ 下御霊天満宮社 中京区 
十二社，下御霊神社

内 

⓮ 雪天神社 東山区   

⓯ 松風天満宮 東山区 十二社知恩院内 

⓰ 小松天満宮 東山区   

⓱ 安井天満宮 東山区   

⓲ 高台寺天満宮 東山区 高台寺内 

⓳ 阿波天満宮 東山区   

⓴ 紅梅天満宮 下京区 十二社，萬年寺内 

●21  文子天満宮 下京区   

●22  千喜万悦天満宮 下京区 西念寺内 

●23  法然寺天神 下京区 移転前の法然寺内 

●24  大雲院天満宮 下京区 十二社，大雲院内 

●25  錦天満宮 中京区 十二社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-4 京都市内の主な巡礼地  

表2-1-6 洛陽天満宮二十五社 

番号 神社名 住所 備考 

➊ 菅大臣神社 下京区 十二社，御霊地三社 

➋ 北菅大臣神社 下京区   

➌ 筑紫天満宮 下京区 十二社 

➍ 一夜天満宮 中京区 壬生寺内 

➎ 洛中天満宮   現存せず 

➏ 火除天満宮 下京区   

➐ 菅原院天満宮 上京区 十二社 

➑ 安楽寺天満宮 上京区 十二社 

➒ 北野天満宮 上京区 十二社，御霊地三社 

➓ 水火天満宮 上京区 十二社，御霊地三社 

⓫ 上御霊天満宮 上京区   

⓬ 梶井天満宮   十二社，現存せず 

⓭ 下御霊天満宮社 中京区 
十二社，下御霊神社

内 

⓮ 雪天神社 東山区   

⓯ 松風天満宮 東山区 十二社知恩院内 

⓰ 小松天満宮 東山区   

⓱ 安井天満宮 東山区   

⓲ 高台寺天満宮 東山区 高台寺内 

⓳ 阿波天満宮 東山区   

⓴ 紅梅天満宮 下京区 十二社，萬年寺内 

21 文子天満宮 下京区   

22 千喜万悦天満宮 下京区 西念寺内 

23 法然寺天神 下京区 移転前の法然寺内 

24 大雲院天満宮 下京区 十二社，大雲院内 

25 錦天満宮 中京区 十二社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-4 京都市内の主な巡礼地  
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新（Ｐ２－２６） 旧（Ｐ２－２６） 

 
図2-2-3 十日ゑびす（恵美須神社） 

 
図2-2-3 十日ゑびす（恵美須神社） 
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新（Ｐ２－２９） 旧（Ｐ２－２９） 

  
図2-2-6 やすらい祭 

 
図2-2-6 やすらい祭 
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新（Ｐ２－３３） 旧（Ｐ２－３３） 

 
図2-2-9上御霊祭・下御霊祭 

 

 
図2-2-9上御霊祭・下御霊祭 
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新（Ｐ２－３８） 旧（Ｐ２－３８） 

 
図2-2-12 祇園祭巡行ルート 

 

 
図2-2-12 祇園祭巡行ルート 
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新（Ｐ２－４３） 旧（Ｐ２－４３） 

ており，周辺には賀茂別雷神社（上賀茂神社）等の歴史

的な寺社が点在する。 

 
写真2-2-33 西方寺六斎念仏（提供：西方寺六斎念仏保存会） 

〇送り火のあと 

五山の送り火の火が消えると，火床に残った送り火

の燃え残りである消し炭を和紙で巻き，水引をかけて

玄関先につるし，厄病除け，魔除けになると伝えられて

いた。 
その起こりは不明であるが，江戸時代に飢饉や火事

などで大文字の点火が危ぶまれたとき，中京区の鳩居

堂の主人から援助があって，どうにか点火できたとい

うことがあり，その返礼として消し炭が贈られたとい

う話が伝わる。 

 

写真2-2-34 玄関に吊るされた消し炭 

このように，五山の送り火は，京都盆地を囲む山々の

麓の地域それぞれの歴史や伝統等を反映したお盆の信

仰行事であるが，多くの市民にとっても，生活のなかで

現在も受け継がれた信仰行事であり，趣ある風情を形

成している。近代には吉田山の東麓に大文字の眺望に

配慮した借家群である旧谷川住宅群や旧東伏見宮別邸

の吉田山荘が建築されるなど，京都の人々にとって五

山送り火は生活の一部であり，送り火当日はハレの日

となる。 
 

 

写真2-2-35 吉田山旧谷川住宅群からの大文字の眺め 

京都の家々では，点火のときが近づくと，照明を落と

し，家の物干し場やベランダ，あるいは河川敷や橋の上

などに出かけていく。このときには，近在あるいは遠方

からも親戚縁者が集い，宴を喜び，冥府に帰る祖先を偲

ぶ。夜の暗さのなかに，五山の灯が赤々と灯ると見物の

人々の間から静かなどよめきが湧き上がる。京都の町

全体をしめやかに彩る五山の送り火で，京都中の精霊

を一斉に冥府に送ると，夏は終わり，町はにわかに秋め

く。 

 

ており，周辺には賀茂別雷神社（上賀茂神社）等の歴史

的な寺社が点在する。 

 
写真2-2-33 西方寺六斎念仏（提供：西方寺六斎念仏保存会） 
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の燃え残りである消し炭を和紙で巻き，水引をかけて

玄関先につるし，厄病除け，魔除けになると伝えられて

いた。 
その起こりは不明であるが，江戸時代に飢饉や火事

などで大文字の点火が危ぶまれたとき，中京区の鳩居

堂の主人から援助があって，どうにか点火できたとい

うことがあり，その返礼として消し炭が贈られたとい

う話が伝わる。 

 

写真2-2-34 玄関に吊るされた消し炭 

このように，五山の送り火は，京都盆地を囲む山々の

麓の地域それぞれの歴史や伝統等を反映したお盆の信

仰行事であるが，多くの市民にとっても，生活のなかで

現在も受け継がれた信仰行事であり，趣ある風情を形

成している。近代には吉田山の東麓に大文字の眺望に

配慮した借家群である旧谷川住宅群が建築されるな

ど，京都の人々にとって五山送り火は生活の一部であ

り，送り火当日はハレの日となる。 
 

 

写真2-2-35 吉田山旧谷川住宅群からの大文字の眺め 

京都の家々では，点火のときが近づくと，照明を落と

し，家の物干し場やベランダ，あるいは河川敷や橋の上

などに出かけていく。このときには，近在あるいは遠方

からも親戚縁者が集い，宴を喜び，冥府に帰る祖先を偲

ぶ。夜の暗さのなかに，五山の灯が赤々と灯ると見物の

人々の間から静かなどよめきが湧き上がる。京都の町

全体をしめやかに彩る五山の送り火で，京都中の精霊

を一斉に冥府に送ると，夏は終わり，町はにわかに秋め

く。 
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新（Ｐ２－４４） 旧（Ｐ２－４４） 

  

  

 

図 2-2-14 京都五山送り火 市街地から送り火を感じられる範囲 図2-2-14 京都五山送り火 市街地から送り火を感じられる範囲 
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新（Ｐ２－４７） 旧（Ｐ２－４７） 

  
図2-2-15 都心部(南部)及び山科区の地蔵分布 

 
図2-2-15 都心部(南部)及び山科区の地蔵分布 



14 

新（２－４８）※変更なし 旧（２－４８） 

(ｴ) 秋（９⽉〜11 ⽉） 
a.時代祭 

明治28年（1895），平安遷都1100年を記念して平

安神宮が創建された。そのとき，平安神宮の大祭，建

造物，神苑の保存のため，市民により平安講社が組織

され，記念行事として時代祭が始まった。祭りが行わ

れる 10 月 22 日は，桓武天皇が平安京に都を移した

日であり，いわば，京都の誕生日である。その日に行

われる時代祭に「一目で京の都の歴史と文化が理解で

きるものを」「京都をおいて他にはまねのできないも

のを」という市民の心意気を感じる。 
(a)建造物 

〇平安神宮大極殿＜重要文化財＞，神苑＜名勝＞ 

左京区の平安神宮は，明治29年（1896）に発行さ

れた『平安遷都千百年紀念祭協賛誌』によると，平安

京遷都千百年紀念祭の一環として，岡崎で開催される

ことになった第４回内国勧業博覧会の会場に計画さ

れ，明治28年（1895）に建築された。神号を平安神

宮，社格を官幣
か ん べ い

大社
た い し ゃ

と位置付けられることになり，桓

武天皇の神霊が遷され祀られることになった。その

後，幕末の孝明天皇も合祀
ご う し

され，今日に至る。 

平安神宮の建築は，古代建築の知見と京都の建築技

術を集積し，古代を指向した独特の建築空間を形成

し，高い意匠的価値が認められる。また，京都の建築

的伝統を支えた事業の一つとして，歴史的にも重要で

ある。大極殿（重要文化財）は，木造，本瓦葺である。 

 

