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文献・図版・写真 リスト   
１ 引用・参考文献リスト 

計画策定の基礎資料となる京都市の歴史的風致に関する引用・

参考文献としては，以下のとおりである。 

【市史】 

「京都の歴史1  平安の新京」         昭和54年1月 

「京都の歴史3  近世の胎動」         昭和54年3月 

「京都の歴史4  桃山の開花」         昭和54年6月 

「京都の歴史6  伝統の定着」         昭和54年9月 

「京都の歴史7  維新の激動」         昭和54年10月 

「史料 京都の歴史5  社会・文化」      昭和59年3月 

「史料 京都の歴史6  北区」          平成5年1月 

「史料 京都の歴史13 南区」          平成4年1月 

「史料 京都の歴史11 山科区」         昭和63年3月 

「京都市政史 第１巻 市政の形成」       平成21年3月 

【建造物関連調査報告書】 

「京都市の近代化遺産 産業遺産編」       平成17年7月 

「京都市の近代化遺産 近代建築編」       平成17年7月 

「近世社寺建築緊急調査報告書」           1983年 

【各地区 保存計画等】 

「文化的景観（北山杉の林業景観）保存・活用事業報告書」 

平成18年2月，文化庁・（財）京都市文化観光資源保護財団 

「京都中川の北山林業景観調査報告書」 

平成31年3月，国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部景観

研究室 編，京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

「「京都の文化的景観」調査報告書」令和2年3月，国立文化財機

構奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室 編京都市文化市民

局文化芸術都市推進室文化財保護課 

「名勝円山公園保存管理計画」          平成28年3月 

「元離宮二条城国宝・重要文化財（建造物）保存活用計画」 

平成29年3月 

「史跡二条城離宮（二条城）保存活用計画」     令和2年3月 

「史跡及び名勝嵐山保存管理計画」        平成10年3月 

「産寧坂伝統的建造物群保存地区保存計画」    昭和51年7月 

「祇園新橋伝統的建造物群保存地区保存計画」   昭和51年7月 

「嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区保存計画」  昭和54年2月 

「上賀茂伝統的建造物群保存地区保存計画」    昭和63年5月 

「祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」 

平成11年6月 

「祇園町南歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」 

平成11年6月 

「上京小川歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」 

平成13年8月 

「伏見南浜界わい景観整備地区界わい景観整備計画」平成9年3月 

「三条通界わい景観整備地区界わい景観整備計画」  平成9年3月 

「上賀茂郷界わい景観整備地区界わい景観整備計画」平成9年3月 

「千両ヶ辻界わい景観整備地区界わい景観整備計画」 

平成13年8月 

「上京北野界わい景観整備地区界わい景観整備計画」 

平成13年8月 

「西京樫原界わい景観整備地区界わい景観整備計画」 

平成13年8月 

「本願寺・東寺界わい景観整備地区界わい景観整備計画」 

平成17年9月 

「先斗町界わい景観整備地区界わい景観整備計画」 平成27年4月 

【その他 関連する資料】  

「京都市景観計画」                     令和元年12月 

「京都の景観」                 平成21年2月 

「京都市持続可能な都市構築プラン」       平成31年3月 

「京都観光総合調査」 

「平安遷都1200年記念 甦る平安京」   平成6年9月，京都市 

「京都 剣鉾のまつり 調査報告書 ２ 民俗調査編」 

平成26年3月，京都の民俗文化総合活性化プロジェクト実行委員

会 

「西京区・洛西地域の新たな活性化ビジョン」 

平成28年12月，西京区・洛西地域の新たな活性化懇談会 

【その他 関連する資料】 

「寺院神社大事典」            平成9年2月，平凡社 

「山科事典 ふるさと山科歴史街道・史跡巡り資料集」 

平成30年2月，ふるさとの会歴史街道・史跡巡り部会著，鏡山次

郎編，ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 

「京のお地蔵さん」 

平成17年8月，竹村俊則 著，京都新聞出版センター 

「日本歳時史 京都之部」       大正11年9月，内外出版 

「京の年中行事」           昭和35年3月，土山印刷 

「京の各所図会を読む」           1998年，宗政五十緒 

「京都名所図会 絵解き案内」   

1997年，宗政五十緒・西野由紀，小学館 

「京都の神社と祭り」   2015年，本多健一 著，中央公論新社 

「京山科のお地蔵さん : 山科の地蔵・地蔵盆調査報告書」 

ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 編 

「京・近江・丹後大工の仕事―近世から近代へ―」 

平成18年2月，建部恭宣著 

「京町家の再生」平成20年9月，財団法人京都市景観まちづくりセ

ンター，光村推古書院 

「京・まちづくり史」 平成15年7月，高橋康夫，中川理，昭和堂 

「ひつじの京都銭湯図鑑」   平成28年2月，大武千明，創元社 

「西陣の小規模織屋建て住宅の住み方と住宅改善」 

1996年，坂東亜希子，脇田泰史，小伊藤直哉，片方真也，幹康代 

「西陣織屋｜佐々木能衣装保存・活用調査報告書 伝統建築保

存・活用マネージャー養成講座 第3期5班」 

平成19年7月21日 

「今宮神社由緒記」 

「初代仕出し屋社史」 

「京都大辞典」 

昭和59年，佐藤隆研・奈良本辰也・吉田光邦ほか編，淡交社 

「ジュニア日本文化検定 テキストブック 京都市」 

   平成18年3月 京都新聞開発（株）編 

「本能学区 まちづくりのしおり」 

平成15年3月，京都市・本能自治連合会・本能まちづくり委員会 

「彩色みやこ名勝図会」 

2009年4月，白幡洋三郎，京都新聞出版センター 

「京都 舞子と芸妓の奥座敷」 

平成13年10月，相原恭子，文芸春秋 

「京の花街」        昭和52年6月，渡会恵介，大陸書房 

「小川通」 水の都京都 

「安朱小学校創立50周年記念誌」平成30年6月，安朱小学校創立 

50周年記念し編集委員会 

「都名所写真帖」      明治36年9月，西村七兵衛，法蔵館 

「絵葉書で見る京都：明治・大正・昭和初期」 

平成24年6月，森安正，光村推古書院 

「京都写真館 なつかしの昭和20～40年代」 

平成22年11月，白幡洋三郎，淡交社 

「京都市今昔写真集」   平成20年12月，白幡洋三郎，樹林舎 

「大田垣蓮月」            2004年，杉本秀太郎著 

「京都市の昭和」          平成28年12月，いき出版 

「～文化財と遺跡を歩く～京都歴史散策マップ」 

財団法人京都市埋蔵文化財研究所 

「新版 京・伏見歴史の旅」         

2003年9月山本眞嗣著，水野克比古撮影，山川出版社 

「農土誌 温情義気―現在の桂川―」 

平成18年，農業工学研究所 松本精一 

「新撰 京の魅力 京野菜を楽しむ」 

2003年2月，文：上田耕司，写真：星川新一，淡交社 
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「京の伝統野菜と旬野菜」 

2003年6月，高嶋四郎編著，京の伝統野菜保存ミッション編， 

トンボ出版 

「現代にいきづく京の伝統野菜」 

2006年10月，菊池昌治，誠文堂新光社 

「北山杉の林業景観」：季刊まちづくり11号 

平成18年6月，協力：京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化

財保護課(有)クッド研究所／（株）学芸出版社企画・編集 

【その他 引用・参考ＵＲＬ】 

「文化庁」            https://www.bunka.go.jp/ 

「気象庁」       http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

「農林水産省生産農業所得統計」 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html 

「総務省統計局 事業所･企業統計調査」 

 https://www.stat.go.jp/data/jigyou/2006/index.html 

「総務省統計局 経済センサス 基礎調査，活動調査」 

https://www.stat.go.jp/data/e-census/index.html 

「農林水産省 生産農業所得統計」 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/ 

「文化遺産オンライン」      https://bunka.nii.ac.jp/ 

「国文化財等指定データベース」 

https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index 

「京都府HP」          https://www.pref.kyoto.jp/ 

「京都市HP」         https://www.city.kyoto.lg.jp/ 

「北区」        https://www.city.kyoto.lg.jp/kita/ 

「上京区」     https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/ 

「左京区」      https://www.city.kyoto.lg.jp/sakyo/ 

「中京区」     https://www.city.kyoto.lg.jp/nakagyo/ 

「東山区」    https://www.city.kyoto.lg.jp/higasiyama/ 

「山科区」     https://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/ 

「下京区」     https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/ 

「南区」             https://www.city.kyoto.lg.jp/minami/ 

「右京区」             https://www.city.kyoto.lg.jp/ukyo/ 

「西京区」          https://www.city.kyoto.lg.jp/nisikyo/ 

「伏見区」          https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/ 

「とうけいでみるきょうと令和元(2019)年版」 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Booklet/ 

