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１．調査の概要
(1) 目的
京都市伏見区と宇治市は世界遺産を含む豊富な観光資源に恵まれ、鉄道アクセス性も良く、観
光ポテンシャルの高い地域であるが、大観光都市「京都」の周縁に埋もれ、独立した滞在観光地
としての機能を出し切れていないのが現状である。しかし、両地域で個別に進められている取組
を相互連携し、圏域としてのテーマ性の高い観光振興を図ることができれば、相乗効果を生みだ
し地域の集客力を大きく高めることが可能であると考えられる。
このような背景を踏まえ、本調査は、伏見・宇治を中心とする観光圏の形成をめざした検討を
進める上で必要となる基礎情報を整理し、検討課題を明らかにすることを目的とする。

(2) 調査の視点
以下の視点での地域観光魅力創出の可能性と課題をさぐる。
○京都・奈良観光を補完するのではなく、独自の個性ある魅力的観光地を創出する
○宇治－伏見の連携を軸に、周辺地域とのネットワークで観光地を形成する
○地域内での宿泊観光の成立をめざす

(3) 対象地域
調査の対象地域は、宇治・旧伏見とその周辺地域に焦点を絞って具体的な調査を行う（宇治・
伏見周辺地域）
。
※宇治・伏見周辺地域：宇治市、京都市伏見区、宇治田原町、城陽市、久御山町

なお、立地環境やより広域での連携を検討するために、宇治及び旧伏見を中心とする京都府下
の京都市以南地域について補足的に調査を行う（南部地域）
。
※南部地域：京都市より以南の京都府域（京都市伏見区を含む）

(4) 調査内容
上記の視点にたって、以下の調査を行う。
① 基礎情報の収集・整理
対象地域の観光の現状を理解するために必要な、入り込み観光客、観光資源、関連施設、交通
基盤、観光プログラム、観光関係主体等に関するデータを既存資料に基づき収集・整理。
② 地域観光ポテンシャルの検討
基礎情報を分析し、観光対象資源の魅力、周遊・体験メニュー、宿泊・飲食機能、交通アクセ
ス性等の観点から地域の優位性と問題点を明らかにする。
③ 地域観光圏検討に向けた課題の抽出
現状分析結果を踏まえ、あるべき地域観光圏の姿を検討するための課題を抽出する。課題検討
の方向は、誘客ターゲット、広域的共通テーマ、回遊・滞在プログラム、観光客受け入れサービ
ス等を想定。
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２．観光に関わる地域の現状
■南部地域
(1) 観光客入込状況
南部地域の観光局入りこみ状況（平成 18 年度、京都府観光入込客調査報告書）は以下のとお
りである。なお伏見区については共通の統計資料が無いため、南部地域の合計数値に含まない。
① 入込数
・年間観光入込客数は約 1200 万人である（伏見区を除く）。
・市町別では宇治市が 450 万人と際だって多く、八幡市（205 万人）、長岡京市（113 万人）が
百万人を越える。
・旧伏見の主要施設の入り込み数合計は 82 万人であり、また、京都市来訪客の 3.0％が訪問
する（京都市観光調査年報、平成 18 年）伏見稲荷大社や醍醐寺を有するため、伏見区の入
り込み数はかなり多いものと考えられる。
・これら京都市に近接する宇治、伏見、八幡、長岡京が観光集客の核となっている。
・一方、宇治田原町、和束町、久御山町は 10 万人以下であり、また井手町、旧山城町は 10 万
人台であり、南部地域の南部や山間部への来訪者は少ない。

■観光入込客数（平成 18 年）

資料：京都府商工部観光・コンベンション室(2007)「平成 18 年(2006 年)京都府観光入込客調査報告書」
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■伏見の主要施設年間入りこみ数（千人）
合 計

三十石船

十石舟

伏見夢百衆

月の蔵人

黄桜カッパ
カントリー

鳥せい本店

寺田屋

月桂冠
大倉記念館

御香宮

H2 年

120

55

45

100

-

-

-

-

-

320

H18 年

300

108

80

175

61

24

30

35

3

816

（注）
「－」は開業前のため入り込み無し

資料：伏見観光協会

② 宿泊・日帰り別
・宿泊・日帰り別入込客数は、南部地域全体では 97％が日帰りであり、宿泊は 39 万人、3％
に過ぎない。
・宿泊客の割合が高いのが、南山城村（19％）、京田辺市（12％）であり、笠置町、宇治田原
町、和束町も相対的に高く、入り込み客の少ない地域南部での宿泊が多い。
・一方、向日市、久御山町、旧木津町は宿泊が無く、入り込み客数の多かった八幡市、長岡京
市とも１％と低くなっている。宇治市も 3％と低水準である。

■日帰・宿泊別観光入込客数（平成 18 年）

資料：京都府商工部観光・コンベンション室(2007)「平成 18 年(2006 年)京都府観光入込客調査報告書」
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③ 目的別
・目的別の入込数を市町村別の１位についてみると、スポーツ・レクリエーション系と歴史・
文化系に二分される。
・スポーツ・レクリエーション系は、城陽市、京田辺市、旧山城町、旧木津町、和束町、笠置
町、南山城村。
・歴史・文化系は、宇治市、八幡市、宇治田原町、旧加茂町、向日市、長岡京市、大山崎町。
・この他少ないながら産業観光系（久御山町、精華町）
、行・祭事系（井手町）もみられる。

■目的別観光入込客数（平成 18 年）

資料：京都府商工部観光・コンベンション室(2007)「平成 18 年(2006 年)京都府観光入込客調査報告書」
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④ 季節別
・特定月の入り込み客数が際だって多い地域は以下の通りである。
▸春 ４月（井手町）
、５月（笠置町）
▸夏 ７月（木津町）
▸秋

10 月（加茂町）

▸冬 １月（向日市、八幡市）
、12 月（城陽市）
・その他の地域は、小さな変動はあるものの、概ね四季の入込がバランスしているといえる。

■季節別観光入込客数（平成 18 年）

資料：京都府商工部観光・コンベンション室(2007)「平成 18 年(2006 年)京都府観光入込客調査報告書」
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⑤ 居住地別（府内・府外別）
・来訪者居住地の京都府内・府外別比率を６割という指標からみると、府内主体の市町村が多
くなっている。
・総入込観光客数が上位の宇治市、八幡市、長岡京市では、府内外からの来訪客数がバランス
している。
▸府内主体（府内 60％以上）
：向日市、城陽市、京田辺市、井手町、宇治田原町、山城町、
和束町
▸府外主体（府外 60％以上）
：大山崎町、笠置町、精華町、南山城村
▸府内外バランス（上記以外）
：宇治市、長岡京市、久御山町、八幡市、木津町

■居住地別（府内・府外別）観光来訪客数（平成 18 年）

資料：京都府商工部観光・コンベンション室(2007)「平成 18 年(2006 年)京都府観光入込客調査報告書」
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⑥ 観光消費額
・観光消費額は、南部地域全体で約 157 億円である。
・市町村別では、宇治市が 67.3 億円で群を抜いて高く、これに南山城村（26.7 億円）、城陽
市（15.9 億円）などが続く。
・一方、久御山町をはじめ、向日市、宇治田原町、山城町、和束町、井手町では 1 億円以下と
なっている。
・来訪客一人あたりは 1,304 円であり、京都府平均（京都市以外）の 1,914 円を大きく下回っ
ている。

■観光消費額（平成 18 年）

資料：京都府商工部観光・コンベンション室(2007)「平成 18 年(2006 年)京都府観光入込客調査報告書」
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(2) 観光地の特性
① 主要観光地
・京都府内（京都市を除く）の観光地入込客数ランキング上位 20 位に、２位の石清水八幡宮
以下対象地域内の９観光地が入っている。社寺等歴史文化系と公園等スポーツ・レクリエー
ション系に二分されており、宇治市に所在するものが大半である。
・この他に、伏見では伏見稲荷大社(1452 千人：4839 万人×訪問率 3.0％/H18)、また醍醐寺
等が上位に加わると思われる。
■対象地域の観光入込客数上位資源（平成 18 年度）
順位
2
3
4
7
11
13
15
18
20

観光資源名
石清水八幡宮
山城総合運動公園「太陽が丘」
平等院
府立宇治公園
宇治神社
私のしごと館
ウェルサンピア京都（厚生年金休暇センター）
けいはんな記念公園
三室戸寺

所在市町村
八幡市
宇治市
宇治市
宇治市
宇治市
精華町
京田辺市
精華町
宇治市

入込数（千人）
1,400
1,088
845
538
365
340
287
281
224

資料：京都府商工部観光・コンベンション室(2007)「平成 18 年(2006 年)京都府観光入込客調査報告書」

② 地域別の特性
・観光対象として南部地域の各市町村を概観すると、その特性は次図の通りである。
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向日市
・かつて日本の都が置かれたまち
・長岡京ゆかりの史跡が残るまち
・タケノコの産地

宇治・伏見周辺地域

長岡京市
・かつて日本の都が置かれたまち
・古墳群、神社仏閣が点在するまち
・豊かな自然とハイテク技術が共存
・タケノコの産地

伏見区
・かつて水運の拠点として繁栄
・良質な地下水と酒どころのまち
・名水、霊水としての由緒ある水のまち
・近代建築、国宝社寺のまち
・名園、天皇陵、淀城跡も名高い

桂川

大山崎町
・かつて平安京の西の玄関口
・「天正山崎合戦」の地
・天王山は野鳥の宝庫

宇治市
宇治川

・三川の合流は奇勝として人気
・タケノコの産地

久御山町

・源氏物語、源平合戦のまち
・世界遺産のある歴史と文化のまち
・高級茶、普茶料理が名高い
・四季の自然豊かなまち

・巨掠池と野鳥のまち
・国重文等の社寺と仏像のまち
・ものづくりの見学・体験の新スポット
・淀ダイコン、淀苗、観葉植物が特産

宇治田原町
城陽市
八幡市
・日本三大八幡宮と社寺史跡のまち
・松花堂昭乗ゆかりのまち
・背割堤と山々の絶景のまち
・日本一の木橋と河畔の生活を伝える
・観光果樹園と和菓子屋のまち

木津川

・歴史的建築物と古墳のまち
・金銀糸の日本有数の生産地
・京都府一の梅生産と寺田イモのまち
・京都自然 200 選・滝のまち

・宇治茶生産と古老柿のまち
・由緒ある禅定寺のまち
・初冬の風物詩のあるまち
・隠れた紅葉の名所
・近江源氏佐々木ゆかりの梅林

井手町

京田辺市
・宇治茶のまち
・玉露が特産
・国宝寺院、国重文農家のまち
・史跡古墳のまち
・一休宗純ゆかりのまち
・ハイキングに格好、大住モモ林

・橘諸兄、小野小町、後醍醐天皇
にまつわる旧跡のまち
・日本六玉川と山吹の名所
・多くの詩歌に登場した景勝の地
・フルーツとゲンジボタルの里
・京都の自然 200 選、京都百景のまち