写真2-2-42 平安神宮大極殿 

 (b)活動及び市街地の環境 

○時代祭風俗行列 

時代祭の特色は，神幸祭，還幸祭などの神儀のほ

かに，時代祭風俗行列（市登録無形民俗文化財）が

行われることである。明治維新から遡り，延暦時代

まで，順次，風俗，文物の変遷をきわめて忠実に再

現する。平成19年（2007）より，天皇に謀反を起こ 

した政権ということで行列に入っていなかった室町

時代の２つの行列（室町幕府執政列，室町洛中風俗列）

が加わり，20列，2,000人，長さ２kmの行列となった。

調度，衣装，祭具は１万２千点に及び，綿密な時代考

証が重ねられ，京都が１千年の間，都として培ってき

た伝統工芸の粋を集めて復元されたものである。まさ

にその時代にタイムスリップしたような，生きた時代

絵巻が繰り広げられる。 

行列は正午に京都御所を出発し，平安京の烏丸小路

にあたる烏丸通を南下，烏丸御池の交差点で左折し

て，御池通を東へ進む。御池通では，昭和６年（1931）

建築の京都市役所の正面を通り，河原町通を南下して

三条通から平安神宮へ向かう。巡行ルートの道はそれ

ぞれが特徴的な町並みを形成する。 

烏丸通は，大正期に京都御所と京都駅を結ぶ道路と

して拡幅され，銀行建築等，近代建築物が建ち並ぶ京

都随一の格調ある通り景観を有する。御池通は，第二

次世界大戦時，防火帯として拡張された道路で，時代

祭だけでなく祇園祭の巡行路でもあり，東山と西山へ

の眺望を享受することができる都心部のシンボルロ

ードである。三条通は，東海道の起点でもある三条大

橋以東，店舗や旅館などが連なり，旧街道の名残を伝

える。東大路以東は，伝統的木造建築物やホテルなど

が連なり，蹴上発電所やインクラインなどの近代化遺

産を残す。 

このように，時代祭の行列は，歴史的な建造物や町

並みに彩られた個性豊かな京都の大路を華やかに練

り歩く。 

○平安講社と祭りの運営 

時代祭の壮大な祭事を運営しているのが，市民の組

織，平安講社である。 

平安講社は，平安神宮と神苑，さらには時代祭の維

持や崇敬者の組織化を目指して平安京遷都千百年紀念

祭協賛会の幹事会が設立を提案し，明治28年（1895）

に発足した（『日の出新聞』明治28年（1895）10月22

日）。当初は，市民が１日１厘の賽銭を奉納する提案で

あった。講社の組織は，当時の京都の行政区分に従い

上京区，下京区，愛宕
お た ぎ

郡
ぐ ん

，葛野
か ど の

郡
ぐ ん

の４地区を６「社」に

区分し，各社がそれぞれの行列を担当することとした。 

その後，市域の拡大に伴い平安講社も大きくなり，

今日では11社から成る。そして各社は，概ね20前後

の元学区を単位とする「組」からなり，各組が輪番で

その年の行列を担当する。したがって，各元学 

(ｴ) 秋（９⽉〜11 ⽉） 
a.時代祭 

明治28年（1895），平安遷都1100年を記念して平

安神宮が創建された。そのとき，平安神宮の大祭，建

造物，神苑の保存のため，市民により平安講社が組織

され，記念行事として時代祭が始まった。祭りが行わ

れる 10 月 22 日は，桓武天皇が平安京に都を移した

日であり，いわば，京都の誕生日である。その日に行

われる時代祭に「一目で京の都の歴史と文化が理解で

きるものを」「京都をおいて他にはまねのできないも

のを」という市民の心意気を感じる。 
(a)建造物 

〇平安神宮大極殿＜重要文化財＞，神苑＜名勝＞ 

左京区の平安神宮は，明治29年（1896）に発行さ

れた『平安遷都千百年紀念祭協賛誌』によると，平安

京遷都千百年紀念祭の一環として，岡崎で開催される

ことになった第４回内国勧業博覧会の会場に計画さ

れ，明治28年（1895）に建築された。神号を平安神

宮，社格を官幣
か ん べ い

大社
た い し ゃ

と位置付けられることになり，桓

武天皇の神霊が遷され祀られることになった。その

後，幕末の孝明天皇も合祀
ご う し

され，今日に至る。 

平安神宮の建築は，古代建築の知見と京都の建築技

術を集積し，古代を指向した独特の建築空間を形成

し，高い意匠的価値が認められる。また，京都の建築

的伝統を支えた事業の一つとして，歴史的にも重要で

ある。大極殿（重要文化財）は，木造，本瓦葺である。 

 

写真2-2-42 平安神宮大極殿 

 (b)活動及び市街地の環境 

○時代祭風俗行列 

時代祭の特色は，神幸祭，還幸祭などの神儀のほ

かに，時代祭風俗行列（市登録無形民俗文化財）が

行われることである。明治維新から遡り，延暦時代

まで，順次，風俗，文物の変遷をきわめて忠実に再

現する。平成19年（2007）より，天皇に謀反を起こ 

した政権ということで行列に入っていなかった室町

時代の２つの行列（室町幕府執政列，室町洛中風俗列）

が加わり，20列，2,000人，長さ２kmの行列となった。

調度，衣装，祭具は１万２千点に及び，綿密な時代考

証が重ねられ，京都が１千年の間，都として培ってき

た伝統工芸の粋を集めて復元されたものである。まさ

にその時代にタイムスリップしたような，生きた時代

絵巻が繰り広げられる。 

行列は正午に京都御所を出発し，平安京の烏丸小路

にあたる烏丸通を南下，烏丸御池の交差点で左折し

て，御池通を東へ進む。御池通では，昭和６年（1931）

建築の京都市役所の正面を通り，河原町通を南下して

三条通から平安神宮へ向かう。巡行ルートの道はそれ

ぞれが特徴的な町並みを形成する。 

烏丸通は，大正期に京都御所と京都駅を結ぶ道路と

して拡幅され，銀行建築等，近代建築物が建ち並ぶ京

都随一の格調ある通り景観を有する。御池通は，第二

次世界大戦時，防火帯として拡張された道路で，時代

祭だけでなく祇園祭の巡行路でもあり，東山と西山へ

の眺望を享受することができる都心部のシンボルロ

ードである。三条通は，東海道の起点でもある三条大

橋以東，店舗や旅館などが連なり，旧街道の名残を伝

える。東大路以東は，伝統的木造建築物やホテルなど

が連なり，蹴上発電所やインクラインなどの近代化遺

産を残す。 

このように，時代祭の行列は，歴史的な建造物や町

並みに彩られた個性豊かな京都の大路を華やかに練

り歩く。 

○平安講社と祭りの運営 

時代祭の壮大な祭事を運営しているのが，市民の組

織，平安講社である。 

平安講社は，平安神宮と神苑，さらには時代祭の維

持や崇敬者の組織化を目指して平安京遷都千百年紀念

祭協賛会の幹事会が設立を提案し，明治28年（1895）
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日）。当初は，市民が１日１厘の賽銭を奉納する提案で
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上京区，下京区，愛宕
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郡
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，葛野
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その後，市域の拡大に伴い平安講社も大きくなり，

今日では11社から成る。そして各社は，概ね20前後
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その年の行列を担当する。したがって，各元学 
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新（２－４９） 旧（２－４９） 

区は，概ね20年に一度，大役が回ってくることにな

る。その役が回ってくると，元学区では，当該年度

の行列にかかる費用の一切を負担する必要がある。

このため，多くの元学区では，20年に一度の経費を

確保するため，元学区全体で古紙回収に取り組む。

このことからも，時代祭は京都市民の日常に深く意

識された市民祭ということができる。 

 

写真2-2-43 時代祭風俗行列 豊公参朝列 

表2-2-7 時代祭行列を構成する地域 
 隊列名 現在 関連する建造物 

１ 維新勤王隊列 第八社区域(中京区) 
御香宮神社（重

文） ２ 維新志士列 京都青年会議所 
（昭和 41 年から） 

３ 徳川城使上洛列 第六社区域(下京区・南区) 二条城（国宝） 
４ 江戸時代婦人列 京都市地域女性連合会 ― 

５ 豊公参朝列 第十社区域(伏見区) 

豊国神社（国宝）

方広寺（史跡） 
御土居（史跡） 
指月城跡 

６ 織田公上洛列 第五社区域(東山区・山科区

と中京区・下京区の一部) 
元本能寺跡 
旧二条城跡 

７ 室町幕府執政列 第十一社区域(西京区)  
（平成 19 年から） 室町殿跡 

西陣石碑 
小川公園 ８ 室町洛中風俗列 深草室町風俗列保存会 

（平成 19 年から） 
９ 楠公上洛列 第九社区域(右京区) 大覚寺（史跡） 

10 中世婦人列 

京都花街組合連合会 
大原女…大原観光保勝会 
桂女…桂女性会（桂東女性 
会と交互奉仕） 

― 

11 城南流鏑馬列 第四社区域(中京区・下京区) 城南宮，安楽寿院，

鳥羽殿跡（史跡） 
12 藤原公卿参朝列 第三社区域(上京区・中京区) 

平安宮跡（史跡） 
東寺（国宝） 
西寺跡（史跡） 

13 平安時代婦人列 京都花街組合連合会・京都

市地域女性連合会 

14 延暦武官行進列 第二社区域(北区・左京区・ 
上京区・中京区の一部) 

15 延暦文官参朝列 第一社区域(北区・上京区) 
16 神饌講社列 京都料理組合 ― 
17 前列 第七社区域(左京区) ― 
18 神幸列 平安神宮 ― 

19 白川女献花列 白川女風俗保存会 
（昭和 43 年から） 北白川天神宮 

20 弓箭組列 南桑田郡(亀岡市)・船井郡 
有志(南丹市) ― 

 

当番の前年には，時代祭の実行委員会が学区に設

けられ，当番に当たっている学区の様子を逐一，見

学することにより翌年の行事内容を確認していく

のである。その結果を踏まえて，役員体制と業務内

容を確定し，当番に備える。 
祭りの１週間前，各学区の代表者は平安神宮に集ま

り，行列の無事を神前に祈願する時代祭宣状祭りを

営む。祭儀終了後に宮司から行列への参役の任命書

にあたる宣状が授与される。 
祭りの当日は，各学区で集合し，行列の出発地点

である京都御所まで本番と同じ隊列で行進する学

区もある。 
○維新勤王隊列（朱雀学区） 

行列の先頭を行く隊列である維新勤王隊列は，明

治維新の際，幕府の遺臣が東北地方で反抗した時，

丹波の国北桑田郡山国村（現在・右京区京北）の有

志が山国隊を組織して，官軍に参加した当時の行装

を模したものである。三
さ ん

斎
さ い

羽織に義経袴をはき，下

には筒袖の衣，頭に鉢巻または赤熊をかぶり，脚絆，

足袋，草鞋をはき，刀を身につけ，鉄砲を携えた姿

で巡行を行う。この山国隊は，時代祭の始まった当

初より同村有志が奉仕していたが，大正10年（1921）

から朱雀学区が引継いで現在の名称で奉仕してい

る。 

朱雀学区は，中京区の朱雀第１から第８学区で構

成されており，維新勤王隊列に奉仕する。朱雀学区

では，夏から隊列の衣装の虫干しが始まり，９月下

旬には西ノ京中学校で入隊式が行われる。そこから

祭りの前々日までの約１箇月間，中高生を中心とす

る隊士の笛や太鼓の練習が続く。 

最終練習日は，隊列に参加する大人も加わり，演

奏隊士とともに本番さながらの行進練習が行われ

る。祭り当日は衣装を身に着けて集合するため，着

付けの説明も行われる。 

祭りの当日は，午前７時 30 分に衣装を身に着け

た隊士や将校が朱雀公園に集合し，そこから二条城

の南側を通り，時代祭風俗行列の出発地点である京

都御所まで，全て時代祭風俗行列が揃う本番と同じ

隊列で馬を引き連れて行進していく。 

 