「京都を彩る建物や庭園」         http://kyoto-irodoru.com/ 

「京都をつなぐ無形文化遺産」     http://kyo-tsunagu.net/ 

「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」 

http://kyoto-bunkaisan.com/ 

「京都市 観光文化情報システム」 

http://kaiwai.city.kyoto.jp/raku/sight.php 

「京の橋しるべ」 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000149842.html 

「旧前川邸」          http://kyu-maekawatei.com/ 

「あじき路地」                  http://www.ajikiroji.com/ 

「京都に乾杯」       https://www.kyotonikanpai.com/ 

「京都市文化観光資源保護財団」 http://www.kyobunka.or.jp/ 

「京の霊場」        http://kyonoreijo.sakura.ne.jp/ 

「壬生寺」            http://www.mibudera.com/ 

「千本ゑんま堂大念弗狂言保存会」 http://enmadokyogen.info/ 

「京都風光」            https://kyotofukoh.jp/ 

「神社と古事記」      http://www.buccyake-kojiki.com/ 

「京都観光Navi」         https://ja.kyoto.travel/ 

「暮らし歳時記」  

http://www.i-nekko.jp/nenchugyoji/haretoke/ 

「伏見稲荷大社」 http://inari.jp/ 

「八坂神社」 http://www.yasaka-jinja.or.jp/ 

「KYOTO design」          https://kyoto-design.jp/ 

「京都府神社庁」 http://www.kyoto-jinjacho.or.jp/ 

「そうだ京都、行こう。」 https://souda-kyoto.jp/ 

「京都府観光ガイド」 https://www.kyoto-kankou.or.jp/ 

「京都いいとこウェブ」 https://kyoto.graphic.co.jp/ 

「京都通百科事典」 https://www.kyototuu.jp/ 

「KBS京都 祇園祭」 https://www.kbs-kyoto.co.jp/gion/ 

「京都寺社案内（京都風光）」 https://kyotofukoh.jp/ 

「レファレンス協同データベース」 

 https://crd.ndl.go.jp/reference/ 

「北野天満宮」 http://www.kitanotenmangu.or.jp/ 

「京都市歴史資料館 情報提供システム フィールド・ミュージ

アム京都」 

 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/index.html 

「了徳寺」 https://www.ryoutokuji.or.jp/ 

「積水ハウスの快適生活サポート Netオーナーズクラブ」 

https://noc.sekisuihouse.co.jp/ownersclub2/owner.do 

「京都市景観・まちづくりセンター」 

 http://machi.hitomachi-kyoto.jp/ 

「船岡温泉」 http://funaokaonsen.net/index.html 

「京阪電車」 https://www.keihan.co.jp/ 

「京都府浴場組合」 https://1010.kyoto/ 

「京町家net」 http://kyomachiya.net/ 

「京友禅協同組合連合会」    http://www.kyosenren.or.jp/ 

「京鹿の子絞振興共同組合」 

http://www.kyokanoko-shibori.or.jp/ 

「西陣織工業組合」         http://nishijin.or.jp/ 

「京人形商工業協同組合」    http://www.kyo-ningyo.com/ 

「京都府仏具協同組合」     https://www.kyobutsugu.com/ 

「京都扇子団扇商工共同組合」http://www.sensu-uchiwa.or.jp/ 

「京都木工芸協同組合」 http://kyou-sashimono.blogspot.com/ 

「京都陶磁器協同組合連合会」    http://www.kyoyaki.com/ 

「京都府石材業協同組合」   https://kyoishikumiai.jp/wp/ 

「京表具協同組合」        http://www.kyo-hyougu.jp/ 

「東五六」       http://www.tohgoro.co.jp/index.html 

「京都陶磁器会館」 http://kyototoujikikaikan.or.jp/about/ 

「若宮神社」        http://wakamiya-hachimangu.jp/ 

「清水焼の郷」       http://www.kiyomizuyaki.or.jp/ 

「京都五条坂陶器まつり」   http://www.toukimaturi.gr.jp/ 

「伝えたい京都、知りたい京都。」 https://kyotolove.kyoto/ 

「洛陽織物」       http://www.rakuyou.com/002.html 

「今宮神社」         http://www.imamiyajinja.org/ 

「三井広報委員会」        https://www.mitsuipr.com/ 

「金襴正絹織物卸商 京都室町 誉勘商店」 http://kondaya.com/ 

「京都ツウ読本」           https://kyototwo.jp/ 

「長五郎餅」        http://www.chogoromochi.co.jp/ 

「上七軒歌舞会」     http://www.maiko3.com/index.html 

「藤森神社」  

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000189691.html 

「いちひめ雅楽会」     https://www.ichihime.net/gagaku/ 

「本願寺北能舞台」 

https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index 

「大江能楽堂」      http://www.asahi-net.or.jp/~tn4m-ooe/ 

「南座」 https://www.shochiku.co.jp/play/theater/minamiza/ 

「吉例顔見世興行」（京都観光オフィシャルサイトNAVI） 

https://ja.kyoto.travel/ 

「頂法寺」 新指定・登録文化財 第37回京都市文化財 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000254853.html 

「花供養会」 池坊    https://www.ikenobo.jp/info/21761 

「茶会・月釜」デジタル茶湯マップ https://chanoyumap.jp/ 

「京菓子店」 京菓子協同組合  

http://www.kyogashi.or.jp/list/index.html 

「菓子文化」 京都をつなぐ無形文化遺産  

http://kyo-tsunagu.net/kashi/ 

「塩芳軒」            https://www.kyogashi.com/ 

http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
https://bunka.nii.ac.jp/
https://bunka.nii.ac.jp/
http://kyoto-irodoru.com/
http://kyoto-irodoru.com/
http://kyo-tsunagu.net/
http://kyo-tsunagu.net/
http://kyoto-bunkaisan.com/kyotoisan/index.html
http://kyoto-bunkaisan.com/kyotoisan/index.html
http://kyu-maekawatei.com/
http://kyu-maekawatei.com/
https://www.kyotonikanpai.com/
https://www.kyotonikanpai.com/
http://www.kyobunka.or.jp/
http://www.kyobunka.or.jp/
http://inari.jp/
http://inari.jp/
http://www.yasaka-jinja.or.jp/
http://www.yasaka-jinja.or.jp/
http://www.kyoto-jinjacho.or.jp/
http://www.kyoto-jinjacho.or.jp/
https://souda-kyoto.jp/
https://souda-kyoto.jp/
https://www.kyoto-kankou.or.jp/
https://www.kyoto-kankou.or.jp/
https://www.kyoto-kankou.or.jp/
https://kyoto.graphic.co.jp/
https://kyoto.graphic.co.jp/
https://kyoto.graphic.co.jp/
https://kyoto.graphic.co.jp/
https://www.kyototuu.jp/
https://www.kyototuu.jp/
https://www.kbs-kyoto.co.jp/gion/
https://www.kbs-kyoto.co.jp/gion/
https://kyotofukoh.jp/
https://kyotofukoh.jp/
https://crd.ndl.go.jp/reference/
https://crd.ndl.go.jp/reference/
http://www.kitanotenmangu.or.jp/
http://www.kitanotenmangu.or.jp/
https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/index.html
https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/index.html
https://www.ryoutokuji.or.jp/
https://www.ryoutokuji.or.jp/
https://noc.sekisuihouse.co.jp/ownersclub2/owner.do
https://noc.sekisuihouse.co.jp/ownersclub2/owner.do
http://machi.hitomachi-kyoto.jp/
http://machi.hitomachi-kyoto.jp/
http://funaokaonsen.net/index.html
http://funaokaonsen.net/index.html
https://www.keihan.co.jp/
https://www.keihan.co.jp/
https://1010.kyoto/
https://1010.kyoto/
http://kyomachiya.net/
http://kyomachiya.net/