和束町
・府内最大の茶所
・煎茶が有名
・最澄、空海ゆかりの寺院

旧山城町

精華町

笠置町
・山城古道の古寺が残るまち
・関西文化学術研究都市
・歴史深く貴重な出土品が多 ・歴史ある笠置寺と後醍醐天皇の
として発展
数
行在所跡で名高い
・重要文化財と京都の自然
・夢げん峡の渓谷美が圧巻
200 選のまち
・「心中宵庚申」ゆかりのまち
南山城村
旧加茂町
旧木津町

・かつて恭仁京が置かれたまち
・万葉集にもしばしば登場
・多くの文化財と石像美術のまち

・広大な開拓地と渓谷の地
・古の男女の恋にまつわる
スポットのまち
・全国の建物約 2000 棟、
土木遺産のまち

・国重文の社寺仏閣のあるまち
・和泉式部ゆかりのまち

■南部地域の観光魅力特性
資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ
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■宇治・伏見周辺地域
(1) 観光資源の分布
① 社寺
・寺社仏閣は、宇治、伏見桃山、醍醐、稲荷の各地区への集積が顕著であり、それぞれに平等
院、御香宮、醍醐寺、伏見稲荷大社といった全国に知られた社寺が存在する。
・周辺の城陽市、宇治田原町、久御山町にも集積度は劣るものの多くの社寺が分布している。
・さらに地域外に足を伸ばせば石清水八幡宮（八幡市）、一休寺（京田辺市）など著名なもの
がみられる。
・これら社寺では、祭事・行事が各季節を通して数多く行われている。

■社寺・伝統行事
資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ
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② 史跡・名勝
・地域の歴史的ドラマや風土との関わりが大きい史跡・名勝は、宇治、伏見桃山、醍醐への集
積が大きい。
・宇治は源氏物語関連、伏見桃山は幕末維新や明治の文明開化関係のものが特徴的である。
・また、城陽の古墳群、宇治田原のお茶の歴史、久御山や淀の巨掠池・宇治川の漁業や舟運、
さらに地域外では、石清水八幡の多彩な江戸文化等、各地で時代やテーマの異なる資源が分
布している。

■史跡・名勝
資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ
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③ 文化・スポーツ・レクリエーション施設
・芸術・文化を味わうことのできる美術館・学習館・博物館等の施設では、地域の歴史・文化
を反映し、源氏物語関係（源氏物語ミュージアム）、お茶関係（上林記念館、三休庵宇治茶
資料室）
、酒関係（黄桜記念館、月桂冠大倉記念館）
、舟運関係（三栖閘門資料館）等の特徴
的な施設がみられる。
・スポーツレクリション関係では、京都府山城総合運動公園をはじめ、各地域に運動公園、野
外活動センター等が整備されている。
・また特殊な存在として、淀の京都競馬場が競馬ファンのみならず一般にも知名度が高い。

■文化・スポーツ・レクリエーション施設
資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ
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④ 体験・イベント
・祭事・伝統行事、文化・レク系イベントが数多く実施されているが、体験型のイベントは相
対的に少ない。
・お茶をテーマにしたものは、各地域で、また伝統行事、イベント、体験の分野に渡って幅広
く行われている。
・その他に源氏物語や酒のイメージを活かしたもの、宇治川を舞台とするもの、十石舟関連な
どが特徴的である。
・季節的には、秋期を中心に春、夏の三期は多彩な催しが多いが、冬期は祭事・伝統行事を除
く催しはほとんどみられない。

■体験・イベント
資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ
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■主な祭事・イベント
季節 月
春

祭事・伝統行事

・ 矢形餅の神事[久御山町/室城神社]
３月 ・ 関白忌[宇治/平等院]
・ 献茶祭[伏見区/東丸神社]
４月 ・ 豊太閤花見行列[伏見区/醍醐寺]
・ 曲水の宴[伏見区/城南宮]
・ 開山忌 [宇治市/満福寺]
・ 伏見義民祭[伏見区/御香宮]
５月

夏

秋

冬

文化・レクリエーション系
・ みんなの水彩夢広場[宇治市]
・ 伏見の清酒蔵出し新酒 日本酒まつり[伏見
区/伏見夢百衆]
・ 宇治川さくらまつり[宇治市/宇治公園]
・ 炭山陶器まつり[宇治市/中の島]
・ 春の宇治川舟茶席[宇治市]
・ 十石舟運航開始（～11 月）[伏見区]
・ 全国煎茶道大会[宇治市/黄檗山萬福寺]
・ 宇治川魚釣大会[宇治市/宇治川一帯]
・ 平成の伏見名水スタンプラリー[伏見区/伏
見一帯]
・ あじさい園の公開とライトアップ[宇治市/
三室戸寺] ～7 月
・ 宇治川の鵜飼[宇治市] ～9 月

農産・体験系
・

・

・ 宇治新茶 八十八夜茶
摘みの集い[京都府
茶協同組合茶業セン
ターほか]

・ 宇治上神社献茶祭[宇治市]
・ 県まつり[宇治市/県神社]
６月 ・ お火たき祭[宇治田原町/猿丸神社]
・ ぬ りこべ 地蔵 歯 痛封じ法 要 [伏 見区 /深
草・稲荷保勝会]
・ 弁天祭[伏見区/長建寺]
・ 伏見 7 商店街 夏の夜市[伏見区/伏見 7 商店
街]
・ 芽の輪神事[伏見区/御香宮]
・ 十石舟 花灯路ライトアップ運航[伏見区]
・ 酒蔵通り花燈路ライトアップ[伏見区/月桂
７月
冠大蔵記念館近隣南浜界隈]
・ 伏見リバースクール夏休み親子歴史教室
[伏見区/伏見の水辺]
・ 八朔祭[久御山町/雙栗神社]
・ 宇治川花火大会[宇治市/府立宇治公園]
８月 ・ 地蔵盆のとうろう張り/盆おど踊り[宇治田 ・ 孟蘭盆供養大祭[宇治市/生長の家]
原町/長福寺]三重塔（国宝）開扉[加茂町/ ・ 全国有名盆踊大会[宇治市/宇治塔の島]
浄瑠璃寺]
・ 六地蔵めぐり[伏見区/大善寺ほか 5 寺院]
・ 伏見万灯流し[伏見区]
・ 大瀧祭[宇治田原町/大瀧]
・ 秋の宇治川舟茶席[宇治市]
９月
・ 水渡神社例祭[城陽市/水渡神社]～10 月
・ 黄檗山月見の夕べ[宇治市/黄檗山萬福寺]
・ 田原祭[宇治田原町/御栗栖神社他]
・ 製茶記念日[宇治市]
・ 文華殿秋季特別展[宇治市/萬福寺]
・ 三ノ宮コンサート～和みの夕べ～
[宇治田原町/三宮神社]
・ 炉火祭[伏見区/三栖神社]
・ 宇治茶まつり[宇治市/宇治橋～興聖寺～中
・ 神幸祭・炬火祭[伏見区/三栖神社]
の島付近]
・ 城陽茶まつり[城陽市/荒見神社]
・ ふるさとまつりお茶パーティー/観光シン
10 月
ポジウム「ふるさといいとこ発見！」[宇治
田原町]
・ 源氏ろまん宇治十帖スタンプラリー[宇治
市/宇治橋周辺一帯]
・ 源氏ろまん 5 宇治田楽まつり[宇治市/府立
宇治公園]
・ 宇治灯り絵巻[宇治市さわらびの道]
・ 曲水の宴[伏見区/城南宮]
・ 源氏ろまん宇治十帖スタンプラリー[宇治
市/宇治橋周辺一帯]
・ 坂本竜馬命日[伏見区/寺田屋]
・ 源氏ろまん[宇治市/市文化センター]
11 月
・ 伏見銘酒協同組合 酒蔵開き[伏見区/伏見
区内酒蔵]
・ 終い猿丸[宇治田原町/猿丸神社]
・
12 月

・

・ 初あがたまつり[宇治市/県神社]
・
・ 初猿丸[宇治田原町/猿丸神社]
・ 縁たたき[宇治田原町/阿弥陀寺]
・ 東一口のとんど[久御山町/東一口]
１月 ・ 雙栗神社粥占神事[久御山町/雙栗神社]
・ 糠塚の神縄座[宇治田原町/浄土寺]吉祥天
女立像開扉[加茂町/浄瑠璃寺]
・ 五福めぐり[伏見区/長建寺・大黒寺・藤森
神社・御香宮・乃木神社]
・ 五大力尊仁王会[伏見区/醍醐寺]
・
２月

・

・

・

・ あらす観光いも掘り
農園[城陽市/寺田]
・

・

・

・

資料：各地域の観光パンフレット、ＨＰ
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⑤ 食・物産
・特産品の代表的なものは「茶」であり、宇治市を中心に、宇治田原町、城陽市などの周辺地
域でも盛んに栽培され、多様な関連商品が生み出されている。
・茶と並んで伏見の「酒」が全国に通用する２大地域ブランドを形成している。
・この他に、久御山町の「淀大根」や観葉植物、宇治田原町の「古老柿」、城陽市の「寺田イ
モ」などの農産品・農産加工品、宇治市の陶磁器、城陽市の金銀糸などの工芸品も名高い。

