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１ 

１-１ 宇治市歴史的風致維持向上計画策定の背景 

 

 平成 21 年７月に公表した「宇治茶と歴史・文化の香るまちづくり構想」の実現を図るため、今
年度より宇治川太閤堤跡及び新たな拠点の整備基本計画に加え、その周辺地区における面的な計画

づくりを進める必要がある。 
 この計画づくりに際しては、平成 20年 11月に施行された歴史まちづくり法（正式名称：地域に
おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律）を活用し、同法に基づく歴史的風致維持向上計画

を策定していきたいと考えている。 
 
 
 

■計画策定の枠組み 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■宇治市における歴史的風致維持向上計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治市の取り組み 
 
 

 

 

 

このほか、関連課（12課）にわたる 

多数事業と連携 

国や京都府の取り組み 

基本理念 

 みどりゆたかな住みたい、 
           住んでよかった都市 

第４次総合計画  （期間：平成13年～平成22年※） 

 

【土地利用の基本的方向性（市域全体）】 

○宇治市都市計画マスタープラン（平成16年３月策定） 

○宇治市農業振興地域整備計画書（平成6年12月策定） 

○宇治市みどりの基本計画（平成13年３月策定） 

【歴史まちづくりを推進する背景】 

○宇治市観光基本計画（平成14年３月策定） 

○交通バリアフリー構想（平成19年３月策定） 

○宇治市まちづくり・景観条例（平成20年４月条例制定） 

○宇治茶と歴史・文化の香るまちづくり構想（平成21年７月策定） 

施策の基本的枠組みを示す計画等 

市域で進行中のまちづくり関連計画等 

 

記載すべき事項 

宇治市歴史的風致維持向上計画  

将来都市構造図 第4次総合計画（平成19年） 

 

上位計画として 

位置づけ 

連 携 

宇治市における 

歴史的風致の維持及び 
向上に関する方針 

歴史的風致維持向上 

施設の整備又は管理
に関する事項 

重点区域の 

位置及び区域 

文化財の保存又は 

活用に関する事項 

歴史的風致形成建造物 

指定の方針 
管理の指針となるべき事項 

計画期間 

宇治茶と歴史・文化の香る 
まちづくり拠点整備計画 

文化財総合的把握調査 

宇治市景観計画（変更計画） 

宇治川太閤堤跡 
保存管理整備基本計画 

重要文化的景観（追加拡大） 

国や京都府の取り組み 

宇治橋通り整備基本計画（京都府） 

淀川水系河川整備計画（国土交通省） 

 ・塔の島地区河道整備 
 ・天ヶ瀬ダム再開発  

 １．歴史的風致維持向上計画の策定について 

※第５次総合計画（平成 23 年～）策定後に再整理 

文化財総合把握調査 
（全市域を対象） 

歴史的風致維持向上計画 

【宇治橋周辺地区】 

 保存、活用、整備に
関する事項 

 計画期間 など 
 

【黄檗地区】 【白川地区】 

重要文化的景観 景観計画（重点区域） 

 歴史的風致の維持及び向上
に関する方針 

 重点区域の設定（拡大予定を
含む） 

H21年7月公表 

H21年度実施中 

H21年7月告示 

現
在
策
定
中 

宇
治
川
太
閤
堤
跡 

整
備
基
本
計
画 

拠
点
整
備
基
本
計
画 

  

歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

 

 宇治茶と歴史・文化の香るまちづくり構想 
宇治川太閤堤跡 

（史跡指定） 

文
化
的
景
観
整
備
計
画 
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１-２ 計画策定の体制 

 

■歴史的風致維持向上計画策定の流れ 

 
歴史まちづくりワークショップの結果を踏まえ、歴史的風致維持向上計画検討委員会を設置して

検討を行うとともに、計画案に関するパブリックコメントを募集するほか、文化財保護委員会やま

ちづくり審議会等の意見を聞いた上で計画を策定し、認定申請を行うものとする。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

■検討スケジュール（案） 

 

 今後５回程度の会議を経て計画案の策定を行うとともに、平成 22 年度末頃には国に歴史的風致
維持向上計画の認定申請を行いたい。 
 
 
 

21 年度 22 年度 23 年度 
項 目 

1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 4～6 月 7～9 月 

文化財総合把握調査 
                     

歴史まちづくり 

ワークショップ 

                     

宇治市歴史的風致 

維持向上計画 

                     

歴史的風致維持向 

上計画検討委員会 

                     

各種委員会等 

パブリックコメント 

                     