文献・図版・写真リスト- 3 

「京都の庭園」 http://www.kyobunka.or.jp/kaiho/index7.html 

「御庭植治株式会社」           https://ueji.jp/ 

「植彌加藤造園株式会社」       https://ueyakato.jp/ 

「哲学の道保勝会」 https://tetsugakunomichi.jp/ 

「京都市京セラ美術館」https://kyotocity-kyocera.museum/ 

「京都大学HP」           http://kyoto-u.ac.jp/ja 

「烏丸通まちづくり協議会」  http://www.karasuma-kyoto.net/ 

「京都創造者大賞2011」 

https://www.kyo.or.jp/brand/award/winner/2011.html 

「鞍馬寺」                   https://www.kuramadera.or.jp/ 

「由岐神社」                     http://www.yukijinjya.jp/ 

「貴船神社HP」                      http://kifunejinja.jp/ 

「料理旅館ふじや」         http://www.kibune-fujiya.co.jp/ 

「観仏日々帖」 

https://kanagawabunkaken.blog.fc2.com/blog-entry-113.html 

「京都寺社案内（京都風光）」        https://kyotofukoh.jp/ 

「平八茶屋」                   https://www.heihachi.co.jp/ 

「おこしやす“やましな”協議会」 

http://www.okoshiyasu-yamashina.jp/aboutus 

「おこしやす伏見 醍醐歴史人物紀行」 

https://ja.kyoto.travel/area/gyouseiku/fushimi_index.html 

「本願寺山科別院」        https://www.yamashinabetsuin.jp/ 

「ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会」 

http://furusato.la.coocan.jp/hurusato2/homeindex.htm 

「やましなさん」                 https://yamashinasan.com/ 

「醍醐寺」           https://www.daigoji.or.jp/ 

「京都・伏見 日野薬師・法界寺の裸踊り 大雪と寒さを吹き飛

ばす踊りに400人見とれる」      2017年1月，伏見経済新聞社 

「京の風物詩鴨川納涼床への誘い」 

https://www.kyoto-yuka.com/ 

「京阪電車」           https://www.keihan.co.jp/ 

「しんこうWeb」 http://bn.shinko-web.jp/recall/000473.html 

「京都・亀岡保津川下り」  https://www.hozugawakudari.jp/ 

「松尾大社」          http://www.matsunoo.or.jp/ 

「車折神社」       http://www.kurumazakijinja.or.jp/ 

「嵐山灯籠流し」     https://buttorenmei.sakura.ne.jp/ 

「與杼神社」           http://www.yodojinja.com/ 

「月桂冠」               https://www.gekkeikan.co.jp/ 

「かおり風景100選 環境省」 

http://www.env.go.jp/air/kaori/index.htm 

「御香宮神社」      https://www.gokounomiya.kyoto.jp/ 

「伏見酒造組合」         http://www.fushimi.or.jp/ 

「疏水名鑑」 

http://www.inakajin.or.jp/sosui/tabid/298/Default.aspx 

「山科 歴史の散歩道」 

http://furusato.la.coocan.jp/kagamiyama/sanpo/sanpomokuji.htm 

「JA京都」              https://jakyoto.com/ 

「京加茂野菜」         http://www.kyokamoyasai.jp/ 

「大原野神社」          http://oharano-jinja.jp/ 

【その他 資料提供他】 

京都市歴史資料館，京都府立京都学・歴彩館，京都府京都文化博

物館 
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２ 図版リスト 
番号 タイトル 出典等 

図1-1 近畿地方における京都府・京都市
の位置 

 

図1-2 京都府における京都市の位置  

図1-3 微地形区分 出典：『「京都の文化的景

観』調査報告書』（令和２
年３月発行）奈良文化財
研究所作成 ※国土地理

院数値地図50000に「京都
盆地の地震災害危険度マ
ップ」（植村善博1999『京

都の地震環境』）をトレー
スして重ね合わせた。 

図1-4 標高図  

図1-5 河川図  

図1-6 京都市の年間の平均降水量と平
均気温（平成21～30年）までの平
均値 

出典：気象庁HP 

図1-7 市制施行時（明治22年）の京都市
域と現在の行政区域 

 

図1-8 市制・町村制施行時からの京都市
の変遷 

京都市文化財保護課 

図1-9 土地利用方針図 出典：都市計画マスター

プラン 

図1-10 年齢3区分別人口の推移と将来推

計 

京都市持続可能な都市構

築プラン 出典：国勢調
査（平成27年まで）／国立
社会保障・人口問題研究

所「日本の地域別将来推
計人口（平成30年3月推
計）」（令和2年以降）） 

図1-11 京都市の単身世帯数の推移 出典：総務省統計局「国勢
調査（平成7,12,17,22,27
年）」 

図1-12 世界人口の将来推移 資料：国際連合「World 
Population Prospedts 

2019」 

図1-13 京都市の交通網  

図1-14 産業分類3部門別就業者数の推移 出典：国勢調査 

図1-15 産業分類別の従業者数 とうけいでみるきょうと
平成30年版，出典：平成28

年経済センサス活動調査 

図1-16 産業分類別の民営事業所の民営

事業所数 

とうけいでみるきょうと

平成30年版，出典：平成28
年経済センサス活動調査 

図1-17 農業産出額の内訳（平成30年） 出典：生産農業所得統計 

図1-18 年間観光客数の推移 出典：京都観光総合調査 

図1-19 年間宿泊客数の推移 出典：京都観光総合調査 

図1-20 年間外国人宿泊客数の推移 出典：京都観光総合調査 

図1-21 年間観光消費額の推移 出典：京都観光総合調査 

図1-22 市内大学の分布  

図1-23 四行八門制宅地割 出典：『平安遷都1200年記

念 甦る平安京』 

図1-24 平安時代・院政以前の様子 出典：『京都の歴史1』 

図1-25 応仁・文明の大乱後～天正14年
(1586）頃の様子 

出典：『京都の歴史4』 

図1-26 “御土居”に囲まれた京都の町 出典：『京都の歴史4』 

図1-27 延宝・元禄期を中心とした京都の
様子 

出典：『京都の歴史5』 

図1-28 慶応4年（1868）頃の様子 出典：『京都の歴史7』 

図1-29 大京都市街地図 新旧比較図（昭

和6年） 

京都府立京都学・歴彩館 

所蔵 

図1-30 京都文化遺産  

図1-31 紙本墨画淡彩寒山拾得図 2幅 所蔵：東福寺 

図1-32 紙本金地著色車争図（右隻(上

段)・左隻(下段)） 

所蔵：仁和寺 

図1-33 京町家条例における京町家の定
義 

出典：京町家条例リーフ
レット（一部編集） 

図1-34 京都をつなぐ無形文化遺産選定
の対象 

出典：京都をつなぐ無形
文化遺産HP 

図1-35 まち・ひと・こころが織り成す京
都遺産のイメージ図 

出典：「まち・ひと・ここ
ろが織り成す京都遺産」
制度チラシ 

図1-36 古都京都の文化財の分布  

図1-37 寺社の分布 国土地理院の数値地図

2,500に掲載の社寺デー
タと，平成15・16年発行の
ゼンリン住宅地図の

1,000ｍ2以上の社寺デー
タ 

図1-38 京町家の分布 平成20・21年度京町家ま

ちづくり調査及び平成28
年度京町家まちづくり調
査に係る追跡調査の結果

より 

図1-39 近代建築，土木工作物等の分布 『京都市近代化遺産（建

造物等）調査報告書＜産
業遺産編＞』（平成17年）
及び『京都市近代化遺産

（建造物等）調査報告書
＜近代建築編＞（平成18
年）に掲載された近代化

遺産調査一覧から，木造
以外の建築物を抽出』 

図1-40 各行政区の位置 出典：京都市のあらまし

HP 

図1-41 北区の主な文化遺産の分布  

図1-42 上京区の主な文化遺産の分布  

図1-43 左京区の主な文化遺産の分布  

図1-44 中京区の主な文化遺産の分布  

図1-45 東山区の主な文化遺産の分布  

図1-46 山科区の主な文化遺産の分布  

図1-47 下京区の主な文化遺産の分布  

図1-48 南区の主な文化遺産の分布  

図1-49 右京区の主な文化遺産の分布  

図1-50 西京区の主な文化遺産の分布  

図1-51 伏見区の主な文化遺産の分布  

図2-1-1 六斎念仏 出典：『拾遺都名所図会』
（天明7年（1787））（京
都府立京都学・歴彩館デ

ジタルアーカイブよりダ
ウンロード） 

図2-1-2 六斎念仏と大念仏狂言  

図2-1-3 迎え鐘・送り鐘  

図2-1-4 京都市内の主な巡礼地  

図2-1-5 六地蔵巡り  

図2-1-6 愛宕神社と嵯峨鳥居本  

図2-1-7 本願寺界隈 参考：京都府仏具協同組
合HP，住宅地図より抽出 

図2-1-8 八坂神社から清水寺界隈 参考：住宅地図より抽出 

図2-1-9 小風致別歴史的風致の分布  

図2-1-10 祈りと信仰のまち京都の歴史的
風致（総括図） 

 