■主な特産品
エリア
伏見区

宇治市

久御山町

宇治田原町

城陽市

名称・内容
・ 伏見の酒：その昔「伏水(ふしみず)」とも書かれ豊かな地下水に恵まれた所、口当たりの良いまろやかな酒が育ま
れる。酒蔵生産会社が約 30 社ある。
・ 京野菜：京の伝統野菜の半数近くは伏見に歴史があり、「伏見とうがらし」「うど」「桃山みょうが」「花菜」「桃
山大根」「淀大根」などが伏見をルーツとする。
・ 宇治茶：抹茶・玉露・煎茶等
・ 宇治茶を使った菓子や食品：茶だんご・茶あめ ・茶カステラ・茶そば等
・ 文鎮：平等院の鳳凰や萬福寺の魚梛等をかたどったもの。
・ 陶磁器（朝日焼・京焼）
・ 淀ダイコン：聖護院ダイコンといい、直径 15～20 センチ、重さ 1～2.5 キロの丸ダイコン。
・ 軟弱野菜：鮮度が大切な野菜で、消費地京都を控え盛んに栽培。
・ 淀苗：かつての木津川流路の砂質土を生かした苗づくりは 550 年の伝統を誇り、全国各地に出荷。
・ 観葉植物：関西一の規模・出荷数を誇る観葉温室組合が４０種類以上の観葉植物やランを出荷。小売りや観葉植物
の寄せ植え教室開催も。
・ 島田西洋ニンジン：砂質土壌はニンジンの栽培に最適で、島田ニンジンは品質良好。
・ お茶：緑茶発祥の地。「煎茶」「かぶせ茶」「玉露」「てん茶」などが作られている。庁内の青空市でも入手可。
・ 古老柿：干し柿の一種で、観音様が少女に姿を変えて製法を教えたという伝説がある。「柿屋」と呼ばれる丸木造
りの干し棚が風物詩に。
・ みず菜：「京のブランド産地」に認証。
・ しいたけ：こだわりの原木栽培で、府生しいたけ品評会で京都府知事賞を２年連続受賞。
・ 綿製品：宇治田原の畑で栽培し、つむぎ、織った、“made in うじたわら”のマフラー、テーブルセンター、鞄等々。
宇治田原の柿渋で染めた製品も。
・ 柿渋：地元の農家で自然塗料、染料として使われてきた。
・ お香：商工会女性部開発の緑茶のお香、お茶屋開発の番茶のお香。
・ 花しょうぶ：豊かな地下水を利用して栽培され京阪神１位のシェア。カキツバタ、カラー、ハスなどの有水花き類
も。
・ お茶：木津川沿の茶園で産出されるお茶は最高水準の品質で日本一にも。お点前に重宝されている。
・ 梅：青谷梅林は府一の生産高。香りと肉づきがよい。
・ いちじく：甘さも香りが良い。
・ 寺田イモ：二百年以上前から栽培。荒州の観光イモ園での芋掘り体験も。
・ 酒造：良質な地下水でつくられる、まろやかで辛口の酒。
・ 金銀糸：城陽市を中心とする南山城地域で全国生産量の８０％シェア。世界に誇れる製品で帯や着物、インテリア
などに利用。
・ 和菓子：あらすの里／おいもっ娘／梅ようかん／和菓子
丹念につくられた和菓子の中には、練りに練った伝統の技と心が息づいている。
・ 工芸・民芸品：陶器／茶せん／木工芸品／鋳物工芸品
・ らっきょう：

資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ
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■主要観光資源一覧（宇治・伏見周辺地域）
エリア

名

宇治市

黄檗山満福寺／駒蹄影園碑

日本三禅宗の一つ／黄檗宗大本山／明朝様式の伽藍配置／普茶料理

許波多神社

三間社流造／蟇股には柳の彫刻／室町時代の建築

宇治陵

藤原氏一門の陵墓の総称

平等院

世界遺産／平安時代創建当初のまま／華麗な建築美

市営茶室「対鳳庵」

お点前を楽しめる庵／本場の宇治茶

十三重石塔

わが国最大の石塔／十三重の軒をそろえて美しい／国の重要文化財

宇治川先陣の碑

源義経／木曽義仲／様々な時代の舞台となった

興聖寺／琴坂

道元／伏見城の遺構／落城した際の血の手足形

宇治十帖モニュメント

「宇治十帖」の古跡全体を象徴／浮舟、匂宮モチーフ

宇治神社

鎌倉時代の造立／国の重要文化財

宇治上神社／桐原水

世界遺産／神社建築としては最古の遺構／宇治七名水の一つ

与謝野晶子歌碑

与謝野晶子没後 50 記念歌碑／「五十四帖」を五十四首の詠歌で再構成

源氏物語ミュージアム

寝殿造イメージ／ガラスの通路／映画上映、企画展示、図書室、体験コーナー

上林記念館

御用茶師を務めた上林春松家／当時のままの修復／茶の資料

恵心院

弘法大師によって開かれた古刹／花の寺／春、ボタン／秋、境内に数多くの花

朝日焼

300 有余年にわたり作陶／小堀遠州の指導／遠州七窯の一つ

橋寺放生院

聖徳太子の命で創建／飛鳥時代／日本最古の石碑「宇治橋断碑」（重要文化財）

宇治橋

奈良元興寺の僧道登／わが国最古級の橋

三休庵宇治茶資料室

将軍家御用茶師の家に残された品々展示

大吉山展望台

登山道は東海自然歩道／宇治の街を一望

県神社

祭神は木花開耶姫／平等院建立の鎮守／暗闇の奇祭／「県井」

橋姫神社／橋姫

橋姫、橋の守り神／水運の神と並んで祀られる／宇治十帖「橋姫」の古跡

彼方神社／椎本

宇治十帖「椎本」の古跡

総角

宇治十帖「総角」の古跡

早蕨

宇治十帖「早蕨」の古跡

宿木

宇治十帖「宿木」の古跡

東屋

宇治十帖「東屋」の古跡

三室戸寺／浮舟

西国三十三ヶ所巡礼の第十番／ツツジ、アジサイの大庭園

蜻蛉

宇治十帖「蜻蛉」の古跡

手習

宇治十帖「手習」の古跡

夢浮橋

宇治十帖「夢浮橋」の古跡

府立宇治公園中の島

観光客や市民の憩いの場

末多武利神社

宇治民部卿／藤原忠文／怨霊を鎮魂する祠

万葉歌碑

宇治を詠んだ代表的な 6 首の歌碑

茶筅塚

毎年 10 月、茶筅の供養

桐原水

「宇治七名水」

宇治製茶記念碑

碑文：故久邇宮朝彦親王／地元茶業者によって茶の芽供養

太陽が丘

（京都府山城総合運動公園）総合運動公園／バードウォッチング／森林浴

宇治市植物公園

緑の休憩所（温室）／花と緑のタペストリー／花の広場／ハーブ園

宇治市歴史資料館

資料の展示、閲覧、図書の発刊

下居神社

斎明天皇が行幸の途中に行宮を営んだ跡地

天ヶ瀬吊り橋

春は桜、初夏は新緑、秋は紅葉／ハイキングコース

天ヶ瀬ダム

淀川本流に建設された唯一のダム／ドーム型アーチ式／鳳凰湖

もみじ谷

春から初夏の新緑／秋の紅葉／東海自然歩道

白山神社と金色院

拝殿（重文）は宇治離宮の遺構／「百味の御食」独特の行事

九重石塔

四条宮寛子の供養塔／女性的な層塔

天ヶ瀬森林公園

バードウォッチング／森林浴／鳳凰湖、宇治の街並展望

（黄檗）
宇治市
（宇治）

宇治市
（広野）

宇治市
（天ヶ瀬）

宇治市
（炭山）

伏見区
（稲荷）

称

キーワード

地蔵院

白川金色院の遺宝が多数

宇治市総合野外活動センター

（アクトパル宇治）天体観測／キャンプ施設／農業体験

京焼きの里

約 50 軒の窯元／上品で雅やかな京焼／見学、土ひねり体験

炭山

炭山

早くから醍醐寺の所領／女人堂／工芸家の集落／ウォーキングルート

奥の山園

「宇治七名園」

伏見稲荷大社

稲荷神社の総本宮／商売繁昌の神／空海／豊臣秀吉

千本鳥居

神聖な雰囲気／諸願成就を祈願／鳥居奉納
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エリア
伏見区
（稲荷）

伏見区
（竹田）

伏見区

名

称

キーワード

薬力社

万病平癒の神／滝行、願掛け

ＪＲ稲荷駅ランプ小屋

東海道本線稲荷駅の名残／赤いレンガ造り／鉄道省のランプ油倉庫／見学可能

大橋家苔涼庭

豪商大橋仁兵衛別荘／小川治兵衛が作庭／水琴窟／抹茶、お菓子

極楽寺

古井戸：弘法大師の杖／阿弥陀仏：鑑真作／閻魔像：土づくり、伏見人形

阿保親王塚

石柵の墳墓／桓武天皇の孫親王墓

東福寺塔頭／南明院

画僧吉山明兆／「大涅槃図」わが国最大

田中神社

古今著聞集／和泉式部

最勝金剛院

法性寺の主要な建物／東福寺の特別由緒寺院

東福寺

京都五山のひとつ／山門は日本最古／紅葉の名所

宝塔寺

藤原時平、創建／和漢折衷の四脚門（重文）／日本最古の日蓮宗本堂

宝塔寺／山門

日蓮の御紋／大提灯／天井画

宝塔寺／多宝塔

京都最古多宝塔：下層が行基葺／木割が細かく優美／手の込んだ装飾／重文

七面山

宝塔寺の鎮守社／深草墓園を結ぶ散策路／天王山を望む絶景

霊光寺

将棋の名人が眠る寺／ユニークな造形

瑞光寺

元政上人、創建／本堂は珍しい／総茅葺の簡素な庵

深草聖天（嘉祥寺）

仁明天皇／日本最古の大聖歓喜天

深草北陵（深草十二帝陵）

深草十二帝陵／北朝の十二柱の天皇を祀る

深草弥生遺跡

注目をあびた遺跡／石器、土器、木器／木器：農耕具、建築用材、日用品

仁明天皇陵

嵯峨天皇の第三皇子／諸学に通じた天皇

聖母女学院

赤レンガと緑の屋根／英国ビクトリア調の荘厳な建物／陸軍の跡地

龍谷大学

ギリシャ神殿風／荘厳な様式の講堂／平山画伯の巨大陶板壁画／完成時日本一

京都市青少年科学センター

見て、触って、体験／理科相談室／プラネタリウム

石峰寺

伊藤若冲が下絵

城南宮

白河上皇／院政／万除けの神／曲水の宴

鳥羽伏見の戦いの跡石碑

アームストロング砲

京セラ美術館

銅版画、洋画、現代日本画、彫刻など常設展示／ファインセラミックの技術

久我神社

桓武天皇／長岡京の守護神／賀茂神社とのつながり

恋塚寺

北面の武士／渡辺左衛門尉渡の妻／悲劇を生んだ横恋慕

一念寺

丈六阿弥陀如来像：鳥羽の大仏／平等院／定朝様式の美しい如来像

草津の湊跡

鮮魚の荷揚げ港

羽束師神社

延喜式にしるされている古社

魚市場発祥の石碑

瀬戸内海の鮮魚を陸揚げ

飛鳥田神社

孝徳天皇／京都市文化財の指定／石造五輪卒塔婆

京セラファインセラミック館

ファインセラミック技術／ショールーム

御香宮神社

御香水／日本百名水選のひとつ／どんな病も治す霊水／酒づくり

（伏見桃山） 京都教育大学

陸軍の跡地

西福寺

光厳天皇の念仏堂／歌人／田中常憲

藤森神社

武神や学問神／名水「不二」の水／五月の節句の発祥の地

墨染寺

「墨染」の地名の由来／豊臣秀吉、再興

欣浄寺

曹洞宗の始祖道元／木造の仏像としては日本一

撞木町遊郭跡

井原西鶴「好色一代男」／大石内蔵助遊興の地

等泉寺

浅井長政の子孫／「禁葷酒」の石標

仏国寺

黄檗山万福寺の高泉和尚／小堀遠州の墓所

八科峠

車石／急な険しい山道／京都と奈良を結ぶ峠道

伏見北堀公園

伏見城の内堀跡／緑あふれるジョギングコース

即成院跡

伏見長者の持仏堂／伏見城築城に際して、移設

海宝寺

伊達政宗お手植えの木斛／枯山水の庭／普茶料理

墨染インクライン

琵琶湖疏水の傾斜鉄道／第一疏水に続いて完成

栄春寺

伏見城の遺構の山門／観音堂、落城の「血天井」のひとつ

桓武天皇柏原陵

桓武天皇の御陵

大栄寺

鎌倉時代の四面石仏／十三重石塔の一部とも

玄忠寺

農学士、西川忠太郎の墓

大黒寺

薩摩藩ゆかりの寺／全国でもめずらしい大黒天

金札宮

久米村の産土神／世阿弥『金札』／樹齢千年のクロガネモチ

西養寺

浄土真宗の寺では市内最古／京都市の文化財

明治天皇伏見桃山陵

緑豊かな散策の森／伏見区内、宇治方面を見渡せる
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エリア
伏見区