区は，概ね20年に一度，大役が回ってくることにな

る。その役が回ってくると，元学区では，当該年度

の行列にかかる費用の一切を負担する必要がある。

このため，多くの元学区では，20年に一度の経費を

確保するため，元学区全体で古紙回収に取り組む。

このことからも，時代祭は京都市民の日常に深く意

識された市民祭ということができる。 

 

写真2-2-43 時代祭風俗行列 豊公参朝列 

 

表 2-2-7 時代祭行列を構成する地域 
 隊列名 現在 

１ 維新勤王隊列 第八社区域(中京区) 
２ 維新志士列 京都青年会議所（昭和 41 年から） 
３ 徳川城使上洛列 第六社区域(下京区・南区) 
４ 江戸時代婦人列 京都市地域女性連合会 
５ 豊公参朝列 第十社区域(伏見区) 

６ 織田公上洛列 第五社区域(東山区・山科区と中京区・下京区

の一部) 
７ 室町幕府執政列 第十一社区域(西京区) （平成 19 年から） 
８ 室町洛中風俗列 深草室町風俗列保存会（平成 19 年から） 
９ 楠公上洛列 第九社区域(右京区) 

10 中世婦人列 
京都花街組合連合会 
大原女…大原観光保勝会 
桂女…桂女性会（桂東女性会と交互奉仕） 

11 城南流鏑馬列 第四社区域(中京区・下京区) 
12 藤原公卿参朝列 第三社区域(上京区・中京区) 
13 平安時代婦人列 京都花街組合連合会・京都市地域女性連合会 

14 延暦武官行進列 第二社区域(北区・左京区・上京区・中京区の

一部) 
15 延暦文官参朝列 第一社区域(北区・上京区) 
16 神饌講社列 京都料理組合 
17 前列 第七社区域(左京区) 
18 神幸列 平安神宮 
19 白川女献花列 白川女風俗保存会（昭和 43 年から） 
20 弓箭組列 南桑田郡(亀岡市)・船井郡有志(南丹市) 

当番の前年には，時代祭の実行委員会が学区に設

けられ，当番に当たっている学区の様子を逐一，見

学することにより翌年の行事内容を確認していく

のである。その結果を踏まえて，役員体制と業務内

容を確定し，当番に備える。 
祭りの１週間前，各学区の代表者は平安神宮に集

まり，行列の無事を神前に祈願する時代祭宣状祭り 

を営む。祭儀終了後に宮司から行列への参役の任命

書にあたる宣状が授与される。 
祭りの当日は，各学区で集合し，行列の出発地点

である京都御所まで本番と同じ隊列で行進する学

区もある。 
○維新勤王隊列（朱雀学区） 

行列の先頭を行く隊列である維新勤王隊列は，明

治維新の際，幕府の遺臣が東北地方で反抗した時，

丹波の国北桑田郡山国村（現在・右京区京北）の有

志が山国隊を組織して，官軍に参加した当時の行装

を模したものである。三
さ ん

斎
さ い

羽織に義経袴をはき，下

には筒袖の衣，頭に鉢巻または赤熊をかぶり，脚絆，

足袋，草鞋をはき，刀を身につけ，鉄砲を携えた姿

で巡行を行う。この山国隊は，時代祭の始まった当

初より同村有志が奉仕していたが，大正10年（1921）

から朱雀学区が引継いで現在の名称で奉仕してい

る。 

朱雀学区は，中京区の朱雀第１から第８学区で構

成されており，維新勤王隊列に奉仕する。朱雀学区

では，夏から隊列の衣装の虫干しが始まり，９月下

旬には西ノ京中学校で入隊式が行われる。そこから

祭りの前々日までの約１箇月間，中高生を中心とす

る隊士の笛や太鼓の練習が続く。 

最終練習日は，隊列に参加する大人も加わり，演

奏隊士とともに本番さながらの行進練習が行われ

る。祭り当日は衣装を身に着けて集合するため，着

付けの説明も行われる。 

祭りの当日は，午前７時 30 分に衣装を身に着け

た隊士や将校が朱雀公園に集合し，そこから二条城

の南側を通り，時代祭風俗行列の出発地点である京

都御所まで，全て時代祭風俗行列が揃う本番と同じ

隊列で馬を引き連れて行進していく。 

 
写真2-2-44 朱雀学区から歩いて京都御所へ 

（提供：第八講社） 
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新（２－５０） 旧（２－５０） 

 

 

 
写真2-2-44 朱雀学区から歩いて京都御所へ 

（提供：第八講社） 
朱雀学区の北側には，桓武天皇が都を移して築いた

平安京の中心部を構成する建物跡が多く残り，史跡平

安宮跡となっている。平安宮の政庁である朝堂院など

の内裏跡は千本通から出水通，下立売通付近に数多く

残り，朱雀学区内には国家的な饗宴が行われた豊楽院

跡が残る。史跡平安宮跡周辺は，細街路や木造家屋が集

中する密集市街地で，路地沿いの京町家や長屋が京都

らしい町並みを形成している。 

時代祭風俗行列では，藤原公卿参朝列や平安時代婦

人列など平安時代の隊列も多く，史跡平安宮跡周辺の

地域でもある仁和学区，正親学区，出水学区は，平安講

社第一社の延暦文官参朝列として行列に参加してお

り，平安京遷都から千年の時を超えて我が国の都であ

った京都の歴史を偲ばせる。 
 

時代祭は多くの市民が関わる祭りであり，当日の

準備が行われる学校や出発地点の京都御所，沿道，

平安神宮は大変な賑わいとなる。 

 

写真2-2-45 時代祭風俗行列 楠公上洛列（京都御所） 
 

b.秋（９⽉〜11 ⽉）のまとめ 
 このように，京都の秋は，時代祭をはじめ，同じ日

に行われる鞍馬火祭（京街道とその周辺の歴史的風

致），春に続いて多くの神社で行われる剣鉾の祭り，

五穀豊穣に感謝するずいき祭（千年の都を育む水・

土・緑の歴史的風致）など，さまざまな祭りが市中の

至るところで行われる。そして暮れの寒さへと近づ

く季節の移り変わりを感じさせる。 
 

時代祭は多くの市民が関わる祭りであり，当日の

準備が行われる学校や出発地点の京都御所，沿道，

平安神宮は大変な賑わいとなる。 

 

写真2-2-45 時代祭風俗行列 楠公上洛列（京都御所） 
 

b.秋（９⽉〜11 ⽉）のまとめ 
 このように，京都の秋は，時代祭をはじめ，同じ日

に行われる鞍馬火祭（京街道とその周辺の歴史的風

致），春に続いて多くの神社で行われる剣鉾の祭り，

五穀豊穣に感謝するずいき祭（千年の都を育む水・

土・緑の歴史的風致）など，さまざまな祭りが市中の

至るところで行われる。そして暮れの寒さへと近づ

く季節の移り変わりを感じさせる。 

(ｵ) 冬（12 ⽉） 
a.大

だ い

根
こ

焚
だ

き 
大根焚きは，諸悪病を取り除き，健康増進を願う

ものであり，12月上旬に市内各所の寺院等で執り行

われる。 

(a)建造物 

〇了徳寺 

右京区の了徳寺は，正西法師により，大永年間

(1521〜1528)に鳴滝に建立された真宗大谷派の寺

院である。通称「大根焚寺」とも呼ばれており，御

本尊は，聖徳太子自ら桂の木を彫ってつくり，応仁

の乱後，安置されたと伝えられる阿弥陀如来像であ

る。 

構造は，木造瓦葺平家建てで，建築年は定かでは

ないが，敷地内の親鸞銅像に昭和40年（1965）の刻

銘がある。 

 

写真2-2-46 了徳寺 

 

図2-2-16 時代祭巡行ルート 図2-2-16 時代祭巡行ルート 
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新（Ｐ２－６０） 旧（Ｐ２－６０） 

 

図 2-2-24 本項で紹介した京町家と路地 

 

 

図 2-2-24 本項で紹介した京町家と路地 
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新（Ｐ２－６９） 旧（Ｐ２－６９） 

 

図2-3-3 京焼・清水焼生産地の分布 

（参考：京都陶磁器協同組合連合会HP） 

 

 

図2-3-3 京焼・清水焼生産地の分布 

（参考：京都陶磁器協同組合連合会HP） 
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新（Ｐ２－７４） 旧（Ｐ２－７４） 

  
図2-3-6 西陣織の製造・販売値の分布  

 
 

 

図 2-3-6 西陣織の製造・販売値の分布 
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新（Ｐ２－７４） 旧（Ｐ２－７４） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

図2-3-7 友禅染の主な生産地の分布（参考：京友禅協同組合連合会㏋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2-3-7 友禅染の主な生産地の分布（参考：京友禅協同組合連合会HP） 
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新（Ｐ２－７６） 旧（Ｐ２－７６） 

 

 
図2-3-8 室町通の繊維関連産業の分布 

（参考：住宅地図より抽出） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2-3-8 室町通の繊維関連産業の分布 

（参考：住宅地図より抽出） 

 

 

 



22 

新（Ｐ２－８３） 旧（Ｐ２－８３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2-3-14 京の花街（上七軒） 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図2-3-14 京の花街（上七軒） 
 
 
 
 
 

  



23 

新（Ｐ２－９７） 旧（Ｐ２－９７） 

 
 

 
 

 図2-4-8 寺町通・新門前通周辺の古美術商 

(参考：寺町美術通HP，鴨東古美術會HP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図2-4-8 寺町通・新門前通周辺の古美術商 

(参考：寺町美術通HP，鴨東古美術會HP) 
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新（Ｐ２－１０５） 旧（Ｐ２－１０５） 

 
 

 
 

図2-5-1 琵琶湖疏水 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図2-5-1 琵琶湖疏水 
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新（Ｐ２－１０８） 旧（Ｐ２－１０８） 

 

 

 

図 2-5-2 岡崎公園 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-5-2 岡崎公園 
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新（Ｐ２－１１３） 旧（Ｐ２－１１３） 

 

 
図2-5-6京都大学周辺 

 
 
 
 
 

 

 
図2-5-6京都大学周辺 
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新（Ｐ２－１１８） 旧（Ｐ２－１１８） 

 

 
図2-5-9 伝統と進取の気風の地に見る歴史的風致（総括図） 

 

 
図2-5-9 伝統と進取の気風の地に見る歴史的風致（総括図） 
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新（Ｐ２－１４２） 旧（Ｐ２－１４２） 

