
歴史的景観の保全に関する
具体的施策（素案）の変更・充実案

世界に誇る歴史的景観を未来につなぐ
京都の景観づくり

別紙



（２）専門家派遣制度の拡充

（１）景観上重要な建造物や樹木・緑地に対する支援策の充実

（３）より良い計画へと誘導するための支援

① 景観重要建造物等の指定拡大

② 保存樹の指定の推進

① 歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）の作成

② 京都市優良デザイン促進制度の積極的な運用

柱2 有効な支援策

（２）寺社等と連携した景観づくり・まちづくりの推進

（１）景観に関するあらゆる「情報」を共有・発信するしくみの構築

① 地域景観づくり協議会制度等の推進

③ 地域状況に応じた都市計画制度の導入の検討

④ 緑地協定の推進

② 地域の歴史的資産や特徴を生かしたまちづくりの推進

柱3

① 景観情報共有システム（ウェブGIS）の構築・公開

地域の歴史や，風土，文化等，その地域で大切に守っていくべきものを市民や事業者，
歴史的資産の所有者の皆様と共有しながら，３つの柱を一体的に進めます。

（２）デザイン基準のきめ細かな対応と方針の充実

（１）京都市眺望景観創生条例の進化・充実

① 視点場を追加指定(境内の眺め，「しるし」への眺め)

② 参道や門前等を新たに視点場として指定

① 擁壁に関するデザイン基準の明確化

② 景観計画，風致保全計画における地域別方針の充実

③ 事前協議（景観デザインレビュー）制度の創設

景観規制の充実柱１

歴史的景観の保全に関する具体的施策（素案）の構成

景観づくりの推進
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眺めの保全に関する規制の概要について（眺望景観創生条例）

〇 平成１９年に全国初となる「眺め」に関する総合的な仕組みとして「眺望景観創生条例」を制定

〇 優れた眺めを守るべき場所を「視点場」として指定

〇 視点場の周囲を「近景デザイン保全区域」として定めることで，新しい建物を建てる際の色彩や
デザインの基準を指定
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眺めの保全に関する規制の概要について（新たに視点場に指定する寺社等）

世界遺産をはじめとした寺社や離宮などの境内と
その背景にある空間が一体となってつくる景観

世界遺産
上賀茂神社，下鴨神社，東寺，清水寺，醍醐寺
仁和寺，高山寺，西芳寺，天龍寺，金閣寺，
銀閣寺，龍安寺，西本願寺，二条城

離宮など 京都御苑，修学院離宮，桂離宮

既指定１７箇所

１０箇所追加
(合計２７箇所）

大徳寺，北野天満宮，相国寺，妙心寺
東本願寺，南禅寺，平安神宮，知恩院
建仁寺，東福寺

併せて！

参道や門前，歴史的資産周辺の通りなどを
「視点場」に指定

五山の送り火のように歴史的・文化的な
もので，目印となる＜しるし＞を眺める
時の町並みが一体となってつくる景観

（一例）銀閣寺の境内の眺め

(一例）西大路通からの「左大文字」

１箇所追加
（合計８箇所）

八坂通から
八坂の塔を見る眺め

【知恩院門前周辺の眺め】【東福寺の参道の眺め】

既指定７箇所

賀茂川右岸からの「大文字」
西大路通からの「左大文字」

など

合計２７箇所の
寺社等のうち

２３箇所

３

❶【境内の眺め】について ❷【「しるし」への眺め】について



境内から500ｍの範囲で，境内から見える場所に
新たに建物を建てる場合は…

参道や寺社等に沿った道路沿いで，
新たに建物を建てる場合は…

勾配屋根 塔屋なし

通りになじんだ
屋根の材質
（瓦ぶきなど）

通りになじんだ
屋根の形状

緑・塀の連続性

近景デザイン保全区域のデザイン基準の概要

※ 視点場から視認できる建築物のみ，上記の基準が適用されます
４



近景デザイン保全区域

視点場

当初案

参道臥雲橋（敷地内通路）

敷地内通路

境内

視点場 近景デザイン
保全区域（500m）

塔頭を含む
一体的な
エリアを
視点場に指定

20m

20m

20m

【柱１：景観規制の充実】の変更・充実内容➀

東福寺の視点場及び近景デザイン保
全区域の範囲を変更する

変更・充実内容

主な御意見 ： 塔頭の景観についても
検討してほしい

５

臥雲橋

変更案



仁和寺の門前の眺め

知恩院周辺の眺め

京都御苑の外周の眺め
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【柱１：景観規制の充実】の変更・充実内容➁

「参道等の眺め」の名称を「歴史的資産周辺の通りの眺め」に変更する

変更・充実内容

下鴨神社の参道の眺め

二条城の外周の眺め

醍醐寺周辺の眺め

❶
門や鳥居へ向かう参道や門前の道路としての

位置付けが明確なもの

（例：下鴨神社，清水寺，東福寺，仁和寺 等）

❷

❸

塀や石積み，生垣等が「境内の眺め」としての

視点場を廻り，それらに沿って特徴ある眺めが

享受できる道路

（例：京都御苑，西・東本願寺，二条城，東寺 等）

「境内の眺め」を指定する視点場とその他の

歴史的資産が連続し，優れた通り景観を形成して

いる道路

（例：知恩院，桂離宮，醍醐寺 等）

主な御意見 ： 「参道等」における指定の考え方が分かりにくい
醍醐寺の参道等の候補である南側の道路は参道として利用されることはなく，
他の候補に比べて異質である
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【柱２：有効な支援策】の変更・充実内容➀