名

称

宝福寺

（伏見桃山） 源空寺

キーワード
本格的な座禅堂／座禅の体験
伏見城から移築された遺構／太閤秀吉に大福（をもたらした大黒）

山本家本家

神聖の醸造元

白菊水

酒づくり／水くみの大行列

銀座発祥の地／からくり時計

日本初の銀座／通用銀の鋳造を開始

鳥羽伏見の戦い弾痕

魚三桜／京格子に残る弾痕

西岸寺

油掛地蔵／芭蕉の句碑

市電発祥の地

わが国最初の電気鉄道／伏見～京都駅間

伏見奉行所跡

小堀遠州／庭園の一部は御香宮に移される

寺田屋

坂本竜馬／寺田屋騒動

伏見夢百衆

清酒 20 銘柄約 100 種／伏見清酒 20 銘柄きき酒／酒仕込み水で点てたコーヒー

伏見いっぷ蔵館

観光案内所／月桂冠の旧本社

月桂冠大倉記念館

酒道具を保存展示／酒造りの工程を見学／きき酒

黄桜記念館

カッパの原画を展示／伏水地ビール

長建寺

閼伽水／仏様に供える水／良質な地下水／三十石舟に時を告げる大事な役割

十石舟乗船場

宇治川派流を巡る観光コース

角倉了以の記念碑

高瀬川を開削した角倉了以

三栖神社

夜空を焦がす炬火祭／天武天皇

伏見港公園

復元された三十石船／遊歩道、憩いの場所

伏見みなと広場／三栖閘門

三栖開門資料館／外国人技師／治水工事／水辺のいこいの場所

源空寺

伏見城遺構の山門／朝日大黒天／徳川家光

伊豫親王陵

桓武天皇／悲劇の親王が眠る御陵

六地蔵大善寺

小野篁が刻んだ六体の地蔵／地蔵菩薩像(重文)

乃木神社

乃木大将の遺品を展示

崇光天皇／光明天皇陵

後伏見天皇の皇后／緑あふれる静かな丘陵

指月の森

秀吉が最初に築城した場所

月橋院

後土御門天皇／秀吉が月見宴を催す

西運寺

雲海上人／たぬき寺

明治天皇行幸跡

酸いさやが動力源の伏水製作所跡

向島城本丸跡

秀吉／徳川家康／「月見の城」

大善寺

六地蔵めぐりの発祥の地

櫃川の橋

平安時代の和歌に詠まれたのはこのあたりか

伏見酒蔵の町並み

かつての酒蔵を利用した店鋪

伏見桃山城
安楽寿院

真言宗／市指定史跡／鳥羽上皇／豊臣秀吉／秀頼／阿弥陀如来坐像(重文)

伏見区

明智藪

天王山で破れ坂本城へ戻る途中この地で光秀は落命

（醍醐）

明智塚

明智光秀の胴体を埋めたとされる

西方寺正門

正門は南小栗栖檀林の赤門の遺構

小栗栖瓦窯跡

法琳寺の瓦

正覚寺

蓮如上人自作の木像

杖の水

弘法大師の杖

つぶれ坂

本経寺に至る道

子安地蔵

日本三体地蔵のひとつ／安産の御利益

天穂日命神社

石田の産土神

石田杜

万葉集に詠まれた歌枕の地

苗塚

石田の杜

余熱利用センター

温水プール／温室図書館

醍醐天皇後山科陵
朱雀天皇醍醐陵
赤間薬師

藤原時代

赤間水

醍醐三水の一つ／威独水

西方寺

地蔵尊、弘法大師作

独鈷水

醍醐三水の一つ

桜塚

勧修寺二代長吏の雅慶僧正の墓

一音寺

浄土宗永観堂の末寺／醍醐寺門跡の隠居地

醍醐寺五重塔

国宝／平安時代に創建／京都府下最古の木造建築
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エリア

名

称

キーワード

伏見区

醍醐寺金堂

国宝／秀吉が和歌山の満願寺から移築／平安末期の様式を残す

（醍醐）

三宝院庭園

特別史跡／特別名勝

三宝院唐門

国宝／門は伏見城の遺構

醍醐水

霊水

上醍醐薬師堂

国宝／檜皮葺きが美しい

上醍醐清瀧宮拝殿

国宝／室町時代の宮室建築

上醍醐開山堂

重文／豊臣秀頼が再建

上醍醐如意輪堂

開山の聖宝が自ら刻む

上醍醐准胝堂

准胝観音菩薩は秘仏／西国十一番札所

上醍醐五大堂

五大力尊仁王会がかつて営まれた

霊宝館（宝聚院）

醍醐寺の宝物十数万点を収蔵

醍醐寺塔頭理性院

石仏は千体地蔵

長尾天満宮

菅原道真を祀る

下村家

歌人太田垣蓮月尼

精進料理／雨月茶屋

醍醐味膳

精進料理／鳥羽甚

鉄鉢／精進料理

一言寺

願い事を一言だけ叶える

阿波内侍像

一言寺

榧木不動尊（善願寺）

腹帯地蔵（重文）

栢の杜遺跡

寺院遺跡

平重衡の墓

平清盛の五男

合場川（阿以波川）

平重衡

琴弾山

平重衡

法界寺

日野の裸おどり

日野野外活動施設

テニスコート、グランド／日帰りキャンプ

日野誕生院

親鸞聖人生誕の地

親鸞聖人産湯の井戸

産湯の井戸

親鸞聖人胞衣塚
方丈石

鴨長明『方丈記』

日野家墓

日野一族の石塔

萱尾神社

キリシタン灯籠

正明寺

本尊阿弥陀如来像、行基作

恵福寺

腹帯地蔵は天平年間のもの

グラススタジオアーティ

吹きガラスの工房

伏見区

妙教寺

新淀城の守護／鳥羽伏見の戦い／本堂の柱を貫通した不発弾

（淀）

戊辰戦争戦没者の碑

鳥羽伏見の戦い／幕府軍戦死者を葬った墓

唐人雁木趾

朝鮮通信使／船着場の階段の趾

与杼神社

水垂神社／航海の無事を祈願

京都競馬場

春の天皇賞／秋の菊花賞

淀城跡

二代将軍秀忠／京都警護のために築城

浜納屋

船運の賑わいを伝える石段

木津川の流れ橋

全長３５６．５ｍの木橋／流れ橋／時代劇の撮影

大庄屋山田家

山田家長屋門／巨椋池の漁業権

前川堤の桜並木

300 本余の桜並木

観音寺／阿弥陀如来坐像

町指定有形文化財

大池神社

巨椋池に関わる記録文書が収蔵

華台寺

「苦抜（くぬき）地蔵」／西国三十三ヵ所の本尊の模刻像と霊場の砂

玉田神社

山城八森の一つにある／「方除け」の守り神、鬼門封／元明天皇、桓武天皇

巨椋池干拓田

豊臣秀吉／当時、京都府最大の淡水湖／バードウォッチング

雙栗神社

『延喜式神名帳』／『三代実録』／石清水八幡宮の分霊／クスノキ

称名寺／薬師如来坐像

平安時代後期／重要文化財

東明寺文書

寺領／京都府登録有形文化財

若宮八幡宮本殿

京都府登録有形文化財／村落鎮守の形態

満願寺／薬師如来坐像

町指定有形文化財／定朝様（仏師定朝の彫刻様式）／保存の良い美作

迎接寺／聖観音菩薩坐像

町指定有形文化財／平安時代前期／伝来が確かで、極めて貴重

浄安寺／聖観音菩薩立像

町指定有形文化財／雙栗神社／平安時代後期／秀麗な美作

久御山町
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エリア
久御山町

城陽市

名

称

絹本著色阿弥陀三尊来迎図（町有形文化財）／室町時代／遺品が少なく貴重

久御山中央公園

スポーツ施設

KTC ものづくり技術館

約 3.000 点の工具／体感コーナー

近畿ｺｶｺｰﾗ･ﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ京都工場

マジカルエコラのファクトリーツアーコカコーラの歴史／見学や試飲

鴻ノ巣山 展望台

生駒山、愛宕山、比叡山の山並み／サクラやツツジ／新緑／紅葉／梅

（久津川／城陽） 山背古道

城陽市

キーワード

専念寺／

散歩道

芭蕉塚古墳

市指定重要文化財／古墳時代

平川廃寺跡

国指定史跡／奈良時代

正道官衙遺跡

国指定史跡／奈良時代

久津川車塚／丸塚古墳

国指定史跡／古墳時代

芝ヶ原古墳

国指定史跡／弥生時代から古墳時代

久世神社本殿

国指定重要文化財／室町時代末期／一間社流造

水度神社本殿

一間社流造／意匠の凝った優美な建物／産土神

平井神社

本殿府登録文化財／一間社流造／桃山時代の意匠

水主神社

本殿市指定文化財／裁縫関係者の信仰／一間社流造

念仏寺／地蔵菩薩坐像

府指定文化財／平安末期の様式／数少ない地蔵菩薩像

城陽市総合運動公園

スポーツゾーン／レクリエーションゾーン

文化パルク城陽

複合文化施設／国内有数規模のプラネタリウム

銅造釈迦誕生仏像

久世廃寺跡／奈良時代後期と推定

鴨谷の滝

京都の自然２００選鴨谷の滝／規模 落差２０ｍ

（長池／青谷） 緑と水辺のやすらぎ回廊

四季折々の自然に親しめる／散策路

青谷梅林

歌に詠まれる／梅まつり／２０ha の面積に１万本

森山遺跡

国指定史跡／縄文時代から古墳時代

荒見神社本殿

国指定重要文化財／産土神／三間社流造／市内神社建築では最大規模

木造薬師如来立像

国指定重要文化財／桧の一木造

阿弥陀如来立像（極楽寺）

重要文化財／仏師「快慶」、最後の作品／古文書、貴重

旦椋神社

本殿、府登録文化財／本殿、二間社流造／産土神

市辺天満神社

本殿府登録文化財／菅原道真／産土神／桃山時代の意匠

甘藷元祖の碑(大蓮寺)