図2-2-1 初詣（伏見稲荷大社）  

図2-2-2 十日ゑびす 出典：『都林泉名勝図会』

(寛政11年(1799))（京都
府立京都学・歴彩館デジ
タルアーカイブよりダウ

ンロード） 

図2-2-3 十日ゑびす（恵美須神社）  

図2-2-4 市内の主な節分祭･節分会が行わ
れる寺社 

 

図2-2-5 紫野今宮やすらひ祭 出典：『都名所図会』（安

永9年（1780））（京都府
立京都学・歴彩館デジタ
ルアーカイブよりダウン

ロード） 

図2-2-6 やすらい祭  

図2-2-7 葵祭  
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図2-2-8 御霊神事 出典：『拾遺都名所図会』
（天明７年（1787））（京
都府立京都学・歴彩館デ

ジタルアーカイブよりダ
ウンロード） 

図2-2-9 御霊祭・下御霊祭  

図2-2-10 剣鉾の祭 祭巡行ルート 参考：『京都 剣鉾のまつ
り調査報告書』（平成26年

／京都市文化財保護課） 

図2-2-11 祇園会 出典：『都名所図会』（寛
政11年（1799））（京都府

立京都学・歴彩館デジタ
ルアーカイブよりダウン
ロード） 

図2-2-12 祇園祭巡行ルート  

図2-2-13 大文字送り火 出典：『再撰花洛名勝図

会』（元治元年（1864））
（京都府立京都学・歴彩
館デジタルアーカイブよ

りダウンロード） 

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2-2-15 都心部 （南部） 及び山科区の 地
蔵分布 

出典：「時空間情報を用い
た京都における「お地蔵

さん」・地蔵盆の分析（師
茂樹ら）及び地蔵調査（立
命館大学矢野桂司） 

図2-2-16 時代祭巡行ルート  

図2-2-17 大根焚きを行う市内の主な寺社  

図2-2-18 祇園削掛神事 出典：『拾遺都名所図会』
（天明7年（1787））（京

都府立京都学・歴彩館デ
ジタルアーカイブよりダ
ウンロード） 

図2-2-19 おけらまいり  

図2-2-20 暮らしに息づくハレとケのまち

京都に見る歴史的風致(ハレ)（総
括図） 

 

図2-2-21 京町家の分布（図1-38再掲） "平成20・21年度京町家ま

ちづくり調査結果及び平
成28年度京町家まちづく
り調査に係る追跡調査よ

り" 

図2-2-22 両側町 概念変遷図 出典：『京都の景観』／京

都市 

図2-2-23 現代の町式目（膏薬辻子）  

図2-2-24 本項で紹介した京町家と路地   

図2-2-25 市内の銭湯の分布 参考：京都府公衆浴場業
生活衛生同業組合HP 

図2-2-26 暮らしに息づくハレとケのまち
京都に見る歴史的風致（ケ）（総

括図） 

 

図2-3-1 京都の伝統産業の分布 参考：：京友禅協同組合連
合会HP，京鹿の子絞振興

協同組合HP，西陣織工業
組合HP，京人形商工業協
同組合HP,京都府仏具協

同組合HP，京都扇子団扇
商工協同組合HP，京都木
工芸協同組合HP,京都陶

磁器協同組合連合会HP，
京都府石材業協同組合
HP,京表具協同組合HP 

図2-3-2 清水三年坂（のぼり窯の道） 出典：『都名所図会』（安
永9年（1780））（京都府

立京都学・歴彩館デジタ
ルアーカイブよりダウン
ロード） 

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2-3-4 織屋建断面図 出典：『西陣の小規模織屋
建て住宅の住み方と住宅
改善』（平成8年） 

図2-3-5 西陣織の生産の様子 出典：『都名所図会』（安
永9年（1780））（京都府
立京都学・歴彩館デジタ

ルアーカイブよりダウン
ロード） 

図2-3-6 西陣織の製造・販売地の分布 参考：西陣織工業組合HP 

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 

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2-3-9 錦市場  

図2-3-10 東寺御影供 出典：『都林泉名勝図会』
（寛政11年（1799））（京
都府立京都学・歴彩館デ

ジタルアーカイブよりダ
ウンロード） 

図2-3-11 弘法さん  

図2-3-12 天神さん  

図2-3-13 上七軒 出典：『京都府下遊郭由
緒』（明治初期）／京都府
立京都学・歴彩館 所蔵 

図2-3-14 京の花街（上七軒）  

図2-3-15 京の花街 （祗園甲部）  

図2-3-16 京都の五花街  

図2-3-17 ものづくり・商い・もてなしのま

ち京都に見る歴史的風致（総括
図） 

 

図2-4-1 市内の主な雅楽会の活動場所  

図2-4-2 能・狂言の主な開催場所  

図2-4-3 顔相見 出典：『都林泉名勝図会』

（寛政11年(1799)）（京都
府立京都学・歴彩館デジ
タルアーカイブよりダウ

ンロード） 

図2-4-4 吉例顔見世興行（南座）  

図2-4-5 小川通  

図2-4-6 市内の主な茶道家元と月釜・茶会  

図2-4-7 市内の主な献花祭  

図2-4-8 寺町通・新門前通周辺の古美術商 参考：寺町美術通りHP，鴨

東古美術會HP 

図2-4-9 市内の主な京菓子舗（菓匠会，京
菓子協同組合加盟店） 

 

図2-4-10 京都の主な庭園（指定登録名勝）  

図2-4-11 文化・芸術のまち京都に見る歴史

的風致（総括図） 

 

図2-5-1 琵琶湖疏水  

図2-5-2 岡崎公園  

図2-5-3 円山公園  

図2-5-4 京都番組区画図（明治２年（1869）
正月晦日改正） 

京都市学校歴史博物館作
成地図に加筆 

図2-5-5 元明倫小学校・元立誠小学校周辺  

図2-5-6 京都大学周辺  

図2-5-7 三条大橋 出典：『都名所図会』（安
永9年（1780））（京都府
立京都学・歴彩館デジタ

ルアーカイブよりダウン
ロード） 

図2-5-8 三条通・烏丸通  

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2-6-1 主な旧街道の歴史的風致 参考：『「京都の文化的景
観」調査報告書』 

図2-6-2 鞍馬寺詣と鞍馬火祭（宿飾りを行
う家は毎年変更する） 

 

図2-6-3 貴船の祭と川床  

図2-6-4 大原の年中行事と山里の営み  

図2-6-5 八瀬の赦免地踊と八瀬かまぶろ  

図2-6-6 山科盆地の主な旧街道  

図2-6-7 山科本願寺跡周辺  

図2-6-8 山科祭  

図2-6-9 山科義士まつり  

図2-6-10 醍醐の五大力さんと花見行列  

図2-6-11 日野裸踊  
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図2-6-12 京の街道とその周辺に見る歴史
的風致（総括図） 

 

図2-7-1 京都の主な水系  

図2-7-2 高瀬川と保勝会の活動  

図2-7-3 四条河原夕涼其一 出典：『都林泉名勝図会』

（寛政11年(1799)）（京都
府立京都学・歴彩館デジ
タルアーカイブよりダウ

ンロード） 

図2-7-4 鴨川の納涼床  

図2-7-5 保津川下り  

図2-7-6 松尾大社祭礼 出典：『都名所図会』（（安

永9年（1780））（京都府
立京都学・歴彩館デジタ
ルアーカイブよりダウン

ロード） 

図2-7-7 松尾祭  

図2-7-8 三船祭  

図2-7-9 明治22年仮製地図 出典：伏見城跡埋蔵文化
財調査資料より 

図2-7-10 伏見・淀の水運都市  

図2-7-11 土地改良区の分布（結成50年以

上） 

参考：京都市水土里ネッ

トマップ 

図2-7-12 京の農業を支える水辺（洛西用

水） 

 

図2-7-13 京の農業を支える水辺（洛東用
水，東山用水） 

 

図2-7-14 京都の主な水系  

図2-7-15 京野菜の生産と加工  

図2-7-16 西山の大地の恵み 竹林出典：第6回・第7回自
然環境保全基礎調査（環

境省生物多様性センタ
ー） 

図2-7-17 瑞饋祭巡行ルート  

図2-7-18 稲荷御旅 （稲荷御旅所） 出典：『拾遺都名所図会』
（天明７年（1787）)（京

都府立京都学・歴彩館デ
ジタルアーカイブよりダ
ウンロード） 

図2-7-19 稲荷祭氏子域及び巡行ルート  

図2-7-20 北山の樵 出典：『拾遺都名所図会』

（天明７年（1787））（京
都府立京都学・歴彩館デ
ジタルアーカイブよりダ

ウンロード） 

図2-7-21 北山の林業 参考：京都市農林行政基
本計画（北山林業地域） 

図2-7-22 松上げ開催地域  

図2-7-23 京都の山  

図2-7-24 千年の都を育む水・土・緑に見る
歴史的風致（北部）（総括図） 

 