眺望景観に係るデザイン基準の具体的な運用や事前協議（景観デザインレビュー）制度の進め方等を
分かりやすく解説した「ガイドライン」を作成し，制度の柔軟な運用を図る

これまでから建築物の高さやデザイン，屋外広告物の規制内容等を具体的な事例や写真を交えながら，
分かりやすく解説した「京の景観ガイドライン」を作成している。

新規作成

変更・充実内容

主な御意見 ： デザイン基準については，硬直化せずに弾力的な運用ができるようにすべき

７

● 視点場からの見え方等の状況に応じ，日本瓦や銅板等と同等に良好な眺望景観を創り出す
ような材料を認めること。
● 事前協議（景観デザインレビュー）制度を通じ，地域の景観の特徴等に応じた柔軟な運用
を図ること。

記載内容の一例（案）

視点場から見える

視点場から見えない

制限なし

ほとんど
見えず影響
なし

近くて
良く見える

日本瓦葺き
塔屋なし

和風デザイン

日本瓦等と
同等の眺め
を創り出す
材料可



事前協議（景観デ
ザインレビュー）

景観に関する
許認可

建築確認

現
在
の
手
続
フ
ロ
ー

様々な分野の専門家と協議

事前協議の対象範囲 事前協議の対象行為

境内の視点場に面するところ

上記以外の近景デザイン保全区域での大規模な新築，増築
（床面積2,000m2超），大規模な工作物の新設

手続の流れ

での建物の新築，増築，工作物の新設

建築される方は…

● 計画の構想，基本計画など早い段階で，景観に関する
許認可申請に先立ち「景観デザイン計画書」を届出

● その後，計画について専門家と協議

● 専門家から任意でアドバイスを受けることが可能

良好な建築計画を誘導するための事前協議（景観デザインレビュー）制度を新たに創設（２７箇所）

参道等の視点場に面するところ

＜イメージ図＞

【柱２：有効な支援策】の変更・充実内容➁

事前協議（景観デザインレビュー）制度の対象以外の建築計画等についても，
任意で事業者や建築主が，事前協議（景観デザインレビュー）制度の専門
家からの助言を受けられることとする

変更・充実内容

主な御意見 ： 規制・手続強化に伴い，助成金以外の支援策も検討してほしい
８



事前協議（景観デザインレビュー）制度の対象となる２７箇所の寺社周辺地域において，境内地からの優れた眺めや周辺の歴史的な町並み，

地域の歴史や文化，まちの成り立ちなど，新たに建築を計画する場合に参考となる情報を伝えるための資料として作成・公開

なるほど！！
この地域には素晴らしい
歴史や文化があるんだな。

 
＜歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）のイメージ＞

【柱３：景観づくりの推進】の変更・充実内容➀

地域と協働したワークショップ等の取組により，「歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）」に
地域ならではの情報（地域の景観の特徴や歴史・文化等）を反映する

変更・充実内容

主な御意見 ： 事前協議（景観デザインレビュー）制度に一般市民や地域住民などが参画できるようにしてはどうか

歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）の作成・公開

９

地域が大切にしている景観や，地域
特有の情報を共有できるようにします



【柱３：景観づくりの推進】の変更・充実内容➁

地域景観づくり協議会制度の推進

地域景観づくり協議会制度において，協議会と本市との情報共有をより一層図るため，
本市に事業者から提出された意見交換報告書を本市が協議会へ提供できることとする

変更・充実内容

主な御意見 ： 地域景観づくり協議会制度に基づく意見交換の結果が，どのように反映されたのかを
協議会にフィードバックする仕組みも必要ではないか

新しく地域で建築される方や事業者に対して，建物を建てたりする前に，地
域のこと，地域で大切にしていることなどを伝えることができます。

話し合いの機会づくり

① まとまった地域において，景観づくりのための 「協議会」をつくります。
② 地域で大切にしたいことや残したいことを確認し，めざすまちの姿を
「計画書」にまとめます。

普段からのつながりづくり

● 地域景観づくり協議会制度とは…

■制度の目的

地域の方々が景観ビジョンや方向性を共有し，
新たにその地域で建築される事業者等とともに，
地域の景観づくりを進めていくことを目的とした制度

■制度の仕組み

①「協議会」と②「計画書」を京都市が認定します

●「地域景観づくり協議地区」における手続の流れ

➀ 事業者が，建築物や工作物等の新築，改築等を計画

➁ 事業者は，地域景観づくり協議会と意見交換を実施

➃ 景観に関する手続（美観地区での認定，風致地区の許可等）

事業者は，「地域景観づくり計画書」の内容を踏まえて，
事業計画を検討

市が，意見交換報告書を協議会に
提供できるように規程整備

１０

➂ 事業者は，意見交換報告書を京都市に提出

事業者と地域景観づくり協議会は，
「地域景観づくり計画書」の内容を踏まえて，
事業計画について意見交換