第二次大戦中や敗戦後の食糧難を寺田イモが救った

二本松の碑
宇治田原町

（大津市）

田原川

ホタルが乱舞／春には桜／初夏にはホタル

弘法の井戸

梅干し、梅肉販売（露天）

高尾集落

柿と梅にあふれる地区

茶園

「宇治茶」の中心的産地の一角

郷之口の町並み

宇治田原の西の玄関口、古い民家が多く残る

休耕田の花づくり

中山間ふるさと／水と土保全事業／秋には、ワイルドフラワー

柿屋

「古老柿」の棚／初冬の風物詩

高尾からの展望

弘法大師／「縁たたき」「お弓」独特の風習／与謝蕪村

紅葉

隠れた名所的なスポット

猿丸神社

三十六歌仙、猿丸太夫／できもの、癌の病気平癒に霊験

禅定寺

「かくれ古寺、六山めぐり」／多数の国指定重要文化財

大滝

高さ 20 メートル／水の神として不動明王

蕪村句碑

妙楽寺

高尾梅林

三月に千本の花

水谷宗円の生家

吉宗の時代／「青製煎茶法」／緑色の煎茶／現代の緑茶づくりの原点

末山／つくわ池自然公園

森林浴の森百選／展望台／魚つり

岩間寺

日本随一の桂の大樹群／西国十二番

資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ
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(2) 周遊ルート・キャンペーン
① 地域周遊
・各エリア内をめぐるモデルコースやスタンプラリー等での周遊ルートは、伏見区、宇治市を
中心に数多く設定されている。
・伏見区では、水、酒、水辺、歴史等の切り口で、宇治市では源氏物語、世界遺産、宇治茶を
基本とするテーマ設定が行われている。
・いずれも徒歩を基本に１日以内の周遊を想定したものである。

■周遊ルート・キャンペーン事例（地域内周遊）
エリア

ルート
キャンペーン

テーマ

立ち寄り場所

京阪伏見桃山駅→大手筋商店街（ｿｰﾗｰｱｰｹｰﾄﾞ、からくり時計）→納屋町商店街
（伏見百景デザイン）→竜馬通商店街（幕末回廊ファサード、寺田屋）→柳町
繁栄会→中書島繁栄会→京阪中書島駅
御香宮（御香水・名水百選）→鳥せい（山本本家）→月桂冠大倉記念館→カッ
名水と酒蔵散策
パカントリー→油懸地蔵→北川本家→松本酒造
十石舟乗船場→長建寺→寺田屋→角倉了以記念碑→三栖神社→伏見港公園→
水辺散策
三栖閘門
御香宮（御香水）→鳥羽伏見の戦い弾痕→銀座発祥の地→源空寺→風呂屋町商
歴史散策
店街→金札宮→寺田屋事件九烈士の墓
商店街散策

伏見区

（ガイドマップ）
遊歩お勧めコース
＜伏見夢工房＞

伏見区

（京の冬の旅）
伏見のまちあるき
と銘酒つくり体験

銘酒造り

「キンシ正宗」での銘酒造り体験(お土産付)→「魚三楼」の昼食(名物・花籠
御膳)→ガイドの案内による伏見の散策

＜京都市観光協会＞

伏見区

平成の伏見名水ス
タンプラリー
＜御香宮神社＞

宇治市

宇治観光モデルコ
ース
＜宇治市観光協会＞

宇治市

観光モデルコース
～宇治の歴史と自
然を歩く～
宇治探訪

宇治市

源氏物語千年紀
源氏ろまん宇治十
帖スタンプラリー
＜宇治市他＞

長建寺（閼伽水）／大倉記念館（さかみず）／鳥せい本店（白菊水）／御香宮
（御香水）／藤森神社（不二水）／城南宮（菊水若水）／清和荘（清和の井）
／黄桜（伏水）／キンシ正宗（常磐の水）／大黒寺（金運清水）
上林記念館→三休庵宇治茶資料室→平等院→対鳳庵→十三重石塔→宇治川先
宇治の魅力
陣の碑→興聖寺→恵心院→朝日焼→宇治十帖モニュメント→宇治神社→宇治
主要スポット 上神社→橋寺放生院→宇治橋→宇治市源氏物語ミュージアム→三室戸寺→京
阪三室戸駅→京阪黄檗駅→黄檗山萬福寺→蔵林寺→龍神総宮社
上林記念館／平等院／市営茶室｢対鳳庵｣／十三重石塔／宇治川先陣の碑／興
一般コース
聖寺・琴坂／恵心院／朝日焼／宇治十帖モニュメント／宇治神社／宇治上神社
（宇治の魅力） ／橋寺放生院／宇治橋／源氏物語ミュージアム／三室戸寺・浮舟／京阪三室戸
駅／京阪黄檗駅／萬福寺・駒蹄影園碑
平等院／対鳳庵／宿木／橋姫神社・橋姫／夢浮橋／宇治橋／東屋／彼方神社・
椎本／手習／三室戸寺・浮舟／蜻蛉／源氏物語ミュージアム／総角／与謝野晶
源氏物語コース
子歌碑／宇治上神社／早蕨／宇治神社／恵心院／興聖寺・琴坂／宇治十帖モニ
ュメント／京阪宇治駅／京阪黄檗駅／萬福寺・駒蹄影園碑
宇治橋（三の間）／上林記念館／三休庵宇治茶資料室／平等院／市営茶室「対
宇治茶コース 鳳庵」／朝日焼／興聖寺・琴坂／宇治上神社（桐原水）／京阪宇治駅／京阪黄
檗駅／萬福寺・駒蹄影園碑
大吉山展望台／興聖寺・琴坂／天ヶ瀬吊り橋／天ヶ瀬ダム／天ヶ瀬森林公園／
森林浴コース
もみじ谷／九重石塔／白山神社と金色院
■基本コース
源氏物語
・宇治十帖の史跡めぐり
■健脚コース
世界遺産
・宇治十帖の史跡／宇治上神社／興聖寺／平等院／万葉歌碑／厳島神社／天ヶ
宇治川
瀬ダムなど
名

水

→：ルート・順路を設定

／：ポイントのみ設定
資料：当該団体ＨＰ
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② 広域周遊
・各エリア内を越えた周遊については、宇治市を中心としたものが多く、伏見区とは合同のス
タンプラリー、大津市とは源氏物語千年紀としてシャトルバス運行、宇治田原庁とは茶をテ
ーマとするツアーが行われている。
・また、山城地域を様々な視点のテーマルートで広く巡る周遊の提案等もみられる。
・テーマ設定は、宇治市が中心であることを反映して宇治茶、源氏物語に関わるものが大半で
ある。
■周遊ルート・キャンペーン事例（広域周遊）
エリア
宇治市
伏見区
宇治市
大津市

山城地域

ルート
キャンペーン
伏見・宇治つながる
クーポン発行

テーマ
主要スポット

＜京都伏見観光連携協議会＞

源氏物語千年紀
in 湖都大津

源氏物語

＜同実行委員会＞

ディスカバー
やましろ魅力の旅
（ﾏｯﾌﾟ等情報提供）

夢絃峡／恋志谷神社・恋路橋／笠置寺・行場めぐり／(当尾の石仏めぐり)

三川合流の地
才人の美

松花堂庭園・美術館／妙喜庵(待庵)／アサヒビール大山崎山荘美術館／(酬
恩庵(一休寺))

800 年の
宇治茶の郷

黄檗山 萬福寺／丸久小山園 槇島工場／興聖寺／永谷宗円生家・茶宗明神社

宇治茶の郷
スタンプラリー

宇治茶

＜京都府山城広域振興局＞

茶づくし料理教室と
宇治市
宇治茶の郷めぐりツアー
宇治田原町

宇治茶

＜京都府山城広域振興局＞

久御山町
京田辺市
城陽市
井手町

［伏見］寺田屋／十石舟／三十石船／伏見夢百衆／龍馬館
［宇治］平等院／萬福寺／三室戸寺／源氏物語ミュージアム／宇治市営茶室
対鳳庵
源氏物語発祥の地、石山寺のある大津市と宇治十帖、源氏物語ミュージアム
で知られる宇治市を結ぶ源氏物語千年紀記念直通シャトルバス
[大津市]石山寺前←→[宇治市]源氏物語ミュージアム

恋と祈りの山
をめぐる

＜京都府山城広域振興局＞

山城地域

立ち寄り場所

山城の食満喫ツアー
＜京都府山城広域振興局＞

食

[宇治市]宇治茶道場匠の館・あさぎり市／[城陽市]城陽旬菜市／[久御山町]
久御山町農産物直売所旬菜の里／[八幡市]流れ橋ふれあい市四季彩館／[京
田辺市]普賢寺ふれあいの駅／[井手町]椿坂であい市・特産品常設販売／[井
手町]JA 京都やましろ井手町支店直売所／[宇治田原町]くつわ池和み市・猿
丸市・くれどき市・JA 京都やましろ宇治茶の郷・農
「綴喜おふくろ伝承の会」によるお茶を使った料理教室
→日本緑茶発祥の地、湯屋谷集落の散策と永谷宗円生家の見学
→ＪＡ京都やましろ「宇治茶の郷」での買い物
→丸久小山園槙島工場の見学と抹茶試飲
野菜の生産現場の見学と生産者のお話（久御山町）
→綴喜おふくろ伝承の会による「さばずし」料理教室と昼食（京田辺市）
→杜氏の案内で酒蔵の見学（城陽市）
→ほうらくを使ってほうじ茶づくり体験（井手町）

→：ルート・順路を設定

／：ポイントのみ設定
資料：当該団体ＨＰ

③ 流動パターン（宇治来訪客）
・宇治市を中心とする観光客の最近の流動パターンは、次の通りである。（宇治市観光協会ヒ
アリング結果から）
▸広域周遊ルートは、京都→宇治（昼食）→奈良。宇治は昼食地で立ち寄りは平等院のみ。
▸京都高速，京滋バイパスで南北移動が便利になったため宇治を素通りするケースが減り、
滞在時間が延びた。バスツアーでは滞在３時間（昼食こみ）程度。
▸個人ツアー（旅行商品もある）はボランティアガイド（＠1000 円～4 時間）中心、バス
ガイドが案内するケースも。
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(3) 観光関連施設・サービス
① 宿泊
・宿泊施設のうち、ホテルは、ビジネスホテルが伏見区を中心に数軒立地するが、観光客向け
のものは見られない。
・旅館は、伏見ならびに宇治市に旅館、料理旅館が集積しており、宇治には高級旅館もみられ
る。
・その他に民宿や公共宿舎があるが、軒数は少ない。
■主な宿泊施設
エリア