 

申
請 

計画策定体制      

5回程度の会議を予定 
（H22年 3月頃～H22年 12月頃） 

歴史まちづくり 
ワークショップ 

協議・調整 

移 

行 

報 

告 

歴史的風致維持向上計画の決定 

市 長 

国土交通省・文部科学省・農林水産省 

認
定 

事
業
の
推
進 

都市計画審議会 

・文化財保護委員会 

・文化的景観検討委員会 

・まちづくり審議会 

パブリックコメント 

歴史的風致維持向上協議会 

（法定協議会） 
学識経験者 

重要文化財建造物等所有者 
NPO等 
行政 など 

提案・意見 

提案・意見 

公表・意見 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 協議会 

申請 認定 

歴史的風致維持向上計画検討委員会 

学識経験者、京都府、宇治市 

歴史的風致維持向上計画案の策定 

意 
見 

歴史的風致維持向上計画 

庁内ワーキング 12 課 

市民環境部、建設部、都市整備部 
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１-３ 検討概要（宇治市歴史的風致維持向上計画 目次案） 

 
 

はじめに 

 １．計画策定の背景 

 ２．計画策定の目的と役割 

 ３．計画策定の実施・推進体制 
   ①計画の位置づけ 
   ②計画の実施体制 
 ４．計画策定の経緯 

 
第1章 宇治の歴史的風致形成の背景 

 １．自然と風土 

 ２．歴史と文化 

 ３．宇治の都市形成の歴史 

 ４．茶業 

 
第2章 宇治の歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

 １．文化財等の分布状況 
   ①国指定・選定文化財等の分布状況 
   ②府・市指定文化財等の分布状況 
   ③重要文化的景観 
   ④伝統的家屋を含む未指定の文化財等 
 ２．宇治の維持及び向上すべき歴史的風致 

 ３．宇治の歴史的風致の維持及び向上に関する方針 
   ①宇治の歴史的風致の維持及び向上の意義 
   ②宇治の歴史的風致の維持及び向上に関する課題 
   ③宇治の歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針 
 

 
 

 
 

 

第3章 重点区域の位置及び区域 

 １．重点区域設定の考え方 

 ２．重点区域の位置及び区域 

 ３．重点区域の歴史的風致の維持及び向上の効果 

 
第4章 良好な景観の形成に関する施策との連携 

 １．重点区域における景観計画の活用 

 ２．重点区域における都市計画の活用 

 ３．重点区域における屋外広告物の規制 

 ４．重点区域における市独自条例の運用 

 

第5章 宇治の歴史的風致の維持及び向上のために必要な事項 

 １．文化財の保存及び活用に関する事項 
   ①市域全体に関する事項 
   ②重点区域に関する事項 
 ２．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

 ３．その他、歴史的風致の維持及び向上に資する事業 

 

第6章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

 

第7章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 
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８-５ 宇治市域の文化財等の概要 

 

１-４ 宇治市域の文化財の分布等 
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番号 名　　称 種　　類 所　在　地　 時　　代