図2-7-25 千年の都を育む水・土・緑に見る
歴史的風致（南部）（総括図） 

 

図3-1 京都の主な伝統産業の従事者数 資料：経済産業省 工業統
計調査 

図3-2 京都の主な伝統産業の出荷額 資料：経済産業省 工業統

計調査 

図4-1-1 祈りと信仰のまち京都の歴史的

風致 

 

図4-1-2 暮らしに息づくハレとケのまち
京都の歴史的風致（ハレ） 

 

図4-1-3 暮らしに息づくハレとケのまち
京都の歴史的風致（ケ） 

 

図4-1-4 ものづくり・商い・もてなしのま
ち京都の歴史的風致 

 

図4-1-5 文化・芸術のまち京都の歴史的風
致 

 

図4-1-6 伝統と進取の気風の地の歴史的

風致 

 

図4-1-7 京の街道とその周辺の歴史的風

致 

 

図4-1-8 千年の都を育む水・土・緑の歴史
的風致（南部） 

 

図4-1-9 千年の都を育む水・土・緑の歴史
的風致（北部） 

 

図4-1-10 京都市における歴史的風致の分

布（南部） 

 

図4-1-11 京都市における歴史的風致の分

布（北部） 

 

図4-2-1 歴史的風致の範囲と重点区域の
範囲 

 

図4-2-2 重点区域の範囲  

図4-2-3 国指定・選定文化財の分布と重点

区域 

 

図4-2-4 用途地域と重点区域  

図4-2-5 高度地区指定（概要）図と重点区
域 

 

図4-2-6 景観計画区域（区域区分図）と重
点区域 

 

図4-2-7 美観地区，美観形成地区及び建造

物修景地区と重点区域 

 

図4-2-8 界わい景観整備地区，歴史的景観

保全修景地区と重点区域 

 

図4-2-9 眺望景観保全地域指定（概要）図
と重点区域 

 

図4-2-10 屋外広告物規制区域等指定（概
要）図と重点区域 

 

図4-2-11 重要伝統的建造物群保存地区,重
要文化的景観選定地と重点区域 

 

図4-2-12 農業振興地域整備計画図と重点
区域 

 

図4-2-13 京町家保全重点取組地区と重点

区域 

 

図4-2-14 優先的に防災まちづくりを進め

る地区と重点区域 
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３ 写真リスト 
番号 タイトル 出典等 

写真1-1 京都市中心市街地から北山・
東山を望む航空写真 

出典：京都の景観／京都市 

写真1-2 平安京模型 提供：京都市歴史資料館 

写真1-3 醍醐寺五重塔 提供：醍醐寺 

写真1-4 室町時代の四条通新町の町並
みの様子 

出典：京都の景観／京都
市 

写真1-5 大報恩寺（千本釈迦堂） 協力：大報恩寺 

写真1-6 慈照寺（銀閣寺）  提供：慈照寺 

写真1-7 現在のお土居 京都市（１期計画） 

写真1-8 本願寺飛雲閣 協力：西本願寺 

写真1-9 二条城 元離宮二条城事務所 

写真1-10 清水寺本堂 出典：京都の景観／京都

市，協力：清水寺 

写真1-11 教王護国寺五重塔 出典 京都の景観／京都市,
協力 教王護国寺 

写真1-12 旧日本銀行京都支店（現京都
文化博物館別館） 

京都市景観政策課 

写真1-13 旧二条駅舎 協力：西日本旅客鉄道株
式会社 

写真1-14 京都芸術センタ－（旧京都市
立明倫小学校） 

京都市景観政策課 

写真1-15 二条城二之丸御殿（国宝） 元離宮二条城事務所 

写真1-16 木造千手観音立像（蓮華王院
本堂安置）（国宝） 

提供：妙法院 

写真1-17 京舞（重要無形文化財） 出典：文化遺産オンライ
ンHP 

写真1-18 京都祇園祭の山鉾行事の様子
(重要無形民俗文化財) 