伏 見 区

ビジネスホテル
・ アーバン・イン・伏見
・ アーバンホテル京都
・ 淀サンシャイン
・ 阿蘇
・ 寿々喜荘
・ ちとせ

・ 宇治第一ホテル

宇 治 市

久御山町 ・ ホテルブリッヂ
宇治田原町 ・
・ ビジネスホテル大安

旅館・料理旅館

民宿・ペンション

公共宿舎等

・ 桃山温泉月見館
・ 大西旅館
・ 近畿荘
・ 栄荘
・ 三十石船月見館
・ 清和荘
・ 田中亭
・ 月見館
・ 寺田屋
・ ホテルダイアナ
・ 三玉亭
・ 桃山いろは旅館
・ 鮎宗
・ 宇治川
・ 静山荘
・ 花やしき浮舟園
・ きみ家
・ 亀石楼
・ ふじごよみ
・ 塔見茶屋
・

・ 京の宿伏見

・

・ ふくや
・ ペンション宇治

・ 青少年文化研修道場

・

・

・ 赤政

・

・ くつわ池青少年山の家

・ 日の出旅館

・

・ アイリスイン城陽
・ プラムイン城陽
・ 青少年野外活動総合セン
ター

城 陽 市

資料：各地域の観光パンフレット、ガイドブック、ＨＰ及び電話帳
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② 情報提供

1) 案内窓口
・対象地域内の常設観光案内窓口は宇治市観光センターのみである。
・宇治市観光センターでは、宇治川塔の島前の観光中心地に有人窓口を置き、問い合わせ等に
対応している。
■観光案内所
エリア
宇治市

窓口・現地施設
宇治市観光センター
（宇治塔川２）

サービス内容
・パンフレット、観光ガイドマップ等の提供
・係員が対面・電話での相談に応じている
資料：宇治市役所ＨＰ

2) ＷＥＢでの情報提供
・インターネットＨＰでの観光情報提供については、各地域の自治体、観光協会、商工会など
が観光地やイベント、特産品、アクセス、その他観光サービスについて独自に情報提供を行
っているが、情報項目、内容の品質、情報量等に統一性は無い。
・下表以外に、京都府観光協会が府下全般にわたり情報提供をおこなっている。
■観光情報提供ホームページ
エリア
伏見区

ＨＰタイトル
おこしやす伏見
（行政区別観光情報システム）

歴史眠るまち
京都伏見

宇治市

久御山町

宇治田原町

城陽市

作成・提供団体
京都市伏見区
京都伏見
観光連携協議会

京都市観光文化
情報システム

京都市

（社）京都市観光協会

（社）京都市観光協会

宇治探訪

宇治市

（社）宇治市観光協会

（社）宇治市観光協会

宇治商工会議所

宇治商工会議所

久御山町

久御山町

久御山町商工会

久御山町商工会

宇治田原町

宇治田原町

宇治田原町商工会

宇治田原町商工会

城陽市の観光
あらかると

城陽市観光協会

情報内容
伏見エリア観光情報、深草エリア観光情報、醍醐
エリア観光情報、伏見の歳時記、各界わい詳細地
図、観光施設等の情報
新着ニュース、伏見散策マップ、伏見について、
伏見歳時記、伏見小話、交通アクセス等
京を見学する、京を鑑賞する、京を探求する、京
を楽しむ、京で買う、御利益社寺・通称施設、京
のお宿・料理店、京都アラカルト、京の駒札、保
勝会情報、おすすめコース、今月の特集・最新情
報、花だより等
行事・イベント、京都四大行事、修学旅行、京都
おこしやす大学等
宇治十帖、世界遺産、宇治観光案内、写真ダウン
ロード
ガイドマップ、総合観光情報、おすすめスポット、
お土産、ボランティアガイド、モデルコース、イ
ベント、交通アクセス等
宇治の名所、源氏物語ゆかりの名所、お茶の話、
名産品等
観光資源案内、特産品案内
特産品一覧、あるこうくみやま、交通アクセス等
観光情報(文化財・史跡、自然物、行事、特産品、
景観、施設、歴史の道、ケータイ用、観光パンフ、
観光イベント)
茶文化（緑茶発祥の地、利休の茶室、茶摘み体経
募集等）
歴史・観光、遊ぶ、お食事・ふれあい市、特産品・
お土産、ふるさとまつり、町内詳細地図等
城陽ＭＡＰ、城陽市とは、史跡・社寺・名所、イ
ベント・祭り、名産・特産品、宿泊・施設、販売
品紹介、観光コース、レンタサイクル等
資料：当該団体ＨＰ
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③ ガイド
・現在対象地域で活動している地元ボランティアガイド団体は宇治市、城陽市の２団体である。
（広域的な活動団体は除く）
・いずれも、有償ボランティア、英語対応であり、地域内を徒歩で案内している。
■地域内ボランティア観光ガイド団体一覧
エリア

団体名

宇治市

宇治観光ボランティア
ガイドクラブ

城陽市

五里五里の
ふるさとガイドの会

特 色
・ガイド数 81 名、1,000 円／～4 時間・１団体
・15 名までガイド１名が担当し徒歩で案内
・当日申込にも対応
・一般ガイドの他に英語、源氏物語、福祉対応あり
・ガイド数 27 名、1,000 円／1 団体
・徒歩で各観光コースを案内
・市民対象「城陽ウォーク」を年２回開催
・英語可
資料：京都府ＨＰ

(4) 交通アクセス
① 鉄道
・対象地域には、京阪本線、京阪宇治線、近鉄京都線、ＪＲ奈良線、ならびに京都市営地下鉄
東西線の５本の鉄道があり、京都、大阪、奈良方面と連絡し、ネットワークを形成している。
・主要駅に優等列車が停車し、京都からのアクセス時間は、近鉄京都駅から近鉄丹波橋駅へ６
分、ＪＲ京都駅からＪＲ宇治駅へ 15 分、京阪七条駅から京阪中書島駅へ９分となっている。
② 自動車
・対象地域では、第二京阪道路、京滋バイパス、京奈和自動車道阪神高速京都線の４本の高速
道路が、京都、大阪、奈良、および滋賀方面と結び、各インターの利用圏が地域を概ねカバ
ーしているが、木津川右岸地域は希薄である。
・あわせて国道１号、42 号、他の幹線道路が地域をネットワークしている。
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■交通基盤と周辺都市へのアクセス性
資料：京阪電気鉄道㈱、近畿日本鉄道㈱、ＪＲ西日本旅客鉄道㈱、京都市交通局ＨＰ
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(5) 観光関係主体
① 観光協会・振興団体
・観光協会等の観光振興に関わる組織が結成されているのは伏見区、宇治市、城陽市のみであ
り、久御山町、宇治田原町には専門組織は整備されていない。
■観光振興団体一覧
エリア
伏見区

団体名

特 色
・伏見観光協会、醍醐観光協会、淀観光協会、洛南保勝会、
京都伏見観光連携協議会
深草稲荷保勝会で構成

宇治市

（社）宇治市観光協会

城陽市

城陽市観光協会

・府下で社団法人は京都市、天橋立と並んで宇治のみ

資料：当該団体ＨＰ

② 広域連携組織
・市町の範囲を越えて広域的に連携して観光を推進するための組織として、以下の３つがある。
■広域連携組織一覧
エリア

組織名

伏見区
宇治市

伏見・宇治広域
観光連携協議会

京都市以南
全 15 市町

京都府
山城広域振興局

ＪＲ奈良線
沿線

ＪＲ奈良線沿線
観光キャンペーン
推進協議会

特 色
・伏見・宇治の観光面での連携を目指し、両地域にわたるス
タンプラリー（伏見宇治つながるスタンプラリー、クーポ
ン付き）等を実施。
・広域観光の振興に向けて、見所の紹介、イベントや旬の観
光情報等を紹介する観光チラシの作成配付（京都やましろ
旅のたより）、広域周遊モデルコースの公募・選定（ディ
スカバーやましろ魅力の旅）、観光ボランティアガイドの
紹介等を実施。
・山城地域の広域観光を推進するためにＪＲ奈良線沿線の自
治体、観光協会、ＪＲ西日本京都支社、山城広域振興局が
連携して効果的な観光情報等の発信をおこなうため、平成
18 年８月に協議会を設立。

資料：京都伏見観光連携協議会・京都府山城広域振興局ＨＰ、京都府山城広域振興局「広域観光情報誌」
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３．地域観光のポテンシャル
地域現況の整理結果に基づき、宇治・伏見周辺地域の観光面でのポテンシャルを整理する。ポ
テンシャルは、圏域での観光を進めるという観点から、他地域に対する強みとなる部分と弱みで
ある部分を抽出している。
■宇治・伏見周辺の観光ポテンシャル(1)

強

み

弱

み

宇治、伏見は一定の地域イメージを持ってお

京都と奈良の間に位置し、かつどちらでも無い

り、集客力も強い。

地域として中途半端で、地域イメージの打ち出

地区によってばらつきはあるものの、概ね四季
毎の入込がある。

しが弱い。
観光資源は少なくないが、全体としての魅力が

集客力

広域的には、京都または奈良とのセットでの来

不十分で、既存観光での集客力が低い。
日帰り観光が大分部を占め、宿泊滞在はわずか

訪が中心。

である。宿泊客も地域内宿泊ではなく、京都で
宿泊して足を延ばすというパターン。
宇治や伏見の一部を除くと、府外からの来訪客
は近畿圏内からが中心で、関東等からの広域的
集客は少ない。
古代（平城京、長岡京、平安京）から室町、戦

歴史関連の資源は豊富だが、時代の連続性やド

国、江戸、明治までの各時代の一級品の歴史資

ラマとしてのつながりに欠ける傾向がある。

源が点在する。世界遺産をはじめ、国宝、重文
クラスのものも多い。

宇治平等院や伏見稲荷大社等を除き、大規模な
集客力のある資源は少ない。

源氏物語、王朝文化、豊臣秀吉、幕末維新等の
歴史を感じさせる様々な歴史ドラマや人物語

観光資源

がある。

自然系の資源は一級品が少なく、見るだけでは
当たり前のもので観光対象としての魅力に乏
しい。

宇治川・木津川・桂川の三川がネットワークす
る自然が独自の魅力を醸成している。

全般的にみて、観光資源は豊富であるが、地域
毎にテーマ等が異なることから、全体としての

手つかずの自然ではなく、都市近郊に残るゆっ
たりとした自然、梅林をはじめ農と緑と川の醸
し出す里山の景観が魅力。
宇治茶、伏見の酒という全国的ブランドがあ
り、これにまつわる生活・産業文化も豊富にあ
る。また全国的な知名度は低いものの各地に特
徴的な農産品や工芸品等がある。
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魅力が不足。