45 木幡古墳群17号支群 古墳群 木　幡 古墳後期

46 木幡古墳群18号墳 円墳 木　幡 古墳後期

47 木幡墳墓群19号墓 墳墓 木　幡 平安か

48 木幡古墳群20号支群 古墳群 木　幡 古墳後期

49 木幡古墳群21号支群 古墳群 木　幡 古墳後期

50 木幡古墳群22号墳 円墳 木　幡 古墳後期

51 木幡墳墓群24号墓 墳墓 木　幡 平安か

52 木幡古墳群25号墳 円墳 木　幡 古墳後期

53 木幡古墳群26号支群 古墳群 木　幡 古墳後期

54 木幡墳墓群27号墓 墳墓 木　幡 平安か

55 木幡古墳群28号墳 円墳 木　幡 古墳後期

56 木幡古墳群29号墳 円墳 木　幡 古墳後期

57 木幡古墳群30号支群 古墳群 木　幡 古墳後期

58 木幡墳墓群31号墓 墳墓 木　幡 平安か

59 木幡墳墓群32号墓 墳墓 木　幡 平安か

60 木幡古墳群33号墳 円墳 木　幡 古墳後期

61 木幡墳墓群36号墓 墳墓 木　幡 平安か

62 木幡墳墓群37号墓 墳墓 木　幡 平安か

63 芝ノ東窯跡 須恵器窯 五ヶ庄 奈良か

64 広岡谷遺跡 散布地 五ヶ庄 縄文

65 池山瓦窯跡 瓦窯 菟　道 飛鳥前期

66 西隼上り遺跡 集落 菟　道 古墳前期～室町

67 恵心院山門前遺跡 散布地 宇　治 古墳

68 一本松南古墳 古墳か 広野町 古墳

69 石塚遺跡 散布地 神　明 縄文・弥生

70 蛇塚遺跡 不明 神　明 古墳・江戸

71 神楽田遺跡 集落 小倉町 弥生後期・平安～室町

72 宇治代官所跡 代官所 宇　治 江戸

73 岡本瓦窯跡 瓦窯 五ヶ庄 奈良

74 八軒屋谷古墓 古墓 広野町 奈良

75 伊勢田塚古墳 古墳 開　町 古墳後期

76 旦椋神社旧跡 神社 大久保町 鎌倉～江戸

77 七ツ塚１号塚 古塚 大久保町 鎌倉～江戸

78 七ツ塚２号塚 古塚 大久保町 鎌倉～江戸

79 北山古墳 古墳 大久保町 古墳後期

80 大竹古墳 方墳 大久保町 古墳中期

81 太閤堤 堤防 槇島町・小倉町・宇治 桃山

81-1 太閤堤（槇島堤） 堤防 槇島町・宇治 桃山

81-2 太閤堤（薗場堤） 堤防 宇治・槇島町 桃山

81-3 太閤堤（小倉堤） 堤防 槇島町・小倉町 桃山

82 赤塚遺跡 集落 木　幡 平安後期～室町

83 木幡遺跡 集落 木　幡 古墳～室町

84 木幡東中遺跡 集落 木　幡 奈良～室町

85 松殿跡 邸宅 木　幡 平安後期

86 西浦遺跡 集落 木　幡 古墳後期～室町

87 木幡古墳群南山116号墳 古墳 木　幡 古墳後期

88 寺界道遺跡 集落 五ヶ庄 縄文後期～奈良

89 北山畑瓦窯 瓦窯 木　幡 奈良か

90 広岡谷古墓 古墓か 五ヶ庄 奈良

91 萬福寺裏山古墳 古墳 五ヶ庄 古墳後期

92 一番割遺跡 古墳か 五ヶ庄

93 岡本遺跡 集落 五ヶ庄 古墳～室町

94 隼上り瓦窯跡 瓦窯 菟　道 飛鳥前期

95 隼上り遺跡 集落 菟　道 縄文早期・飛鳥～奈良

96 羽戸山遺跡 集落 菟　道 弥生後期・古墳後期

97 東中遺跡 集落 菟　道 奈良・室町

98 旦椋遺跡 集落 大久保町 古墳～室町

99 三室戸寺瓦窯跡 瓦窯 菟　道 鎌倉か

100 三室戸寺子院跡 寺院 菟　道 平安後期～室町

101 妙見古墓 古墓 菟　道 奈良

102 菟道丸山古墳 古墳 菟　道 古墳

103 乙方遺跡 集落 宇治・菟道 弥生中期～古墳後期

104 狐塚古墳 古墳か 菟　道

105 山本古墓 古墓 宇　治 鎌倉

106 妙見古墳 古墳か 菟　道 古墳か

107 山本古墳 古墳か 宇　治 古墳か

番号 名　　称 種　　類 所　在　地　 時　　代

108-1 宇治市街遺跡（川西地区） 集落 宇　治 古墳～室町

108-2 宇治市街遺跡（川東地区） 集落 宇　治 古墳後期～室町

109 宇治上神社遺跡 散布地 宇　治 平安後期

110 宇治神社遺跡 散布地 宇　治 古墳後期～鎌倉

111 春日森遺跡 神社 小倉町 平安～鎌倉

112 東山遺跡 散布地 小倉町 古墳・室町

113 矢落遺跡 集落 宇　治 平安～室町