 

 

 
 図2-7-4 鴨川の納涼床 

 

 

 

 

 

図2-7-4 鴨川の納涼床 
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新（Ｐ２－１４５） 旧（Ｐ２－１４５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-7-7 松尾祭 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-7-7 松尾祭 
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新（Ｐ２－１５１） 旧（Ｐ２－１５１） 

 
 
 
 
 
 
 

 
図2-7-10 伏見・淀の水運都市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2-7-10 伏見・淀の水運都市 
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新（２－１５２）※変更なし 旧（２－１５２） 

 

写真2-7-28 淀祭（提供：與杼神社） 

淀周辺は，桂川左岸に位置し，淀城跡の石垣や與杼神

社等の歴史的建造物が残る。周辺は水運と陸運の要所

であった面影が街道沿いに残る。 
このように，伏見や淀においては，城下町の都市構造

を骨格として，川という京都の自然を生かした水運，名

水を活かした酒造や祭りなどの伝統的な人々の活動が

現在もなお受け継がれている。名水に由来する神社や，

酒蔵など歴史的な建造物が建ち並ぶ変化に富んだ町並

みにより今もまちに伝統が息づいていることを感じさ

せる。 
 

 

(ｵ) 京の農業を支える水辺 
 京都には，平安期以前にルーツをもつ農業用水や，

琵琶湖疏水から取水する灌漑用水があり，今も農地

を潤す。 
 用水の周辺では，土地改良区が結成され，水の恵み

を受ける人々が水辺の維持管理を行い，近隣の寺社

では，御田祭など農業と結びつく祭りが行われる。 
表2-7-1 京都市の土地改良区（結成50年以上）一覧 

名称 結成年 
京都市洛北土地改良区 昭和 27 年（1952) 
京都市東山土地改良区 昭和 28 年（1953） 
京都市洛東土地改良区 昭和 27 年（1952） 
京都市越畑土地改良区 昭和 31 年（1956) 
洛西土地改良区 昭和 26 年（1951） 
京都市洛南土地改良区 昭和 27 年（1952） 
美豆土地改良区 昭和 27 年（1952） 
巨椋池土地改良区 昭和 27 年（1952） 

 

 
図2-7-11 土地改良区の分布（結成50年以上） 

a. 洛⻄の水の恵み 
洛西地域は，５世紀後半，豪族・秦氏によって農業

がはじまったと伝わる。嵐山の渡月橋上流から取水す

る「洛西用水」は，土地改良区によって維持管理され，

現在も市域西側の広域の田畑を潤す。また，流域の松

尾大社では，お田植祭である御
おん

田
だ
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族・秦氏が設置した灌漑用水が起源と伝わる。『都名

所図会』（安永９年（1780））にも，洛西用水に関する

記載がある。その取水のための堰が一ノ井堰である。

江戸時代初期には角倉了以が保津川の開削と同時に

一ノ井堰の整備を行ったとされている。現在の一ノ井

堰は昭和26年（1951）に京都府により10箇所余りの

井堰を統合し，築造されたものである。 

 
写真2-7-29 一ノ井堰（洛西用水） 

○広
ひ ろ

沢
さわの

池
い け

  

右京区の広沢池は，灌漑用のため池として，秦氏が

８世紀ごろ農業用水とするためその原型を造ったと

伝わる。『都名所図会』（安永９年（1780））にも広沢

池が描かれる。 
毎年 12月初旬に行われる「鯉揚げ」は，冬の風物

詩にもなっており，池の水を抜くことで池底の泥を洗

い流して池底の微生物を活性化させる。 

 
写真2-7-30 広沢池 

○大
おお

沢
さわの

池
いけ

（旧嵯峨御所大本山大覚寺）＜名勝＞ 

右京区の大沢池は，嵯峨天皇（786～842）が弘仁元

年（810）に離宮嵯峨院を建築する際に築造した，現

存する日本最古の林泉で，大正 11年（1922）に国の

名勝に指定された。 

観月の名所として名高い一方，周辺の水田の灌漑

用水源として重要な役割を果たしている。 

 

 
写真2-7-31 大沢池（提供：旧嵯峨御所大本山大覚寺） 

○松尾大社本殿＜重要文化財＞（再掲：P2-144 松尾祭） 

(b)活動及び市街地の環境 

洛西用水や大沢池は，古くから農業用水として利用

され続ける。昭和22年（1947）にはこれらの用水の

受益者による洛西普通水利組合が結成され，昭和 26

年（1951）洛西土地改良区に組織変更された。土地改

良区の役割は，農業用用排水施設，農業用道路その他

農用地の保全又は利用上必要な施設の新設，管理等を

行うことである。洛西土地改良区の受益地の範囲は広

く，右京区西京区の桂川沿岸に加え，さらに南にある

久
こ

我
が

堰から取水される用水の受益地である伏見区久

我地区，羽束師地区も含まれる。 

洛西土地改良区では，毎年田植え前の５月に，各地

区総出で一斉に用水路の掃除を行う。また，ゴミや生

活雑排水の問題に加え洪水時の浸水問題などを抱え

ていることから，施設の役割や歴史などを小学生の総

合教育の教材として提供するなどの地道な取組も行

われている。 
洛西用水や広沢池等の受益地周辺では，京の伝統野

菜をはじめ，多品目の野菜が栽培される。 
洛西用水流域に位置する松尾大社では，お田植祭り

である御田祭（市登録無形民俗文化財）が行われる。

行事の主役は，現西京区下津林，松尾，嵐山の３地区

から１人ずつ選ばれる10歳前後の植
う え

女
め

である。御田

祭は，壮
そう

夫
ふ

に支えられた植女が早苗を持ち，腕を水平

に伸ばし，行列を組んで拝殿を３周するというもので

あり，すでに鎌倉初期以降の記録類に散見され，なか

でも『御
み

田
た

代
し ろ

神
し ん

事
じ

図
ず

』（万治２年（1659））には，両手

に早苗を持ち，笠をかぶった植女の姿などが描かれて

おり，植女を中心とする御田祭の形態が知れる。『日

本歳事史（京都の部）』（大正 11 年（1922）発行）に

も御田祭についての記載がある。 
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写真2-7-32 松尾大社御田祭 

洛西用水の流域の桂川沿岸では，桂川の自然景観

と調和した町並みが広がり，西山の山麓は，世界遺

産の西芳寺（苔寺）や松尾大社等の歴史資産があり，

その周辺は山麓の自然景観に調和する良好な町並

みを形成する。また，山々の内縁部には戸建て住宅

を中心とした良好な住宅地が広がる。 
松尾上ノ山町の上ノ山古墳は，５世紀後半～末頃に

築かれた前方後円墳の「穀塚古墳」の北側に隣接し，公

家の葉室家の墓地とも接する。上ノ山古墳や穀塚古墳

は断層崖の直上で，桂川西岸の耕作地帯を見下ろす位

置にあり，古来よりこの地域の耕作と密接に関わって

きた。穀塚古墳は，舶載品（海外からの輸入品）が出土

しており，洛西用水を築造した泰氏一族の墓である可

能性も考えられている。 
葉室家は平安時代の藤原北家を起源とする公家で，

平安時代からこの地域で荘園を営んでいた。近隣には

葉室御霊神社や葉室家により再興された黄檗宗の浄住

寺，代々葉室家に仕えた山口家の住宅（登録有形文化

財）などが残り，弥生時代から残る古墳とともに，洛西

用水の背景に歴史的な町並みを形成する。 

写真2-7-32-2 上ノ山古墳周辺の町並み 

 

大沢池・広沢池周辺の北嵯峨及び嵯峨野地域は，

背景をなす遍照寺山のなだらかな山景と池が一体

化し，その周辺に平坦に広がる農地をも合わせ，京

の雅
みや

びを代表する風景を今に伝える。この北嵯峨か 
ら嵯峨の風景が続く山麓部一帯は，古くから隠棲の

地として知られ，物さびた風情の中に寺院や庵居跡

等がある。さらに，大覚寺正面の参道には，造りの

よい伝統的な門構えの緑豊かな和風住宅が，風趣あ

る町並みを形成する。 

 

写真2-7-33 大沢池周辺の農村風景  

伏見区の久我・羽束師地域は，古くから農村として

拓けた地域であるが，淀川水系である桂川流域の氾濫

に悩まされてきた。明治期以降，久世，久我，羽束師，

淀地域で水利組合を設立し，悪水路の改善や樋門の修

繕等を行ってきたが，戦後，桂川の堰は一ノ井堰と久

我堰に統合されることになり，久我堰は昭和 39 年

（1964）に完成した。 
久我・羽束師地域では，京都の伝統野菜である畑

はたけ

菜
な

（かつては久我菜とも呼ばれる）が栽培される。京都の

初午では，畑菜と油揚げのおばんざいを食べると縁起

が良いと言われる。 
久我・羽束師地域は，近年では農地の間に住宅や工場

が見られるようになっているが，今もなお，久我堰から

取水された用水の恵みを受けて農業が続けられてお

り，古くからの寺社や農家住宅が農村景観を形成する。 
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京都の初午では，畑菜と油揚げのおばんざいを食べ 

ると縁起が良いと言われる。 
久我・羽束師地域は，近年では農地の間に住宅や工場

が見られるようになっているが，今もなお，久我堰から

取水された用水の恵みを受けて農業が続けられてお

り，古くからの寺社や農家住宅が農村景観を形成する。 

 

写真2-7-34 久我・羽束師の農地 

（提供：久我・食農ふれあいの杜体験農園） 
このように，洛西用水流域では，古代から用水技術や

治水工事が発達し，いまなお利用され続け，京の農業に

なくてはならない存在となっている。そして，流域の

人々による清掃活動や豊作を祈願する祭礼が息づいて

いる。 

  
図2-7-12 京の農業を支える水辺（洛西用水） 
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写真2-7-34 久我・羽束師の農地 

（提供：久我・食農ふれあいの杜体験農園） 
 
このように，洛西用水流域では，古代から用水技術や

治水工事が発達し，いまなお利用され続け，京の農業に

なくてはならない存在となっている。そして，流域の

人々による清掃活動や豊作を祈願する祭礼が息づいて

いる。 

 