■宇治・伏見周辺の観光ポテンシャル(2)

強

み

弱

み

周遊・体験

お茶関係の体験（生産、加工、調理 etc）が宇

お茶関係を除くと、農業や文化の体験プログラ

治を中心に多く、魅力を発揮。陶芸等の工芸関

ムが少なく、また季節や場所の偏りがあり通年

係もある。

的・地域全体での魅力に欠ける。

祭事・伝統行事は、各季節・各地にみられ、こ
こでもお茶関係のものが特徴的である。
一部でテーマ性の高い広域周遊ルート設定や
キャンペーン（源氏物語、お茶）が行われ、地
域の差別化が図られている。

サービス・情報提供

宇治には観光向け・高級感のある宿があり、宇

地域全体でみると宿泊施設が少なく収容能力

治川の景観等と相まって他にない魅力を発揮。

は不足。

宇治市・城陽市には観光ボランティアガイド組

ごく一部に魅力的な宿泊施設があるが観光向

織があり、重要な役割を果たしている。

けのサービスや情緒を備えたものは少ない。
観光情報提供が行われているが、自治体地域内
で完結し、また情報内容レベルもまちまちであ
る。広域的視点での発信はごく一部に限られ
る。
ボランティアガイド空白地域があり、また広域
的な観点でガイドできる人がいない。

交通

新幹線・京都駅経由、各高速道路利用で、鉄道、

木津川右岸の丘陵・山間地を中心に鉄道から離

自動車共に広域的なアクセスは極めて便利。

れた地域での端末交通が不十分で、自家用車に

地域内の鉄道ネットワークが密であり宇治・伏

依存。

見等沿線地域は徒歩観光が可能。

振興体制

宇治－伏見では連携協議会が活動をしており、

観光協会等観光振興を担う独立組織が無い地

地元主導での広域連携を進める母体として期

域がみられ、観光へのまちの力の結集、活用が

待できる。

不十分。
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４．地域観光圏検討に向けた課題
宇治・伏見周辺地域において滞在型観光圏の構築を目指していくために、次のような課題へ対
応して検討を行う必要がある。
① 滞在日数の設定
滞在型を前提とした観光圏づくりでは、何日くらいの滞在を目標とできるだろうか。
現状では、宿泊施設が比較的整っている宇治でも宿泊者は少なく、宿泊観光客は京都・奈
良観光の一部として京都に泊って訪れるのが中心で、それ以外はほとんどが日帰りとなって
いる。観光の中心地である京都市においても平均宿泊日数が 1.72 泊（１泊 56％、２泊 31％；
平成 17 年京都市観光調査年報）であることや、対象地域の観光資源や宿泊施設の質・量等か
ら判断して、２泊以上の滞在を期待するのは難しいと思われる。
現実的には、地域内で１泊、あるいは地域内での１泊に京都又は奈良泊を加えた２～３泊
が妥当であり、１回の訪問での長期滞在よりも短期滞在で何回も来てもらうリピーターをめ
ざす方が良いと考えられる。
② 誘客ターゲットの想定
○国内来訪者
歴史や伝統産業などが主体である観光資源からみて、旅行経験が豊富で著名観光地よりも
じっくりと地域を巡るような観光を指向する中高年者がメインターゲットになると考えられ
る。
一方、現状でも宇治へは若者が増えており、古いイメージでとらえられがちであった「お
茶」を新しい飲料・食品として楽しんでいること、また日本の伝統文化の再評価気運が高ま
っていることなどから、若者層へもアピールできると思われる。さらに、京都では味わえな
い文化や農業の体験等を売り出すことで、京都へ訪れる修学旅行なども誘引することが可能
である。
このようなことから、誘客ターゲットは中高年を中心としながら幅広い層を対象としてい
くべきである。
○外国人来訪者
外国人については、現状では地域内宿泊はわずかで（乙訓・山城 58 百人／京都市 8,027
百人＝0.7％）あるが、リピーターの外国人（欧米系中心）には日本の伝統的な生活や文化を
じっくりと味わいたいというニーズが出てきており、日本の代表的食文化の一つ「お茶」な
どは恰好のテーマとなる。京都や奈良を訪れる外国人をターゲットに、本物の日本を体験す
るエクスカーションツアーとしてセットすることが考えられる。
③ 連携圏域の設定
連携圏域の範囲をどの程度に設定して検討していくのか？あまり狭い地域であれば、個別
自治体や観光地での取り組みと大差なく、逆に広くとりすぎると地域の個性が薄まってしま
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う恐れがある。対象地域を南部地域全体でとらえると、大きな河川で地域内が分断され、歴
史・文化・自然等地域の成り立ちや個性にも差があるため、南部地域としての個性を発揮し
づらく観光地としてのアピールができなくなる。
対象地域の観光資源の集積状況や観光地域としての知名度等を勘案すると、宇治、伏見の
２地域が中核となる。この個性的な２つの観光地を中核とし、隣接する宇治田原、城陽等を
取り込んだ「宇治・伏見周辺地域」を連携圏域として設定し、様々な取り組みを検討してい
くのが適当であると考えられる。
その上で、テーマルートや周遊プランの設定においては、さらに周辺地域の魅力ある資源
を適宜取り入れたり、また①の滞在日数で触れたように、京都・奈良と一体化する中での数
日滞在プランの検討なども行うべきであると考える。
④ 連携の基盤となる地域固有の魅力の向上
観光圏としての魅力を検討していく場合に、その源泉となるとのはそれぞれの地域が持つ
魅力の高さである。地域の個性・魅力があって始めて相互連携の相乗効果を期待することが
できる。そのため地域の核となる宇治、伏見の魅力向上を考えていく必要がある。
○宇治
宇治は、世界遺産平等院、源氏物語、お茶という一級品の観光資源を持ち、観光地として
の名声、集客力とも高いものがあるが、平等院周辺に集中したコンパクトな観光地であり、
また宿泊機能が不十分なこともあり、現状のままでは集客力に限界がある。
魅力向上のキーの一つである「源氏物語」については、
「源氏物語千年紀」で培ったイベン
ト等のノウハウや地域間ネットワークを今後とも継続的に活かしていくことが必要である。
もう一つのキーである「お茶」については、お茶の生産・加工・流通・販売の各段階、茶
に関わる文化・芸術等、茶関連の様々なモノ・コトを宇治で体験できるとともに、周辺地域
との連携でより広く・深く味わうことのできる方向での取り組みが必要である。
○伏見
伏見では、中書島周辺の旧伏見城下町を中心に、豊臣秀吉、幕末・維新、名水、酒、十石
舟などの多彩な資源を売り出しながら観光振興を進めているが、現在は日帰りや京都からの
立ち寄り観光地であり集客力も十分であるとはいえない。
地域観光の中核的な機能をさらに高めていくためには、宿場という立地特性を活かした魅
力的な宿泊施設の整備や飲食の充実などで昼夜の滞在を楽しめる場所としていくとともに、
伏見や醍醐、淀等、隣接地区とのつながりを強化し、滞在時間を増やしていくことが必要で
ある。
また、淀川・宇治川・高瀬川を結ぶ舟運の港という他には無い魅力と十石舟の取り組みな
どを発展的に活用するために、宇治川筋の水のつながりの拡大が効果的であり、久御山、八
幡やさらに下流地域との連携も視野にいれていくべきである。
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⑤ 地域イメージ打ち出しの方向
伏見・宇治周辺地域として、全国的にアピールできる地域イメージを設定し、地域を売り
出し知名度を向上させていく必要がある。
宇治・伏見周辺地域は、例えば次のような視点で地域イメージを創出していくことが考え
られる。
▸京都と奈良を結び、文化や産業等で重要な役割を発揮
▸古代から近代にわたる歴史資源が豊富
▸茶、酒という独自の食・産業文化
▸宇治川・木津川の流れが結ぶ自然と文化
南部地域全体については、
「京都市以外の京都府南部地域」というエリアであり、地域イメ
ージが描きにくい。もし南部地域としてのイメージづくりをするならば、いくつかのエリア
に分けて、エリア毎に設定するなどの方法が必要と思われる。
⑥ 周遊・滞在テーマの設定
○テーマ
地域資源の特徴を活かして京都や奈良にない個性的な旅を楽しめるようないくつかのテー
マを抽出し、これに基づき周遊ルートや滞在のプログラムを検討していく必要がある。この
テーマ検討の上で、対象地域で生かせる代表的な要素として以下のようなものがあげられ
る。これらテーマに沿ってどのような興味深い物語を提供していけるかが、地域魅力を向上
させるために不可欠である。
▸お茶：生産から味わい、文化までの様々な現場と体験
▸酒：生産から味わい、文化までの様々な現場と体験
▸水：川・池の水、信仰と水、食べ物と水、水と都市・まちづくり、水と交通
▸風景：川や里山
▸人：歴史を動かした人と物語
▸時代の流れ：古代から近現代までの連続的な時間の流れ
▸健康：自然とゆったりとした時間、体にやさしい食品
○プログラム設定上の留意点
設定したテーマに基づきプログラムを検討する際に、次のような点に留意すべきである。
▸テーマ性と総合性のバランスを重視する
▸他には無いここだけの本物体験を入れる
▸地元の人や有識者の案内や語りがある
▸食・季節感を盛り込む
特にテーマ性と総合性のバランスが重要と考える。一つのテーマにこだわり単調なプログ
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ラムを組むと深みのないものになってしまう。一定地域の中で関連のあるテーマをいくつか
盛り込んだり、一見関係の無いものが、じっくりと見ると実はあるテーマで関連づけられて
いたと気づくような方向での設定が望ましい。
⑥ 観光客受け入れサービスの整備
○宿泊・飲食サービス
宿泊機能は絶対量が不足しており、また地域的な偏りも大きい。滞在型の地域をつくるた
めには、圏域内での宿泊や飲食機能をどこに配置し、周遊パターンや客層との関わりでどの
ような役割分担をしていくのか、圏域全体からの俯瞰で検討していく必要がある。
大規模な宿泊機能を整備していくのは現実的ではなく、京都・奈良の宿泊機能との連携も
視野にいれながら、地域内では、京都にはない小さくても個性的な宿を育てていくことが望
ましい。
▸農家民宿、Ｂ＆Ｂ農村地帯とのネットワークで農家民宿等の機能を育てていく
▸こだわり旅館（川がみられる、体験とセット、地元食材だけ使用 etc）
○案内サービス
見るだけで満足の得られる観光ではなく、地域の背景を理解し物語を楽しむことで魅力が
増すような観光圏を創出していくためには、具体的に見せたり、語ったり、また体験させる
ことを手助けするガイド役が不可欠である。
ボランティアガイドの空白地域もあるため、各地でのガイドの育成や体験の場所・機会を
増やしていくこと、またガイドについては、広域的な視点で案内できるような人材も必要で、
そのための人づくり、組織づくりや連携のあり方について検討する必要がある。
○情報発信・相談サービス
観光圏のイメージ発信から個別の周遊ルート、地域での楽しみ方、周遊・滞在のための情
報（交通・宿泊等）等までの情報を観光圏として具体的に発信することが重要で、発信する
情報内容、手段、役割分担等について検討する必要がある。
なお、情報提供の前に、まずは連携する地域間での相互理解と情報共有が優先される。
○交通サービス（公共交通サービス）
対象地域は、車でのアクセス、地域内移動も便利である。しかしながら、特定の拠点的施
設で閉じたような観光ではなく、地域に散在する多様な資源や出会いを結びつけることで地
域全体の魅力を生み出そうという観光がふさわしい当地域では、ゆっくり歩いて地域との交
流を行うような旅のスタイルが適している。そのため車よりも鉄道等の公共交通機関、そし
て自転車や徒歩による移動を楽しめるような環境を整備していくことが望ましい。
新たなインフラ整備は難しいため、基本的に現行の交通基盤を活かしながら、経路やダイ
ヤなど交通サービスの細かな検討、地域の交通機関共通の情報提供、広域の共通乗車券や観
光サービスとセットになった割引等のソフト面での一体的な交通ネットワーク促進策を検討
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していく必要がある。
○交通サービス（自転車・舟運）
公共交通サービスに加え、交通機関そのものが楽しい観光目的ともなりうる、自転車や舟
運の活用も検討したい。
自転車は、徒歩を補完して狭い地域内を移動するだけでなく、快適性を活かした中距離移
動に適した存在である。本地域のような鉄道網が発達した地域では、駅と駅の間にある観光
スポットを自転車で巡ることで、クルマやバスに頼らない広域的周遊が可能となる。その具
体化のためには、主要駅で自転車を貸出し各駅で乗り捨てが可能なレンタサイクルシステム、
自転車持込可能な鉄道の運行などを検討していく必要がある。
舟運については、宇治・宇治川の観光通船、伏見・宇治川派流の十石舟が人気を集めてお
り、鵜飼や酒蔵等のソフト・ハード資源と相まって観光地個性化の重要なアイテムになって
いる。伏見～八幡（淀川三川合流地点）間では、平成 18 年から社会実験として十石舟の運行
が行われ宇治川舟運による地域の魅力化が模索されている。また木津川はカヌースポーツの
メッカとして愛好家の間では名高い存在である。これらの動きを踏まえつつ、地域間を結ぶ
舟運を実現することができれば、川で結ばれた地域特性を活かした魅力的な観光圏、周遊ル
ートを売り出していくことが可能となる。
⑧ 各地域と広域での取り組みマネジメント体制の構築
物見遊山観光から地域発・広域連携の観光へ転換していくために、地域で「観光交流」を
軸とするまちづくりが必要。地域での取組を繋ぎあわせ、全体としての魅力を向上させる取
り組みであり、地元の人自身が楽しみながら地域での観光交流の動きをつくりだし、その上
で地域間連携によるメリットを感じてもらえるような道筋を作っていく。
地元からの発意を受け止め、それを形にしていく支援のしくみは何か、広域的に連携して
取り組む受け皿として必要な組織やマネジメント人材、地域間の役割分担、事業調整等を行
うテーブルをどのような形で構築するのか、その方向性を検討する必要がある。そのために、
まず現状の地域での取り組みやマネジメント状況を把握しておく必要がある。
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観光関係主体ヒアリング結果