撮影：長谷智紀 

写真1-19 祇園祭山鉾（重要有形民俗文

化財） 

京都市景観政策課 

写真1-20 御土居（史跡） 京都市文化財保護課 

写真1-21 京都岡崎の文化的景観（重要
文化的景観） 

京都市文化財保護課 

写真1-22 京都市産寧坂（重要伝統的建
造物群保存地区） 

京都市景観政策課 

写真1-23 今宮神社幣殿・拝所・廻廊・本

殿（登録有形文化財） 

京都市景観政策課 

写真1-24 梅宮大社本殿 京都市景観政策課 

写真1-25 宝鏡寺本堂 京都市景観政策課 

写真1-26 長江家住宅 京都市景観政策課 

写真1-27 大文字送り火 京都市文化財保護課 

写真1-28 大原野神社の神相撲 京都市文化財保護課 

写真1-29 大聖寺庭園 京都市景観政策課 

写真1-30 紫明会館 京都市景観政策課 

写真1-31 奥田家 京都市景観政策課 

写真1-32 楽只苑 京都市（１期計画） 

写真1-33 先斗町歌舞練場 京都市景観政策課 

写真1-34 Ｓ邸 京都市まち再生・創造推

進室 

写真1-35 カトリック桂教会 京都市文化財保護課 

写真1-36 旧御所水道ポンプ室とれいわ
号 

京都市上下水道局 

写真1-37 法輪寺 多宝塔 京都市景観政策課 

写真1-38 旧京都府警察本部本館（文化
庁新庁舎） 

提供：京都府文化政策室 

写真1-39 国立京都国際会館 提供：国立京都国際会館 

写真1-40 四条大橋 京都市景観政策課 

写真1-41 京都の 伝統文化 （茶の湯／
献花祭） 

茶の湯／提供：加藤造園，
献花祭：京都市景観政策
課 

写真1-42 京都の伝統芸能（京都薪能／
市民狂言会） 

京都市（１期計画）／出
典：第214回市民狂言会 

写真1-43 京都の食文化 京都市（１期計画） 

写真1-44 京都の伝統産業（西陣織／京

焼・清水焼）  

京都市（１期計画） 

写真1-45-1 賀茂別雷神社（上賀茂神社）拝
殿 

出典：京都の景観／京都
市，協力：賀茂別雷神社 

写真1-45-2 今宮神社幣殿他 京都市景観政策課 

写真1-45-3 鹿苑寺（金閣寺）庭園 鹿苑寺 蔵 

写真1-45-4 やすらい花 京都市文化財保護課 

写真1-45-5 上賀茂 京都市景観政策課 

写真1-45-6 賀茂競馬 提供：賀茂別雷神社 

写真1-46-1 大報恩寺（千本釈迦堂）本堂 京都市景観政策課 

写真1-46-2 大聖寺本堂 京都市景観政策課 

写真1-46-3 表千家・不審菴 提供：表千家 

写真1-46-4 千本ゑんま堂大念仏狂言 提供：千本ゑんま堂大念
佛狂言保存会 

写真1-46-5 北野天満宮拝殿 京都市景観政策課 

写真1-46-6 京都御苑 京都市景観政策課 

写真1-47-1 賀茂御祖神社（下鴨神社）楼門 京都市景観政策課 

写真1-47-2 平安神宮大鳥居 京都市景観政策課 

写真1-47-3 南禅寺方丈庭園 提供：南禅寺 

写真1-47-4 久多の花笠踊 京都市文化財保護課 

写真1-47-5 京都岡崎の文化的景観 京都市文化財保護課 

写真1-47-6 大文字送り火 京都市文化財保護課 

写真1-48-1 二条城二之丸御殿 元離宮二条城事務所 

写真1-48-2 本能寺本堂 出典：文化遺産オンライ

ンHP 

写真1-48-3 神泉苑 提供：神泉苑 

写真1-48-4 壬生狂言 出典：文化遺産オンライ
ンHP 

写真1-48-5 武信稲荷神社のエノキ 京都市文化財保護課 

写真1-48-6 神泉苑狂言 提供：神泉苑 

写真1-49-1 八坂神社本段 京都市景観政策課 

写真1-49-2 祇園甲部歌舞練場玄関 京都市景観政策課 

写真1-49-3 智積院庭園 提供：智積院 

写真1-49-4 建仁寺四頭茶礼 京都市文化財保護 

写真1-49-5 産寧坂の町並み 出典：京都の景観／京都
市 

写真1-49-6 即成院二十五菩薩お練り供養

法会 

京都市文化財保護課 

写真1-50-1 勧修寺書院 京都市文化財保護課 

写真1-50-2 山科寺内町に建つ奥田邸 京都市景観政策課 

写真1-50-3 琵琶湖疏水 京都市景観政策課 

写真1-50-4 小山の山の神 京都市文化財保護課 

写真1-50-5 洛東迎賓館 提供：洛東迎賓館 

写真1-50-6 大石神社に集結する義士隊
（山科義士まつり） 

京都市景観政策課 

写真1-51-1 本願寺（西本願寺）阿弥陀堂 京都市景観政策課 

写真1-51-2 京都市学校歴史博物館玄関 出典：文化遺産オンライ
ンHP 

写真1-51-3 東本願寺渉成園 京都市景観政策課 

写真1-51-4 槌屋町の祇園御火焚祭 京都市文化財保護課 

写真1-51-5 本願寺（西本願寺）のイチョウ 京都市文化財保護課 

写真1-51-6 市比賣神社ひいなまつり 提供：市比賣神社 

写真1-52-1 教王護国寺 （東寺）五重塔 京都市景観政策課 

写真1-52-2 六孫王神社 京都市景観政策課 

写真1-52-3 西寺跡 出典：文化遺産オンライ
ンHP 

写真1-52-4 京都の六斎念仏（吉祥院天満
宮） 

提供：吉祥院六斎保存会 

写真1-52-5 弘法さんの市 京都市景観政策課 

写真1-52-6 浄禅寺鳥羽地蔵 撮影：H.H  

写真1-53-1 仁和寺御影堂 提供：仁和寺 

写真1-53-2 大覚寺心経殿 提供：大覚寺 

写真1-53-3 龍安寺方丈庭園 京都市景観政策課 

写真1-53-4 嵯峨大念仏狂言 出典：文化遺産オンライ
ンHP 

写真1-53-5 嵯峨鳥居本 京都市景観政策課 

写真1-53-6 西院春日神社の剣鉾差し 京都市文化財保護課 

写真1-54-1 松尾大社本殿 京都市景観政策課 

写真1-54-2 山口家住宅主屋 出典：文化遺産オンライン

HP 

写真1-54-3 西芳寺庭園 京都市景観政策課 

写真1-54-4 大原野神社の神相撲 京都市文化財保護課 

写真1-54-5 五社神社 京都市文化財保護課 

写真1-54-6 桂離宮 京都市景観政策課 

写真1-55-1 法界寺阿弥陀堂 京都市文化財保護課 

写真1-55-2 近鉄澱川橋梁 出典：文化遺産オンライ
ンHP 

写真1-55-3 醍醐寺三宝院庭園 提供：醍醐寺 

写真1-55-4 御香宮祭礼獅  々 京都市文化財保護課 
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写真1-55-5 藤森神社 京都市文化財保護課 