  
図2-7-12 京の農業を支える水辺（洛西用水） 

 
 

b.洛東の水の恵み 
山科には明治時代に建設された琵琶湖疏水から引く

用水路がある。山科疏水四ノ宮一燈園東側から取水し

て，山科東部丘陵地帯を流れる「音羽分水路」（現在の

洛東用水）と，山科疏水日ノ岡付近で取水して，山科西

部丘陵地帯を流れる「北花山分水路」（現在の東山用水）

は，100年の歳月を超えて，現在も山科の田畑を潤す。 
(a)建造物 

○洛
ら く

東
と う

用水 

洛東用水は，明治25年（1892）に着工された（音羽

水路（現在の洛東用水）紀功碑より）。 
当初は四ノ宮・音羽地域を流域としていたが，その

後，東野・大塚・大宅や醍醐地域まで延長された。 

 
写真2-7-35 琵琶湖疏水の洛東用水取水口 

○東
ひがし

山
やま

用水 

東山用水は，明治29年（1896）に造営された（花山

分水路（現在の東山用水）記念碑より）。山科盆地を北

から南に流れる山科川の西側地域の農地は，東山用水

を主な取水源とする。 

 
写真2-7-36 東山用水 

(b)活動及び市街地の環境 

洛東用水流域では，昭和27年（1952）に京都市洛

東土地改良区が設立され，山科区北東部から醍醐三

宝院までの山科盆地東側の地域一帯が琵琶湖疏水の

恩恵を受ける。管内の農地では，米を中心に野菜も

多岐にわたり生産される。 

東山用水流域では，昭和28年（1953）に京都市東

山土地改良区が設立され，山科盆地の西側の北は

三条通から南は山科区勧修寺までを東山用水を主

な取水源とする。 

それぞれの土地改良区では，水路の維持管理を

行っている。洛東用水は通水期間が４月から10月

までであり，通水前にはあちこちで水路を清掃す

る姿が見られる。 

東山用水流域に位置する山科区花山稲荷神社で

は，収穫に感謝して 11 月に火焚祭が行われる。こ

の火焚祭では，いつの頃からか，火勢の盛りにお供

えのみかんを投げ入れるようになり，神火に触れた

みかんを食べると年中風邪をひかないとも言われ，

参拝者は競ってこれを拾いに行く。花山稲荷神社の

火焚祭は「ふいご祭」ともいわれ，もともとは鍛冶

師の祭りであった。「ふいご」は火力を強めるために

用いる送風装置のことで，子狐丸と呼ばれる刀や鉄

製農機具の製作に不可欠なものであった。花山稲荷

神社では，古くから火焚串（護摩木）をふいごの形

（先端が尖った形状）に積んで焚く。 

 
写真2-7-37 花山稲荷神社火焚祭火焚串（提供：花山稲荷神社） 

また，洛東用水流域の小山地区では，山の神（農

業の神）と水神に感謝する祭礼である，小山の山の

神（市登録無形民俗文化財）が毎年２月９日に行わ

れる。蛇の形をした，藁で作った大きな綱をつくり，

地区内を担いで回った後，「山の神の山の前」と称さ

れる場所の木に掛ける。 
洛東用水や東山用水の流域である山科地域は，京

都の旧市街地と同様に，三方を山に囲まれた盆地景

観を形成する。現在は主に住宅地となっているが，

旧街道沿いには古くからの集落や農村があったこ

とから，今も歴史的な町並みが残る。 
洛東用水流域は，山科盆地の東麓部にあたり，東

側に行者ヶ森が切り立った山容を見せ，それを背景

として山ろくに住宅地が形成される。また，東山用 

 



35 

新（Ｐ２－１６７） 旧（Ｐ２－１６４） 

 

 
図2-7-21 北山の林業 

 
 

 
図2-7-21 北山の林業 
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本計画は，都市計画等関連施策との連携が重要である

ことから，これらの関連分野の諸計画とも整合した計画

とするものである。ここでは，本計画に関連する京都市の

計画を示したうえで，第１期計画の取組成果を踏まえて，

京都市の歴史的風致の維持及び向上に関する課題とその

対応方針を示す。 

１ 歴史的風致の維持及び向上に関する既存計画 
京都市は，昭和53年（1978）の「世界文化自由都市

宣言」において，『京都は，古い文化遺産と美しい自然

景観を保持してきた千年の都であるが，今日において

は，ただ過去の栄光のみを誇り，孤立して生きるべきで

はない。広く世界と文化的に交わることによって，優れ

た文化を創造し続ける永久に新しい文化都市でなけれ

ばならない。』と目指すべき都市の理想像を掲げた。 

そして，同宣言を基調に，平成11年（1999）に，21

世紀の京都市のまちづくりの方針を理念的に示す長期

構想として「京都市基本構想（2001～2025）」を策定し

た。 

本基本構想は，都市としての魅力と活力を持ち続け

るために「安らぎのあるくらし」と「華やぎのあるまち」

という目標を掲げ，「信頼」を基礎に社会の再構築を目

指している。このうち，「華やぎのあるまち」の中で，

『京都が培ってきたあらゆる文化資源を今まで以上に

生かしていく必要がある』とし，目指すべきまちづくり

の方針を示している。 

そして，『地域の個性や自然的・歴史的な条件を十分

に考慮して，「保全・再生・創造」を基本としたまちづ

くりを進める』として，まちの基盤づくりの方針を示し

ている。 

この中で，『永い歴史に支えられた自然的風土である

三方の山々，文化財や史跡の点在する山麓部，そしてゆ

とりと景観に恵まれた住宅地の一帯は，自然と歴史的

な景観の保全に努める。伝統的な町家や町並みが数多

く維持され，商業・業務機能が集積し，職・住・文・遊

が織り重なる歴史豊かな市街地は，調和を基調とする

都心の再生に努める』と具体的なまちづくりの方向性

を示している。 

この基本構想を具体化するための主要な政策を示すも

のとして，京都市基本計画を策定しており，現行の基本計

画である「はばたけ未来へ！ 京プラン2025」（令和３年

３月策定）では，６つの京都の未来像のうちの一つとして

「歴史・文化を創造的に活用し，継承する「日本の心が感

じられる国際都市・京都」」を掲げ 

ている。 

この基本計画の実現に向け，京都市においては分野

別計画を策定しており，本計画に関連する京都市の計

画は以下のとおりである。 
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京都市の歴史的風致の維持及び向上を図ることは，

「京都市基本構想」に示すまちづくりの方針に沿った

ものであり，本計画に基づく施策を推進することは，京

都市が目指す都市の実現につながるものである。 
基本構想そして基本計画，さらには，京都市都市計画

マスタープラン，景観計画をはじめとする各分野別計

画との整合を図り，京都市における歴史まちづくりを

推進する。 
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は，ただ過去の栄光のみを誇り，孤立して生きるべきで

はない。広く世界と文化的に交わることによって，優れ

た文化を創造し続ける永久に新しい文化都市でなけれ

ばならない。』と目指すべき都市の理想像を掲げた。 

そして，同宣言を基調に，平成11年（1999）に，21

世紀の京都市のまちづくりの方針を理念的に示す長期

構想として「京都市基本構想（2001～2025）」を策定し

た。 

本基本構想は，都市としての魅力と活力を持ち続け

るために「安らぎのあるくらし」と「華やぎのあるまち」

という目標を掲げ，「信頼」を基礎に社会の再構築を目

指している。このうち，「華やぎのあるまち」の中で，

『京都が培ってきたあらゆる文化資源を今まで以上に

生かしていく必要がある』とし，目指すべきまちづくり

の方針を示している。 

そして，『地域の個性や自然的・歴史的な条件を十分

に考慮して，「保全・再生・創造」を基本としたまちづ

くりを進める』として，まちの基盤づくりの方針を示し

ている。 

この中で，『永い歴史に支えられた自然的風土である

三方の山々，文化財や史跡の点在する山麓部，そしてゆ

とりと景観に恵まれた住宅地の一帯は，自然と歴史的

な景観の保全に努める。伝統的な町家や町並みが数多

く維持され，商業・業務機能が集積し，職・住・文・遊

が織り重なる歴史豊かな市街地は，調和を基調とする

都心の再生に努める』と具体的なまちづくりの方向性

を示している。 

この基本構想を具体化するための主要な政策を示すも

のとして，京都市基本計画を策定しており，現行の基本計

画である「はばたけ未来へ！ 京プラン2025」（令和３年

３月策定）では，６つの京都の未来像のうちの一つとして

「歴史・文化を創造的に活用し，継承する「日本の心が感

じられる国際都市・京都」」を掲げ 

ている。 

この基本計画の実現に向け，京都市においては分野

別計画を策定しており，本計画に関連する京都市の計
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京都市の歴史的風致の維持及び向上を図ることは，

「京都市基本構想」に示すまちづくりの方針に沿った

ものであり，本計画に基づく施策を推進することは，京

都市が目指す都市の実現につながるものである。 
基本構想そして基本計画，さらには，京都市都市計画
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画との整合を図り，京都市における歴史まちづくりを

推進する。 

 

  

世界文化自由都市宣言（昭和53年 10月） 

京都市基本構想（平成13年～令和７年） 

各区基本計画 

第１期（平成13～22年） 

文化財行政をはじめとする各種まちづくり政策との連携・融合 

京都市歴史

的風致維持

向上計画 

京都市基本計画 

第１期（平成13～22年） 

京都市景観計画 

その他都市計画の関連計画 

・「歩くまち・京都」総合交通戦略 

・京都市京町家保全・継承推進計画

・歴史都市京都における密集市街地 

対策等の取組方針 

・京都市空き家等対策計画

国指定文化財の保存活用(管理)計画 

京都市農業振興地域整備計画 

京都市都市計画マスタープラン 

京都文化芸術都市創生計画 

京都伝統産業活性化推進計画 

京都観光振興計画2025（仮） 

世界文化自由都市宣言（昭和53年 10月） 

京都市基本構想（平成13年～令和７年） 

各区基本計画 

第１期（平成13～22年） 

文化財行政をはじめとする各種まちづくり政策との連携・融合 

京都市歴史

的風致維持

向上計画 

京都市基本計画 

第１期（平成13～22年） 

京都市景観計画 

その他都市計画の関連計画 

・「歩くまち・京都」総合交通戦略 

・京都市京町家保全・継承推進計画

・歴史都市京都における密集市街地 

対策等の取組方針 

・京都市空き家等対策計画

国指定文化財の保存活用(管理)計画 

京都市農業振興地域整備計画 

京都市都市計画マスタープラン 

京都文化芸術都市創生計画 

京都伝統産業活性化推進計画 

京都観光振興計画2025（仮） 
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⑴ 京都市都市計画マスタープラン 
（令和 3 年(2021) 9 ⽉） 