資料１

(1) 宇治市観光協会
ヒアリング対象者：多田次長

■宇治市観光の現状
○集客状況
入りこみ客の目標を５００万人においている
平等院平成大修理が終了（18 年９月）後、拝観客数は各月前年を上回っている。特別拝観等も実
施。
以前はマスコミ等にあまり露出しないようにしていたが、今は積極的に露出。今年４月 10 日から
は JR 東海「そうだ京都行こう」ポスターに平等院の藤が出る。

○観光資源
平等院が集客の核であり JR 利用で来訪する人の７割は平等院へ寄る。
宇治平等院の認知度は、横浜で 70％、京都大丸では 90％。
宇治上神社の知名度は低い。隠れた世界遺産。
表参道の石畳道、電線類の地中化を実施。

○客層
ＪＲ利用者：新幹線で関東から京都に来た客。初回、2 回目が中心。
京阪利用者：大阪からのリピーター（4～5 回／年）が多い。

○周遊パターン（地域内）
歩いて回れる観光地として半日ルートを推奨。８割方の人が宇治橋周辺を回るパターン。
周遊ルートは、宇治十帖中心、源氏物語の 54 話のうち最後の十。空想の物語ではあるが、実際の
景観を見ることができるのは宇治だけ。

○周遊パターン（広域）
広域周遊ルートは、京都→宇治（昼食）→奈良。宇治は昼食地で立ち寄りは平等院のみ。
観光バスでの来訪者は有料駐車場（20 台キャパ）がひとつで、そこしか利用できない。源氏ミュ
ージアムには４台（観光バス）あるが、教育利用などに特化。
京都高速、京滋バイパスで南北移動が便利になったため宇治を素通りするケースが減り、滞在時
間が延びた。
バスツアーは滞在３時間（昼食こみ）
個人ツアー（旅行商品もある）はボランティアガイド（＠1000 円～4 時間）中心、バスガイドが
案内するケースも。

○宿泊観光
関東からの 2～3 泊の京都観光に 1 日は宇治を組んでもらえるようになった。京都駅から電車なら
新快速で 15 分と便利。京都に泊まって、宇治を日帰りするというパターン
一部に宇治泊もいる。リピーターでゆっくり宇治ですごしたいという人。たとえば宇治川沿いの
旅館をとって川を眺めるなど。
宇治は宿泊施設のキャパが不足している。料理旅館なら 1 万 5 千円以上、ホテルでも 1 万円以上
で安い宿は少ない。民宿はあり。

○食
最近はお茶のスイーツが人気。お茶屋さんが売り出して蔵を利用した喫茶店とかが増えてきた。
寿園、辻利等もショップを出している。
その結果「るるぶ」や「じゃらん」にもとりあげられ、客の年齢層も下がってきている。
ペットボトルのお茶の影響も大きい。各社が宇治の老舗を使っており、イメージとしての宇治の
普及効果・露出効果はある。

■観光振興の取組
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キャンペーンはエージェント向きには、京都府観光連盟東京で、京都館（京都市）
、東京事務所（京
都府）、京都府物産協会の百貨店キャンペーンでの資料配布等。
受け入れ体制の強化を始めた。マイカーが増えて問題が大きい。行政が動いてくれないので平等
院と協力してハイシーズンには臨時駐車場をやっている。

■地域連携について
○宇治・伏見
「伏見宇治広域観光連携事業」は、京都府の呼びかけで（17 年～19 年）まずは情報交換、相互理
解からということで月に 1 回会議をしている（通算 22 回）
。お互いのイベントへ参加ができない
か、クーポンをつけるなど。
伏見宇治の共同キャンペーン（クーポン付）でパンフ作成した。18 年度は地元での理解目的で地
元配布、19 年度はＪＲ南海高野山まで配付した（5 万枚）。
クーポンの利用数増えた。行政は金を出してくれないので、宇治市観光協会、伏見観光協会が負
担している。

○ＪＲ奈良線沿線
ＪＲ奈良線沿線協議会が山城地域で。山城広域振興局が音頭。18 年度発足し、今年度は沿線マッ
プやキャンペーンなど実施。

○周辺地域との関係
宇治から周辺地域へ働きかけることはこれまでは無いが、先方からのオファーはある。
大津・石山地域。京都へ向けては通過地域なので、むしろ宇治との連携を効果的とみている。京
滋バイパス利用で観光バスで 15 分。
南山城地域。宇治以南はがくんと客が減る。宇治からの客の流れを期待している。

○観光協会の立場
府内観光協会で社団法人は京都市、天橋立、宇治のみだが、行政からの出向がないのは宇治のみ。
行政から独立しているが、資金が大変で、地元会員向けの成果があって初めて会費を出してもら
える。そういう点で、宇治のなかだけやればよいという会員も多い。
しかし連携についてはＴＯＰの意向が左右する。従来は宇治だけでという意見だったが、今の親
分は、近くに来る人を宇治へひっぱる、逆に宇治から他へ行っても良いという考え。京都観光の
流れを生かすというのももちろんある。
宇治の本音としては、やはり京都の観光客と連携したい。例えば京都との位置関係でみると類似
する亀岡と比較すると宇治の方がかなり優位。

○今後の連携の可能性
宇治観光の柱はやはり①源氏②お茶である。お茶について、連携協力できる部分はやっていきた
い。
宇治は茶園が減っているし梅林も無い。南山城は田舎観光であり、宇治田原や南山城の茶畑での
茶摘みや工場見学等のニーズは高い。
川つながりは意識している。保津川くだり、トロッコ列車のイメージか。ただし、宇治川は生活
感があっておもしろくない。
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(2) 伏見観光協会
ヒアリング対象者：永山会長

■宇治市観光の現状
○集客状況
醍醐～宇治の連携をやっている、また 1・2 月は稲荷大社への入込が多いので、これらから伏見旧
市街へ客を流したいがうまくいっていない。
伏見観光の現状は、日帰りが主体で、宿泊であっても京都市内宿泊がほとんどである。
宿泊施設は観光客向けのものが少なく、最近はこだわりの旅館（１日３～４組みしか泊めない）
がお客さんにおすすめできる旅館は少ない。

○伏見観光振興の方向
魅力的な宿泊施設が無いので、伏見本陣跡に本格的な旅館をつくりたいという希望を持っている。
伏見は宿泊施設が少ないだけでなく、宿泊地としての様々な魅力に欠けるため、町並み景観整備、
夜も楽しめる町づくり、温泉掘削による酒風呂などを実現させていきたい。
今年のＮＨＫ大河ドラマの篤姫も伏見の本陣に泊まっているはずである。これらのヒストリーを
整理していきたい。
伏見は港町、宿場町、城下町、酒蔵の町という顔があり、歴史的な時間の流れに乗りヒストリー
が描けるが、目に見えるものが少ない。

○連携の現状と可能性
連携を考える前に、まず伏見の町の魅力を高めることを先にやらないと連携できない。
伏見と宇治の連携は 10 年前から取り組んでいたものが一時中断しており、最近再開された。
連携は宇治だけでなく、淀川筋を通った枚方～大阪、京街道や街道と、水と陸の道で結ぶ連携を
イメージしている。
伏見～宇治に加えて、八幡との連携での観光振興は実現の可能性が高いのではないか。
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