写真1-55-6 城南宮 城南宮HP 

写真2-1-1 吉祥院天満宮 京都市景観政策課 

写真2-1-2 引接寺（千本ゑんま堂） 撮影：H.H 

写真2-1-3 壬生狂言 出典：文化遺産オンライ
ンHP 

写真2-1-4 吉祥院六斎 提供：吉祥院六斎保存会 

写真2-1-5 千本六斎会の勧善廻り 提供：千本六斎会 

写真2-1-6 壬生狂言 京都市文化財保護課 

写真2-1-7 六堂珍皇寺本堂 京都市景観政策課 

写真2-1-8 六道まいり 提供：六道珍皇寺 

写真2-1-9 矢田寺（昭和２年（1927）頃撮
影） 

提供：矢田寺 

写真2-1-10 矢田寺送り鐘 提供：矢田寺 

写真2-1-11 今熊野観音寺 京都市景観政策課 

写真2-1-12 菅大臣神社  京都市景観政策課 

写真2-1-13 水火天満宮 京都市景観政策課 

写真2-1-14 山科地蔵堂（徳林庵）と六地蔵
巡り 

京都市景観政策課 

写真2-1-15 六地蔵巡りの札(お幡) 京都市景観政策課 

写真2-1-16 愛宕神社 撮影：松田彰（京都市文化
財保存活用・施設整備ア

ドバイザー） 

写真2-1-17 平野屋 撮影：松田彰 

写真2-1-18 京都市嵯峨鳥居本町並み保存
館 

撮影：松田彰 

写真2-1-19 千日詣 京都市文化財保護課 

写真2-1-20 火除け札 京都市文化財保護課 

写真2-1-21 西本願寺阿弥陀堂 京都市景観政策課 

写真2-1-22 東本願寺御影堂 京都市景観政策課 

写真2-1-23 八木仏具店 京都市景観政策課 

写真2-1-24 となみ詰所 京都市景観政策課 

写真2-1-25 報恩講の様子 京都市景観政策課 

写真2-1-26 本願寺門前の町並み 京都市景観政策課 

写真2-1-27 八坂塔 京都市（１期計画） 

写真2-1-28 清水寺 京都市景観政策課 

写真2-1-29 七味家本舗 京都市景観政策課 

写真2-1-30 産寧坂の町並み 出典：京都の景観／京都
市 

写真2-2-1 伏見稲荷大社 拝殿 京都市景観政策課 

写真2-2-2 稲荷山山頂まで続く鳥居 京都市景観政策課 

写真2-2-3 伏見稲荷初詣 撮影：松田彰 

写真2-2-4 恵美須神社 京都市景観政策課 

写真2-2-5 十日ゑびす（福笹授与） 京都市景観政策課 

写真2-2-6 吉田神社斎場所太元宮 京都市景観政策課 

写真2-2-7 吉田神社節分祭追儺式 撮影：松田彰 

写真2-2-8 今宮神社 本殿 京都市景観政策課 

写真2-2-9 今宮神社東側門前のあぶり餅
屋 

京都市景観政策課 

写真2-2-10 今宮やすらい祭 京都市文化財保護課 

写真2-2-11 今宮やすらい祭（今宮神社境

内） 

京都市文化財保護課 

写真2-2-12 賀茂別雷神社（上賀茂神社） 京都市景観政策課 

写真2-2-13 社家町の町並み 出典：京都の景観／京都
市 

写真2-2-14 賀茂御祖神社（下鴨神社） 京都市景観政策課 

写真2-2-15 路頭の儀 京都市（１期計画） 

写真2-2-16 御霊神社 京都市景観政策課 

写真2-2-17 下御霊神社 京都市景観政策課 

写真2-2-18 若山邸の前を練り歩く上御霊

祭蓬莱鉾 

撮影：菊地祥夫 

写真2-2-19 八坂神社 本殿 京都市景観政策課 

写真2-2-20 小結棚町会所 京都市景観政策課 

写真2-2-21 大船鉾町会所 京都市景観政策課 

写真2-2-22 京都市役所本庁舎 京都市庁舎管理課 

写真2-2-23 新町通りを通る月鉾 出典：『京町家の再生』 

写真2-2-24 山鉾の組み立て 撮影：松田彰 

写真2-2-25 会所飾り（八幡山町会所） 出典：『京町家の再生』 

写真2-2-26 屏風祭 出典：『京町家の再生』 

写真2-2-27 山鉾巡行 撮影：松田彰 

写真2-2-28 町会所へ戻る大船鉾 京都市景観政策課 

写真2-2-29 浄土院 京都市景観政策課 

写真2-2-30 涌泉寺 提供：涌泉寺 

写真2-2-31 西方寺 京都市景観政策課 

写真2-2-32 松ケ崎題目踊 京都市文化財保護課 

写真2-2-33 西方寺六斎念仏 提供：西方寺六斎念仏保
存会 

写真2-2-34 玄関に吊るされた消し炭 京都市景観政策課 

写真2-2-35 吉田山旧谷川住宅群からの大

文字の眺め 

京都市景観政策課 

写真2-2-36 千本釈迦堂本堂 京都市景観政策課 

写真2-2-37 林邸と地蔵祠 京都市景観政策課 

写真2-2-38 山科の地蔵 京都市景観政策課 

写真2-2-39 地蔵盆（西陣） 出典：『京町家の再生』 

写真2-2-40 溝前町の地蔵盆（千本釈迦堂

内） 

撮影：M.H  

写真2-2-41 令和２年山科の地蔵盆 提供：西念寺 

写真2-2-42 平安神宮大極殿 京都市景観政策課 

写真2-2-43 時代祭風俗行列 豊公参朝列 撮影：松田彰 

写真2-2-44 朱雀学区から歩いて御所へ 提供：第八講社 

写真2-2-45 時代祭風俗行列 楠公上洛列
（京都御所） 

京都市景観政策課 

写真2-2-46 了徳寺 京都市景観政策課 

写真2-2-47 大根焚きの様子 京都市景観政策課 

写真2-2-48 大根焚きの様子 提供：了徳寺 

写真2-2-49 おけらまいり 撮影：岡本容行 

写真2-2-50 杉本家住宅 京都市景観政策課 

写真2-2-51 普段のしつらえ、夏のしつら

え（杉本家住宅） 

提供：杉本家住宅 

写真2-2-52 杉本家の打ち水 京都市景観政策課 

写真2-2-53 正月飾り 出典：『京町家の再生』 

写真2-2-54 吉田家住宅 京都市景観政策課 

写真2-2-55 ばったり床几 出典：『京町家の再生』 

写真2-2-56 格子を通した町とのかかわり 撮影：水野 克比古 

写真2-2-57 通り庭 出典：『京町家の再生』 

写真2-2-58 京町家の続く町並み 出典：京都の景観／京都市 

写真2-2-59 膏薬辻子 京都市景観政策課 

写真2-2-60 あじき路地 京都市文化財保護課 

写真2-2-61 町儀定 『福長町文書』所収 

写真2-2-62 膏薬辻子と町式目（新釜座ル

－ル）の張り紙 

京都市景観政策課 

写真2-2-63 あじき路地の大家と住人 撮影：松村シナ 

写真2-2-64 船岡温泉 京都市景観政策課 

写真2-2-65 長者湯 京都市景観政策課 

写真2-2-66 市民の社交の場となっている
船岡温泉脱衣場 

提供：船岡温泉 

写真2-2-67 清水邸 京都市景観政策課 

写真2-2-68 木遣音頭 京都市文化財保護課 

写真2-3-1 小川文斎家住宅主屋 京都市景観政策課 

写真2-3-2 若宮八幡宮 京都市文化財保護課 

写真2-3-3 雲楽窯 工房 京都市景観政策課 

写真2-3-4 五条坂陶器まつり大器市 提供:五条坂陶器祭運営
協議会 

写真2-3-5 清水焼の郷まつり 京都市景観政策課 

写真2-3-6 洛陽織物 京都市景観政策課 

写真2-3-7 佐々木能衣装 京都市景観政策課 

写真2-3-8 今宮神社 織姫社 京都市景観政策課 

写真2-3-9 手織りの様子（佐々木能衣装） 京都市景観政策課 

写真2-3-10 今宮祭の剣鉾 京都市文化財保護課（剣

鉾の祭調査報告書） 

写真2-3-11 丸染工 京都市景観政策課 

写真2-3-12 京友禅の型置きの様子 京都市（１期計画） 

写真2-3-13 宵山時の誉勘商店 提供：誉勘商店 

写真2-3-14 誉田屋源兵衛と上り鯉の飾り 京都市景観政策課 

写真2-3-15 畑野軒老舗 京都市景観政策課 

写真2-3-16 陶工房 京都市景観政策課 

写真2-3-17 錦市場 京都市景観政策課 

写真2-3-18 東寺五重塔 京都市景観政策課 

写真2-3-19 郷土玩具平田 京都市景観政策課 

写真2-3-20 弘法さんで賑わう東寺金堂前 京都市景観政策課 

写真2-3-21 北野天満宮 京都市景観政策課 

写真2-3-22 粟餅所・澤屋 京都市景観政策課 

写真2-3-23 天神さん 京都市（１期計画） 
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写真2-3-24 上七軒歌舞練場 京都市景観政策課 

写真2-3-25 西方尼寺 京都市景観政策課 

写真2-3-26 上七軒の町並み 京都市景観政策課 

写真2-3-27 祇園甲部歌舞練場 京都市景観政策課 

写真2-3-28 片山邸 京都市景観政策課 

写真2-3-29 都をどりの時期の茶屋 提供：祇園甲部組合 

写真2-3-30 花街での暮らし 京都市（１期計画） 

写真2-4-1 藤森神社本殿 京都市景観政策課 

写真2-4-2 奉納演奏（藤森神社拝殿） 京都市伏見区役所深草支
所地域力推進室 

写真2-4-3 東遊（八坂神社） 提供：八坂神社 

写真2-4-4 本願寺能舞台 提供：西本願寺 

写真2-4-5 大江能楽堂 提供：大江能楽堂 

写真2-4-6 大江能楽能堂舞台 提供：大江能楽堂 

写真2-4-7 京都薪能 京都市（１期計画） 

写真2-4-8 市民狂言会 出典：第214回市民狂言会 

写真2-4-9 南座外観 提供：南座 

写真2-4-10 南座まねき看板（令和元年の
顔見世より） 

京都市景観政策課 

写真2-4-11 表千家祖堂 提供：表千家  

写真2-4-12 裏千家住宅 提供：裏千家  

写真2-4-13 聚光院本堂 提供：大徳寺聚光院 

写真2-4-14 二条城清流園 元離宮二条城事務所 

写真2-4-15 小川通の町並み 京都市市長公室 

写真2-4-16 市民大茶会 元離宮二条城事務所 

写真2-4-17 市民大茶会に向かう人  々 京都市景観政策課 

写真2-4-18 頂法寺本堂 京都市景観政策課 

写真2-4-19 六角堂花供養 提供：池坊総務所 

写真2-4-20 伏見稲荷大社 献花祭 京都市景観政策課 

写真2-4-21 佐々木竹苞書楼 京都市景観政策課 

写真2-4-22 八木美術店 京都市景観政策課 

写真2-4-23 寺町通の町並み 京都市文化財保護課 

写真2-4-24 新門前通の町並み 京都市景観政策課 

写真2-4-25 塩芳軒 京都市景観政策課 

写真2-4-26 菓祖神社 京都市景観政策課 

写真2-4-27 菓子店の貼り紙 京都市景観政策課 

写真2-4-28 菓子職人の知恵と技 京都市文化財保護 

写真2-4-29 二条城二之丸庭園 元離宮二条城事務所 

写真2-4-30 無鄰菴庭園 提供：加藤造園 

写真2-4-31 庭園の手入れ（二条城） 元離宮二条城事務所 

写真2-5-1 琵琶湖疏水 出典：京都の景観／京都

市 

写真2-5-2 南禅寺水路閣 京都市（１期計画） 

写真2-5-3 母子地蔵 京都市景観政策課 

写真2-5-4 哲学の道 京都市景観政策課 

写真2-5-5 母子地蔵と子供たち 出典：安朱小学校創立記
念誌 

写真2-5-6 山科区安朱橋付近の琵琶湖疏

水 

京都市景観政策課 

写真2-5-7 岡崎公園 京都市景観政策課 

写真2-5-8 ロ－ムシアタ－京都（京都会
館） 

京都市景観政策課 

写真2-5-9 岡崎公園周辺の賑わい（時代
祭当日） 

撮影：松田彰 

写真2-5-10 岡崎地域全景 京都市総合企画局プロジ

ェクト推進室 

写真2-5-11 円山公園 出典：円山公園HP 

写真2-5-12 円山公園音楽堂 出典：円山公園音楽堂HP 

写真2-5-13 円山公園之桜 出典：『都名所写真帖』（明

治36年法蔵館）） 

写真2-5-14 元明倫小学校 京都市景観政策課 

写真2-5-15 元立誠小学校 提供：ヒューリック株式
会社 

写真2-5-16 明倫小学校での区民運動会

（昭和22年（1947）） 

所蔵：学校歴史博物館 

写真2-5-17 元立誠小学校で開催される高

瀬川夏祭り 

撮影：西村良子 

写真2-5-18 京都大学本部構内正門（旧第
三高等中学校正門） 

提供：京都大学 

写真2-5-19 進々堂京大北門前 京都市景観政策課 

写真2-5-20 学生祭典 京都市大学政策担当 

写真2-5-21 京都文化博物館 京都市景観政策課 

写真2-5-22 中京郵便局 京都市景観政策課 

写真2-5-23 三条通 京都市景観政策課 

写真2-5-24 三条通の祇園祭後祭の様子
（昭和35年(1960)） 

所蔵：佛教大学宗教文化
ミュージアム 

写真2-5-25 三条通の祇園祭還幸祭神輿渡

御 

提供：京の三条まちづく

り協議会 

写真2-5-26 新風館 京都市景観政策課 

写真2-5-27 烏丸通絵葉書 (明治 45年
（1912）) 