「京都市都市計画マスタープラン」は，長期的な見通し

の下，令和７（2025）年を計画期間とする。 

将来の都市構造は，保全・再生・創造の土地利用を基本

としながら，都市に活力とにぎわいを生み出す都心部や，

定住人口の求心力となる周辺部の地域の拠点において，

多様な都市機能を集積させるとともに，地域コミュニテ

ィを基本とした生活圏の維持・構築を図ることで，京都の

都市特性を踏まえた「持続可能な都市構造」を目指すとし

ている。 

目標とする都市の姿として，「環境」「経済」「生活」「文

化」「安心・安全」の５つの面から，バランス良く都市の

姿の実現を目指すとしている。 

このうち，「歴史や文化を継承し創造的に活用する都市

【文化】」の実現のために，歴史的景観を形成する建築物

や庭園，優れた景観，祭りをはじめとする伝統行事や伝統

芸能，すまいや生活の文化，高い感性と匠の技を備えた伝

統産業など，有形無形の京都の特性を守り，育むことはも

ちろん，これらを創造的に活用し，次世代に継承していく

とともに，その魅力を一体的に発信するなど，世界に向け

て独自の求心力を発揮する都市を目指すとしている。 

目標とする都市の姿 

全体構想のなかの土地利用方針では，「京都の魅力を高

める土地利用」，景観の方針では「伝統文化の継承と新た

な創造との調和を基調とする景観形成」，「“京都らしさ”

をいかした個性ある多様な空間から構成される景観形

成」，「重要文化的景観の保全」などを位置付けている。 

土地利用の方針について 

京都の魅力を高める土地利用 

京都の魅力を受け継ぎ，存分にいかした個性豊かな

まちづくりを目指して，市内の様々な地域におい

て，歴史や伝統に培われた文化や景観，産業，知恵

など，地域の資源をいかしたまちづくり活動や，京

都のまちを大切にする市民や企業・事業者，専門家

などが交流し，新たな価値を創造する場の形成など

を促進します。 

景観の方針について 

伝統文化の継承と新たな創造との調和を基調とす

る景観形成 

歴史的景観の保全・再生とともに，創造的視点を加

えた景観の創出を図り，これらが調和する都市イメ

ージの具現化を図ります。 

"京都らしさ"をいかした個性ある多様な空間から

構成される景観形成 

日常の暮らしや生業から醸し出される京都らしさ

をいかした個性ある多様な空間を創出するととも

に，これらが連続し，重なり合うことによっても，

京都らしさを感じさせる都市空間の創出を図りま

す。 

重要文化的景観の保全 

京都の景観は，山紫水明の自然景観や日常の生活や

生業を通じて創り出されてきた文化的景観などに

よって織り成されています。国内外の人々を魅了す

る京都の文化的景観を次世代に伝えるため，その保

全を図ります。 
 

⑵ 京都市都市計画マスタープラン 
（平成 24 年（2012）２⽉） 

「京都市都市計画マスタープラン」は，平成24年（2012）

から令和７年（2025）を計画期間とする。 

将来の都市構造は，保全・再生・創造の土地利用を基本

としながら，交通拠点の周辺に都市機能を集積させると

ともに，地域コミュニティを基本とした生活圏の維持・構

築を図ることで，それぞれの地域が公共交通等によりネ

ットワークされた，暮らしやすく，地球環境への負荷が少

ないエコ・コンパクトな都市構造を目指すとしている。 

将来の都市構造 

保全 

ゾーン 

三山（東山，西山，北山），文化財や史跡の

点在する山ろく部，山間部，ゆとりと景観に

恵まれた地域一帯における，自然と歴史的

な景観を保全するとともに，良好な居住環

境の保全・向上や文化，学術，研究機能の集

積を図るゾーン 

再生 

ゾーン 

伝統的な京町家も数多く残り，商業・業務機

能が集積し，職・住・文・遊が織り重なる歴

史豊かな市街地における調和を基調とする

再生を図るゾーン 

創造 

ゾーン 

21 世紀の新たな活力を担う創造のまちづく

りを進めるゾーン 

 
目標とする都市の姿として，「環境」「経済」「生活」「文

化」「安心・安全」の５つの面から，バランス良く都市の

姿の実現を実現するとしている。 

このうち，「歴史や文化を継承し創造的に活用する都市

【文化】」の実現のために，歴史的景観を形成する建築物

や庭園，優れた景観，祭りをはじめとする伝統行事や伝統

芸能，すまいや生活の文化，高い感性と匠のわざを備えた

伝統産業など，有形無形の京都の特性を守り，育むことは

もちろん，これらを創造的に活用し，次世代に継承してい

く都市を目指すとしている。 

目標とする都市の姿 

 

全体構想のなかの土地利用方針では，「国際文化観光都

市としての土地利用の誘導」，景観の方針では「伝統文化

の継承と新たな創造との調和を基調とする景観形成」，

「“京都らしさ”をいかした個性ある多様な空間から構成

される景観形成」，「重要文化的景観の保全」などを位置付

けている。 

土地利用の方針について 

国際文化観光都市としての土地利用の誘導 

世界に誇る京都ならではの歴史・文化資源を活用

し，観光の質を向上させ，新たな京都の魅力向上を

図るため，自然・歴史・文化資源の保全，伝統産業

や観光，商業サービス機能等の充実を誘導します。 

景観の方針について 

伝統文化の継承と新たな創造との調和を基調とす

る景観形成 

歴史的景観の保全・再生とともに，創造的視点を加

えた，新たな時代を代表する優れた景観の創出を図

り，これらが調和する都市イメージの具現化を図り

ます。 

"京都らしさ"をいかした個性ある多様な空間から

構成される景観形成 

日常の暮らしや生業から醸し出される京都らしさ

をいかした個性ある多様な空間を創出するととも

に，これらが連続し，重なり合うことによっても，

京都らしさを感じさせる都市空間の創出を図りま

す。 

重要文化的景観の保全 

京都の景観は，山紫水明の自然景観や日常の生活や

生業を通じて創り出されてきた文化的景観などに

よって織りなされています。国内外の人々を魅了す

る京都の文化的景観を次世代に伝えるため，その保

全を図ります。 
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⑵ 未来を創る京都文化遺産継承プラン 
〜京都市文化財保存活⽤地域計画〜 

（令和３年 7 ⽉策定） 
基本的な考え方 

文化財保護法及び京都市文化財保護条例による保護の

対象となる文化財等に限らず，京都の人々の生活，歴史と

文化の理解のために欠くことができない有形，無形のもの

すべてを「京都文化遺産」と位置付け，維持継承を図ると

ともに，京都文化遺産をまちや暮らしと一体となった「歴

史文化」として捉え，市民をはじめ多くの人に京都のまち

や暮らしを楽しんでもらうことを通じて京都文化遺産を千

年の未来に伝えていく。 

京都市の歴史文化 

京都市の歴史文化は，京都盆地とその周縁・周辺の地域

を育んだ豊かな自然と，千年を超える都鄙の歴史文化が織

り成す暮らしの空間及び歴史文化遺産群，伝統を受け継ぎ

革新を求める人々が営む文化や行事，芸術，宗教など，多

種多様な京都文化遺産が一体となったものである。 

 

その特徴は，地域性，首都性，国際性，象徴性に求めら

れ，これらが，市内外の多くの人々に，日本はもとより世

界にも類を見ない歴史都市・京都のイメージを想起させ

ると同時に，京都という都市それ自体に文化財としての

普遍的な価値を与えている。 

基本理念及び基本方針 

京都文化遺産は，京都市の歴史文化の源泉であり，京

都文化遺産を大切に守り伝えていくことが，京都のまち

を創造的に発展させる基盤となっている。 

したがって，市民をはじめ多くの人が，京都のまちと

暮らしを楽しむことを通じて，身近なところから京都文

化遺産に親しみ，理解することにより，京都のまちへの愛

着を深め，京都文化遺産を社会全体で支えていくことが

重要である。 

このため，「京都のまちと暮らしを楽しむことにより，

京都文化遺産を千年の未来に伝える」を基本理念，「見つ

ける」，「知る」，「守る」，「活かす」を基本方針として具体

的な施策を示し，多くの関係者と共有を図ることで，社

会，経済における好循環を創出し，京都文化遺産の持続的

な維持継承につなげていく。 

 

⑶ 未来を創る京都文化遺産維持継承プラン 
〜京都市文化財保存活⽤地域計画〜 

（作成中） 
基本的な考え方 

文化財保護法及び京都市文化財保護条例による保護の

対象となる「文化財」に限らず，京都の人々の生活，歴史

と文化の理解のために欠くことができない有形，無形の

ものすべてを「京都文化遺産」と位置付け，維持継承を図

るとともに，京都文化遺産をまちや暮らしと一体となっ

た「歴史文化」として捉え，市民一人一人に京都のまちや

暮らしを楽しんでもらうことを通じて京都文化遺産を千

年の未来に伝えていく。 

京都市の歴史文化 

京都市の歴史文化は，京都盆地とその周縁・周辺の地域

の育んだ豊かな自然と，千年を超える都鄙の歴史文化が

織り成す暮らしの空間及び歴史文化遺産群，伝統を受け

継ぎ革新を求める人々が営む文化や行事，芸術，宗教な

ど，多種多様な京都文化遺産が一体となったものである。 

 

その特徴は，地域性，首都性，国際性，象徴性に求めら

れ，これらが，市内外の多くの人々に，日本はもとより

世界にも類を見ない歴史都市・京都のイメージを想起さ

せると同時に，京都という都市それ自体に文化財として

の普遍的な価値を与えている。 

基本理念及び基本方針 

京都文化遺産は，京都市の歴史文化の源泉であり，京

都文化遺産を大切に守り伝えていくことが，京都のまち

を創造的に発展させる基盤となっている。 

したがって，市民をはじめ多くの人が，京都のまちと

暮らしを楽しむことを通じて，身近なところから京都文

化遺産に親しみ，京都のまちへの愛着を深め，京都文化

遺産を社会全体で支えていくことが重要である。 

このため，「京都のまちと暮らしを楽しむことにより，

京都文化遺産を千年の未来に伝える」を基本理念，「見つ

ける」，「知る」，「守る」，「活かす」を基本方針として具体

的な施策を示し，多くの関係者と共有を図ることで，社

会，経済における好循環を創出し，京都文化遺産の持続的

な維持継承につなげていく。 

 