出典：『絵葉書で見る京都 
明治・大正・昭和初期』（平
成24年光村推古書院） 

写真2-5-28 祇園祭宵山時の烏丸通 八幡山HPより 

写真2-6-1 鞍馬寺仁王門 京都市景観政策課 

写真2-6-2 由岐神社拝殿 京都市景観政策課 

写真2-6-3 剣鉾を出す家 京都市景観政策課 

写真2-6-4 鞍馬火祭（御放所） 京都市景観政策課 

写真2-6-5 火祭当日の鞍馬の町並み 京都市景観政策課 

写真2-6-6 貴船神社奥宮 提供：貴船神社 

写真2-6-7 料理旅館ふじや 提供：料理旅館ふじや 

写真2-6-8 貴船祭 提供：貴船神社 

写真2-6-9 貴船の（昭和45年（1970）以前） 提供：料理旅館ふじや 

写真2-6-10 貴船の川床 提供：料理旅館ふじや 

写真2—6-11 往生極楽院阿弥陀堂 京都市景観政策課 

写真2—6-12 浄楽堂 京都市景観政策課 

写真2—6-13 江文神社 京都市景観政策課 

写真2—6-14 大原茶屋（田中家住宅） 京都市景観政策課 

写真2—6-15 しそ畑 出典：源氏物語フォトCD 

写真2—6-16 おこない・お弓 京都市文化財保護課 

写真2—6-17 大原八朔踊 京都市文化財保護課 

写真2—6-18 大原の町並み 京都市（１期計画） 

写真2—6-19 秋元神社 京都市文化財保護課 

写真2—6-20 山ばな平八茶屋 京都市景観政策課 

写真2—6-21 八瀬赦免地踊 京都市文化財保護課 

写真2—6-22 八瀬かまぶろ 京都市文化財保護課 

写真2—6-23 八瀬の町並み 京都市（１期計画） 

写真2—6-24 奥田家住宅を囲う山科本願寺
土塁 

京都市景観政策課 

写真2—6-25 本願寺山科別院（西御坊） 京都市景観政策課 

写真2—6-26 花まつり白象巡行 京都市景観政策課 

写真2—6-27 三之宮神社本殿 京都市景観政策課 

写真2—6-28 山科神社本殿 京都市景観政策課 

写真2—6-29 三之宮神社と六所神社の神輿
担ぎあい 

京都市景観政策課 

写真2—6-30 岩屋寺本堂 京都市景観政策課 

写真2—6-31 大石神社拝殿 京都市景観政策課 

写真2—6-32 義士行列（忠臣蔵四十七士の
行列）（昭和31年） 

出典：『京都写真館 なつ
かしの昭和20～40年代』
（平成22年淡交社） 

写真2—6-33 毘沙門堂を出発する義士隊 フォトコンクール入賞作
品 

写真2—6-34 はねず踊り 提供：隨心院 

写真2—6-35 隨心院 京都市景観政策課 

写真2—6-36 醍醐寺金堂 京都市景観政策課 

写真2—6-37 下村家住宅 京都市景観政策課 

写真2—6-38 醍醐寺五代力尊仁王会 京都市景観政策課 

写真2—6-39 法界寺阿弥陀堂 京都市文化財保護課 

写真2—6-40 法界寺裸踊の様子(大人の部) 京都市文化財保護課 

写真2-7-1 高瀬川一之船入 京都市文化財保護課 

写真2-7-2 高瀬川一斉清掃の様子 京都市中京区役所地域力
推進室 

写真2-7-3 三条大橋 京都市景観政策課 

写真2-7-4 鳥彌三 京都市景観政策課 

写真2-7-5 鴨川の納涼床 京都市景観政策課 

写真2-7-6 渡月橋 京都市景観政策課 

写真2-7-7 保津川下り（昭和30年） 出典：『昭和の京都 回想 

昭和20〜40年代』（平成22
年光村推古書院）／撮影：
浅野喜市 

写真2-7-8 嵐山もみじ祭（昭和27年） 出典：『京都市今昔写真
集』（平成20年樹林舎） 

写真2-7-9 嵐山もみじ祭 京都市景観政策課 

写真2-7-10 渡月橋北西岸部の町並み 京都市景観政策課 

写真2-7-11 中之島 京都市景観政策課 
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写真2-7-12 松尾大社境内 京都市景観政策課 

写真2-7-13 西寺跡 撮影：H.H 

写真2-7-14 車折神社 拝殿 京都市景観政策課 

写真2-7-15 行列の様子 提供：車折神社 

写真2-7-16 船遊び 提供：車折神社 

写真2-7-17 黄桜酒造 京都市景観政策課 

写真2-7-18 月桂冠大倉記念館 京都市景観政策課 

写真2-7-19 伏見の酒造用具 月桂冠所蔵 

写真2-7-20 伏見城石垣 京都市文化財保護課 

写真2-7-21 御香宮神社 京都市景観政策課 

写真2-7-22 酒造の様子 協力：黄桜・東山酒造 

写真2-7-23 酒蔵の続く町並み 京都市景観政策課 

写真2-7-24 御香宮の御神水 京都市景観政策課 

写真2-7-25 御香宮祭礼獅  々 京都市文化財保護課 

写真2-7-26 運河沿いの酒蔵群 京都市景観政策課 

写真2-7-27 与杼（與杼）神社 拝殿 京都市景観政策課 

写真2-7-28 淀祭 提供：與杼杼神社 

写真2-7-29 一ノ井堰（洛西用水） 京都市景観政策課 

写真2-7-30 広沢池 京都市文化財保護課 

写真2-7-31 大沢池 提供：旧嵯峨御所大本山
大覚寺 

写真2-7-32 松尾大社御田祭 京都市文化財保護課 

写真2-7-33 大沢池周辺の農村風景 京都市景観政策課 

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 

写真2-7-35 洛東用水 京都市景観政策課 

写真2-7-36 東山用水 京都市東部農業振興セン

ター 

写真2-7-37 花山稲荷神社火焚祭 提供：花山稲荷神社 

写真2-7-38 谷寛（谷家住宅） 京都市景観政策課 

写真2-7-39 すぐきを漬ける（昭和30年代） 出典：『京都写真館 なつ
かしの昭和20年～40年

代』（平成22年淡交社）／
撮影：浅野喜市 

写真2-7-40 明神川の流れ 京都市景観政策課 

写真2-7-41 うお嘉 提供：うお嘉 

写真2-7-42 大原野神社 京都市文化財保護課 

写真2-7-43 大原野神社の神相撲 京都市市文化財保護課 

写真2-7-44 北野天満宮御旅所 京都市景観政策課 

写真2-7-45 ずいき祭の瑞饋神輿 京都市文化財保護課 

写真2-7-46 伏見稲荷大社御旅所 撮影：櫻井香奈 

写真2-7-47 長谷川家住宅主屋 提供：長谷川家 

写真2-7-48 稲荷祭 撮影：櫻井香奈 

写真2-7-49 森久商店倉庫 京都市文化財保護課 

写真2-7-50 北山杉 京都市（１期計画） 

写真2-7-51 北山杉の磨き 提供：京都北山丸太生産
協同組合 

写真2-7-52 乾燥小屋の眺め 京都市（１期計画） 

写真2-7-53 志古淵神社 京都市文化財保護課 

写真2-7-54 久多宮の町松上げ 京都市文化財保護課 

写真2-7-55 久多の茅葺民家 提供：久多里山協会 

写真3-1 景観を阻害する電柱類 京都市（１期計画） 

写真3-2 シイノキが開花し，まだらに

見える大文字 

京都市（１期計画） 

写真4-1-1 千本六斎会の勧善廻り 提供：千本六斎会 

写真4-1-2 町会所へ戻る大船鉾 京都市景観政策課 

写真4-1-3 あじき路地の大家と住人 撮影：松村シナ 

写真4-1-4 西陣織作業の様子 （佐々木能
衣装) 

京都市景観政策課 

写真4-1-5 奉納演奏（藤森神社）  京都市伏見区役所深草支
所地域力推進室 

写真4-1-6 山科区安朱橋付近の琵琶湖疏

水 

京都市景観政策課 

写真4-1-7 鞍馬火祭（御旅所） 京都市景観政策課 

写真4-1-8 鴨川の納涼床 京都市景観政策課 

写真4-1-9 久多宮の町松上げ 京都市文化財保護課 

 