計画期間 

令和３年度から令和12年度までの10年間とする。 

 

  

 
 
歴史と文化を継承する
ことにより新たな道を

 

国 際
性 

首都性 

象徴性 

地域性 
 

 
歴史と文化を継承す
る ことにより新たな
道を

 

国 際
性 

首都性 

象徴性 

地域性 
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⑷ 国指定文化財の保存活⽤（管理）計画 
①伝統的建造物群保存地区保全計画 

産寧坂地区（昭和51年（1976）地区指定），ネ氏園新橋地

区（昭和51年（1976）地区指定），嵯峨鳥居本地区（昭和

54年（1979）地区指定），上賀茂地区（昭和63年（1988）

地区指定）の全４地区が，重要伝統的建造物群保存地区の

選定を受け，それぞれ保存計画を定めている。 

伝統的建造物群保存地区では，伝統的な様式をもつ建

造物については，その様式に従って修理を行い，保存を図

る。一方，モルタル塗りやアルミサッシなどの現代化によ

って，伝統的な様式を失った建造物については，伝統的な

様式に準じて順次，修景を図ることにより，地域の特色を

守り育てることとしている。 

産寧坂伝統的建造物群保存地区 

 
ネ氏園新橋伝統的建造物群保存地区 

 

嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区 

 

上賀茂伝統的建造物群保存地区 

 

 

②名勝円⼭公園保存管理計画（平成 28 年(2016)３⽉） 
自然的景観と中心市街地に近接する立地という円山公

園の最大の魅力を十分に活用し，多くの来訪者が集い，自

然と文化に触れる憩いの場となることを目指して，文化

庁及び京都府の指導・助言の下に，計画を策定した。 

名勝円山公園の本質的価値を「八坂の往来の要所」，「名

勝地及び公園としての歴史」，「武田五一と植治による公

園改良と庭づくり」，「開かれた場としての都市公園円山

公園」とした。 

また，保存管理方針としては，以下の４点を定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再整備（修復）の考え方としては，「四時遊覧の名勝地

円山公園の復活」とし，本質的価値を一層高めるための再

整備を進めるとする。 

計画策定の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年度末事業完了） 

⑸ 国指定文化財の保存活⽤（管理）計画 
①伝統的建造物群保存地区保全計画 

産寧坂地区（昭和51年（1976）地区指定），ネ氏園新橋地

区（昭和51年（1976）地区指定），嵯峨鳥居本地区（昭和

54年（1979）地区指定），上賀茂地区（昭和63年（1988）

地区指定）の全４地区が，重要伝統的建造物群保存地区の

選定を受け，それぞれ保存計画を定めている。 

伝統的建造物群保存地区では，伝統的な様式をもつ建

造物については，その様式に従って修理を行い，保存を図

る。一方，モルタル塗りやアルミサッシなどの現代化によ

って，伝統的な様式を失った建造物については，伝統的な

様式に準じて順次，修景を図ることにより，地域の特色を

守り育てることとしている。 

産寧坂伝統的建造物群保存地区 

 
ネ氏園新橋伝統的建造物群保存地区 

 

嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区 

 

上賀茂伝統的建造物群保存地区 

 

 

②名勝円⼭公園保存管理計画（平成 28 年(2016)３⽉） 
自然的景観と中心市街地に近接する立地という円山公

園の最大の魅力を十分に活用し，多くの来訪者が集い，自

然と文化に触れる憩いの場となることを目指して，文化

庁及び京都府の指導・助言の下に，計画を策定した。 

名勝円山公園の本質的価値を「八坂の往来の要所」，「名

勝地及び公園としての歴史」，「武田五一と植治による公

園改良と庭づくり」，「開かれた場としての都市公園円山

公園」とした。 

また，保存管理方針としては，以下の４点を定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再整備（修復）の考え方としては，「四時遊覧の名勝地

円山公園の復活」とし，本質的価値を一層高めるための再

整備を進めるとする。 

計画策定の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①圓山山麓から八坂神社へとなだらかに続く地

形が基盤となる眺望を保存・修復する。 

②円山公園の風致景観の骨格を成す水系を保

存・修復する。 

③名勝地として，江戸期からの賑わい，祇園枝垂

桜等の風致景観を保存・修復する。 

④円山公園の風致景観を鑑賞できる回遊動線等

を適切に保存・修復する 

①圓山山麓から八坂神社へとなだらかに続く地

形が基盤となる眺望を保存・修復する。 

②円山公園の風致景観の骨格を成す水系を保

存・修復する。 

③名勝地として，江戸期からの賑わい，祇園枝垂

桜等の風致景観を保存・修復する。 

④円山公園の風致景観を鑑賞できる回遊動線等

を適切に保存・修復する 
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②京都文化芸術都市創生計画（平成 29 年(2017)４⽉） 
京都文化芸術都市創生計画は，平成29年（2017）４月

から平成39年（2027）３月までの10年間を計画期間し，

平成32年（2020）までは，「京都文化芸術プログラム2020+

（プラス）」と連動しながら各施策を推進していく。 

計画の体系 

 

京都の文化芸術を取り巻く状況は大きく変化し続けて

おり，「文化庁の京都への全面的移転方針の決定」，「東京

オリンピック・パラリンピック等の開催」という２つの事

象を追い風として，文化を基軸にあらゆる政策分野と融

合し，新たな価値を創造することで，京都の都市格を一層

高める。そのために，４つの方向性を定め，132の施策・

事業を推進している。 

４つの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

③第３期京都市伝統産業活性化推進計画 
（平成 29 年（2017）３⽉） 

伝統産業の未来を切り開き，日本の文化を世界に発信

することを目指し，平成 17 年（2005）10 月に「京都市

伝統産業活性化推進条例」を施行した。 
この条例に基づき，「京都市基本計画」の伝統産業の分

野別計画として，「京都市伝統産業活性化推進計画」（平成

18 年（2006）11 月策定，平成 23 年度完了），「第２期京

都市伝統産業活性化推進計画」（平成 24 年（2012）３月

策定，平成 28 年（2016）度完了）に引続き，平成 29 年

（2017）３月に「第３期京都市伝統産業活性化推進計画」

を策定した。 
条例において，伝統産業の活性化のための「日本の伝統

産業に活力を」「日本の伝統文化を京都から世界に発信」

など４つの基本理念に基づき，伝統産業の活性化の総合

的推進のため，６つの基本的な施策を定めているが，計画

において，この６つの基本的な施策ごとに実施すべき具

体的な取組項目を挙げている。 
６つの基本的な施策 

① 伝統産業に関する創造的活動に対する支援 

② 伝統産業に関する教育や学習の場における取組 

③ 伝統産業についての関心と理解を深める取組 

④ 技術の継承や後継者の育成 

⑤ 活性化の拠点施設等の機能の充実 

⑥ 表彰や奨励 

 

 

②京都文化芸術都市創生計画（平成 29 年(2017)４⽉） 
京都文化芸術都市創生計画は，平成29年（2017）４月

から平成39年（2027）３月までの10年間を計画期間し，

平成32年（2020）までは，「京都文化芸術プログラム2020+

（プラス）」と連動しながら各施策を推進していく。 

計画の体系 

 

京都の文化芸術を取り巻く状況は大きく変化し続けて

おり，「文化庁の京都への全面的移転方針の決定」，「東京

オリンピック・パラリンピック等の開催」という２つの事

象を追い風として，文化を基軸にあらゆる政策分野と融

合し，新たな価値を創造することで，京都の都市格を一層

高める。そのために，４つの方向性を定め，132の施策・

事業を推進している。 

４つの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

③第３期京都市伝統産業活性化推進計画 
（平成 29 年（2017）３⽉） 

伝統産業の未来を切り開き，日本の文化を世界に発信

することを目指し，平成 17 年（2005）10 月に「京都市

伝統産業活性化推進条例」を施行した。 
この条例に基づき，「京都市基本計画」の伝統産業の分

野別計画として，「京都市伝統産業活性化推進計画」（平成

18 年（2006）11 月策定，平成 23 年度完了），「第２期京

都市伝統産業活性化推進計画」（平成 24 年（2012）３月

策定，平成 28 年（2016）度完了）に引続き，平成 29 年

（2017）３月に「第３期京都市伝統産業活性化推進計画」

を策定した。 
条例において，伝統産業の活性化のための「日本の伝統

産業に活力を」「日本の文化を京都から世界に発信」など

４つの基本理念に基づき，伝統産業の活性化の総合的推

進のため，６つの基本的な施策を定めているが，計画にお

いて，この６つの基本的な施策ごとに実施すべき具体的

な取組項目を挙げている。 
６つの基本的な施策 

⑦ 伝統産業に関する創造的活動に対する支援 

⑧ 伝統産業に関する教育や学習の場における取組 

⑨ 伝統産業についての関心と理解を深める取組 

⑩ 技術の伝承や後継者の育成 

⑪ 活性化や拠点施設等の機能の充実 

⑫ 表彰や奨励 
 

  

方向性１暮らしの文化や芸術に対する豊かな

感受性をもった人々を育む 

方向性２多様な文化が根付く暮らしの中から，

最高水準の文化芸術活動を花開かせる 

方向性３京都の文化芸術資源を活用し，文化を

基軸にあらゆる政策分野との融合により，新た

な価値を創造する 

方向性４様々な文化交流を推進し，京都の魅力

を発信する 

方向性１暮らしの文化や芸術に対する豊かな

感受性をもった人々を育む 

方向性２多様な文化が根付く暮らしの中から，

最高水準の文化芸術活動を花開かせる 

方向性３京都の文化芸術資源を活用し，文化を

基軸にあらゆる政策分野との融合により，新た

な価値を創造する 

方向性４様々な文化交流を推進し，京都の魅力

を発信する 
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④京都観光振興計画 2025 
（令和３年（2021）３⽉） 

人口減少・少子高齢化の進展や生活様式の変化による

文化の担い手不足，地域コミュニティの衰退などが，これ

まで国内外の多くの観光客を魅了してきた京都の「光」の

継承・発展に影響を及ぼし，また，新型コロナウイルス感

染症拡大に伴う観光需要の激減などにより，京都観光は

かつてない危機的な状況となっている。 

この危機からの力強い回復と，コロナ収束後のステー

ジに対応していく新たな京都観光の姿や，その実現に向

けた取組の方向性を明確化するため，令和３年（2021）３

月に「京都観光振興計画2025」を策定した。 

本計画では，京都が目指す姿として「市民の暮らしの豊

かさの向上，地域や社会の課題解決，SDGs の達成に貢献

し，感染症や災害などの様々な危機や環境問題に対応し

ていく持続可能な観光」を掲げ，令和12年（2030）に実

現を目指す５つのまちづくりと観光として，以下の５つ

を設定している。 

2030年に実現を目指す５つのまちづくりと観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⑻ その他都市計画の関連計画 
①「歩くまち・京都」総合交通戦略 

（平成 22 年（2010）１⽉策定，令和 3 年 11 ⽉改定）  
本戦略は，人と公共交通優先の「歩いて楽しいまちづく

り」の推進を通じて，京都が，日本を代表する「国際観光

都市」であると同時に，まちの賑わいを生み出す都市であ

り続けることを目指して策定されたものである。 

同時に，「人が主役の魅力あるまちづくり」を構想する

にあたり，「歩くまち・京都」の実現に向けての行動規範

を明確に述べた憲章を制定した。 

令和３年１１月に，従来の総合交通戦略を継承・進化さ

せる形での改定を行い，次の理念のもと，指標目標数値を

掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この目標を達成するため，次の３つの取組が戦略の柱

として定められており，それぞれの取組が相乗効果を創

出するよう，互いに密接に連携させながら推進されるこ

ととなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④京都観光振興計画 2025（仮） 
（令和３年（2021）３⽉） 

近年の外国人観光客の急増等により発生した一部観光

地の混雑やマナー問題等の観光課題が市民生活に影響を

及ぼすとともに，今般の新型コロナウイルス感染症拡大

に伴う旅行需要の激減などにより，京都観光はかつてな

い危機的な状況となっており，ウィズコロナ社会におけ

る安心・安全との両立など，観光の在り方も一変している

ことから，新たな京都観光のあるべき姿と，それを実現す

るための戦略を明確化し，京都観光がより持続可能な観

光へ進化し，SDGｓの達成にも寄与するための道しるべと

なるよう，令和３年（2021）３月に「京都観光振興計画

2025」を策定した。 

本計画では，京都が目指すべきまちづくりと観光とし

て「市民の暮らしの豊かさの向上，地域や社会の課題解

決，SDGs の達成に貢献し，感染症や災害などの様々な危

機や環境問題に対応していく持続可能な観光」を掲げる

とともに，令和12年（2030）に実現を目指す５つのまち

づくりと観光像として，以下の５つを設定している。 

2030年に実現を目指す５つのまちづくりと観光像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

⑻ その他都市計画の関連計画 
①「歩くまち・京都」総合交通戦略 

（平成 22 年（2010）１⽉） 
本戦略は，人と公共交通優先の「歩いて楽しいまちづく

り」の推進を通じて，京都が，日本を代表する「国際観光

都市」であると同時に，まちの賑わいを生み出す都市であ

り続けることを目指して策定されたものである。 

同時に，「人が主役の魅力あるまちづくり」を構想する

にあたり，「歩くまち・京都」の実現に向けての行動規範

を明確に述べた憲章を制定した。 

この基本理念のもと，次の目標を掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この目標を達成するため，次の３つの取り組みが戦略

の柱として定められており，それぞれの取組が相乗効果

を創出するよう，互いに密接に連携させながら推進され

ることとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 市民生活と観光の調和が図られ，市民が豊かさ

を実感できる 

２ あらゆる主体が京都の｢光｣を磨き上げ，観光の

質を高める。 

３ 観光の担い手がより活躍し，観光・文化分野で

の起業・新事業創出が盛んになり，都市の活力

向上や文化の継承に寄与する。 

４ 感染症や災害などの様々な危機に対応できる，

しなやかで力強く，安心・安全で環境に配慮し

た持続可能な観光を実現させる。 

５ ＭＩＣＥ都市としての魅力を確立し，世界の

人々が集い，多様性を認め合い，世界平和に貢

献するまちになる。 

目標持続可能な脱「クルマ中心」社会のモデル都

市の形成を目指して，世界トップレベルの使い

やすい公共交通を構築し，歩く魅力に溢れるま

ちをつくり，また一人ひとりが歩く暮らし（ライ

フスタイル）を大切にすることによって「歩くま

ち・京都」を実現する。 

数値目標世界の同規模の大都市の中で最高水準

の非自動車（徒歩・公共交通・自転車）分担率80％

を超えること。 

３つの柱 

柱１「既存公共交通」の取組 

既存の公共交通を再編強化し，使いやすさを世

界トップレベルにする。 

柱２「まちづくり」の取組 

歩く魅力を最大限に味わえるよう歩行者優先の

まちをつくる。 

柱３「ライフスタイル」の取組 

歩いて楽しい暮らしを大切にするライフスタイ

ルに転換する。 

理念「人と公共交通優先の歩くまち」を継承・進

化させ，誰もが公共交通をより便利で快適に利用

でき，徒歩や自転車等も“かしこく”組み合わせ

て出かけるスマートなライフスタイルが人々に

定着していくことで，「出かけたくなる」魅力と

活力のあふれるまちづくりを目指す。 

指標・目標数値非自動車分担率85％以上 

３つの柱 

柱１「公共交通ネットワーク」の取組 

持続可能なまちづくりを実現する公共交通ネッ

トワークの形成 

柱２「まちづくり」の取組 

誰もが「出かけたくなる」歩行者優先の魅力的な

まちづくり 

柱３「ライフスタイル」の取組 

歩いて楽しい暮らしを大切にするスマートなラ

イフスタイルの更なる促進 

１ 市民生活と観光の調和が図られ，市民が豊かさ

を実感できる。 

２ あらゆる主体が京都の｢光｣を磨き上げ，観光の

質を高める。 

３ 観光の担い手がより活躍し，観光・文化分野で

の起業・新事業創出が盛んになり，都市の活力

向上や文化の継承に寄与する。 

４ 感染症や災害などの様々な危機に対応できる，

しなやかで力強く，安心・安全で環境に配慮し

た持続可能な観光を実現させる。 

５ ＭＩＣＥ都市としての魅力を確立し，世界の

人々が集い，多様性を認め合い，世界平和に貢

献するまちになる。 
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②京都市京町家保全・継承推進計画 
（平成 31 年（2019）２⽉） 

京都のまちなか景観の基盤を構成し，歴史的風致の重

要な構成要素である京町家は，今もなお，年間約２％の割

合で滅失が進行しており，京町家の空き家率も 14％を超

えるなど，歴史都市・京都のアイデンティティを脅かす重

大な危機にある。このため，多様な主体の責務・役割を明

確にするとともに，京町家の取壊しに関する手続き等を

定める「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」を平

成29年（2017）11月に制定し，京町家の保全及び継承を

推進している。この条例に基づき，趣のある町並み又は個

性豊かで洗練された生活文化の保全及び継承を効果的に

進めるため，「京都市京町家保全・継承推進計画」を策定

した。 

この計画に基づき，個別の建物や区域の指定など京町

家の保全・継承に資する取組を進めている。 

主な具体的取組 

１． 京町家の改修等に対する助成制度の創設・拡充 

２． 京町家マッチング制度の整備・運用 

３． 京町家の保全・継承に向けたまちづくり活動の

支援 

４． 京町家と認められる新築等の住宅のあり方及び

誘導策の検討 
 

③歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針 
（平成 24 年（2012）７⽉， 
令和 3 年（2021）3 ⽉改定） 

 京都市では，歴史都市京都の特性をいかしつつ，市民が

安心・安全に住み続けられる災害に強いまちづくりを目

指して，歴史都市京都にふさわしい密集市街地対策及び

細街路対策のあり方について，議論を深め，平成 24 年

（2012）７月に密集市街地・細街路対策の基本的な考え方

を示した「歴史都市京都における密集市街地対策等の取

組方針」（以下「取組方針」という。）を取りまとめるとと

もに，細街路対策の具体的あり方を示した「京都市細街路

対策指針」を策定した。 

 また，令和3年（2021）3月に，改めて，密集市街地の

改善状況について，調査を行い，取組方針を改定してい

る。 

 この取組方針において，「優先的に防災まちづくりを進

める地区」を６地区，全国共通指標等による密集市街地を

15 地区選定し，地域と行政が一体となり，細街路やその

周辺の状況を確認し，防災上の課題点を整理するととも

に，地域全体の安全性向上を図るための解決策について

検討・実施する「防災まちづくり」の取組を推進している。 

 

②京都市京町家保全・継承推進計画 
（平成 31 年（2019）２⽉） 

京都のまちなか景観の基盤を構成し，歴史的風致の重

要な構成要素である京町家は，今もなお，年間約２％の割

合で滅失が進行しており，京町家の空き家率も 14％を超

えるなど，歴史都市・京都のアイデンティティを脅かす重

大な危機にある。このため，多様な主体の責務・役割を明

確にするとともに，京町家の取壊しに関する手続き等を

定める「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」を平

成29年（2017）11月に制定し，京町家の保全及び継承を

推進している。この条例に基づき，趣のある町並み又は個

性豊かで洗練された生活文化の保全及び継承を効果的に

進めるため，「京都市京町家保全・継承推進計画」を策定

した。 

この計画に基づき，個別の建物や区域の指定など京町

家の保全・継承に資する取組を進めている。 

主な具体的取組 

５． 京町家の改修等に対する助成制度の創設・拡充 

６． 京町家マッチング制度の整備・運用 

７． 京町家の保全・継承に向けたまちづくり活動の

支援 

８． 京町家と認められる新築等の住宅のあり方及び

誘導策の検討 
 

③歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針 
（平成 24 年（2012）７⽉） 

 京都市では，歴史都市京都の特性をいかしつつ，市民が

安心・安全に住み続けられる災害に強いまちづくりを目

指して，歴史都市京都にふさわしい密集市街地対策及び

細街路対策のあり方について，議論を深め，平成 24 年

（2012）７月に密集市街地・細街路対策の基本的な考え方

を示した「歴史都市京都における密集市街地対策等の取

組方針」を取りまとめるとともに，細街路対策の具体的あ

り方を示した「京都市細街路対策指針」を策定した。 

 この取組方針において，「優先的に防災まちづくりを進

める地区」（以下「優先地区」という。）を11地区選定し

た。「優先地区」では，地域と行政が一体となり，細街路

やその周辺の状況を確認し，防災上の課題点を整理する

とともに，地域全体の安全性向上を図るための解決策に

ついて検討・実施する「防災まちづくり」の取組を推進し

ている。 

 

 