114 平等院旧境内遺跡 寺院 宇　治 平安～室町

115 塔ノ川遺跡 集落 宇　治 縄文後期～奈良

116 下居遺跡 墓地 宇　治 平安後期～室町

117 西山古墳 円墳 小倉町 古墳後期

118 安田環濠集落 防禦集落 安田町 室町

119 若林遺跡 集落 伊勢田町 弥生中期～奈良

120 若林古墳群 古墳群 伊勢田町 古墳後期

121 大谷古墳群 古墳群 伊勢田町 古墳初期～前期

122 井尻遺跡 散布地 伊勢田町 弥生後期・奈良～室町

123 中山遺跡 古墳か 伊勢田町 古墳後期

124 野神遺跡 散布地・墓地 宇　治 弥生・鎌倉～室町

125 一里山東古墳 古墳か 広野町 古墳前期・後期

126 広野遺跡 集落 広野町 古墳後期～鎌倉

127 一里山遺跡 散布地 広野町 弥生～奈良

128 マメ塚古墳 古墳か 広野町 古墳後期

129 山本遺跡 散布地 白　川 室町

130 善法古墓 古墓 宇　治 平安後期

131 池森天神遺跡 散布地 宇　治 古墳～室町

132 小倉遺跡 集落 小倉町 弥生後期～室町

133 大久保環濠集落跡 集落 大久保町 古墳後期～室町

134 三室戸寺境内遺跡 寺院 菟　道 平安～室町

135 京極殿跡 邸宅 木　幡 平安後期

136 西隼上り埴輪窯跡 埴輪窯 菟　道 古墳後期

137 岡本廃寺 寺院 五ヶ庄 飛鳥後期～奈良

138 滋賀谷窯跡 須恵器窯 菟　道 奈良

139 観音寺跡 寺院 木　幡 不詳

140 観音院本願寺跡 寺院 木　幡 奈良～室町

141 尊勝寺跡 寺院 木　幡 平安後期～室町

142 日皆田古墳群 古墳群 五ヶ庄

143 旦椋古墳群 古墳群 大久保町

144 菟道遺跡 集落 菟　道 古墳～室町

145 門ノ前古墳 前方後円墳 菟　道 古墳後期

146 谷下り古墳群 古墳群 菟　道 古墳後期

147 観音山古墳 円墳 菟　道 古墳前期

148 院御所山遺跡 山荘か 宇　治 平安か

149 尼ヶ塚遺跡 出土地 五ヶ庄 平安

150 南ノ口遺跡 散布地 大久保町 古墳～奈良か

151 宇治東山遺跡 散布地 宇　治 平安～室町

152 鷺尻古墓 古墓 志津川 奈良か

153 新別所山遺跡 散布地 宇　治 平安～室町

154 西笠取遺跡 集落 西笠取 室町

155 カネツキ原廃寺 寺院 菟道・志津川 平安～室町

156 上炭山古墓 古墓 炭　山 室町

157 白土遺跡 集石 西笠取 不明

158 オカサカテラ遺跡 寺跡か 西笠取 奈良

159 池尾北組遺跡 散布地 池　尾 室町

160 西多田遺跡 集落 池　尾 室町

161 東多田遺跡 集落 池　尾 室町

162 妙見遺跡 散布地 菟　道 飛鳥後期

163 茶壺蔵跡（創建） 蔵跡 宇　治 江戸

164 茶壺蔵跡（再建） 蔵跡 宇　治 江戸

165 萬福寺塔頭跡 寺院 五ケ庄 江戸

166 炭山女人堂跡 寺院 炭　山 室町

167 朝日山遺跡 散布地 宇　治 不明

168 宇治東山山上遺跡 山城か 宇　治 室町

169 志津川東組遺跡 散布地 志津川 室町

170 志津川南組遺跡 散布地 志津川 室町

171 上明遺跡 散布地 白　川 奈良・室町

172 一里塚古墳 古墳 五ケ庄 古墳後期

Ａ　史跡等文化財指定地
番号 名　　　　　称　　　 指定種別 所　在　地　 時　　代

Ａ 平等院庭園 史跡及び名勝 宇　治 平安後期

（国指定）

Ｂ 隼上り瓦窯跡 史　　跡 菟　道 飛鳥前期

（国指定）

Ｃ 宇治上神社 国宝本殿に伴う 宇　治 平安後期　鎌倉初期

境内地

Ｄ 萬福寺境内 史　　跡 五ケ庄 江戸時代

（京都府指定）

Ｅ 興聖寺文化財 文化財環境保全地区 宇　治 江戸時代

環境保全地区 （京都府決定）

Ｆ 下居神社文化財 文化財環境保全地区 宇　治 江戸時代

環境保全地区 （京都府決定）

Ｇ 庵寺山古墳 史　　跡 広野町 古墳前期

（宇治市指定）

Ｂ　埋蔵文化財包蔵地
番号 名　　称 種　　類 所　在　地　 時　　代

1 浄妙寺跡 寺院跡 木　幡 平安中期～室町

2 南山窯跡 窯跡 木　幡 奈良か

3 二子塚古墳 前方後円墳 五ヶ庄 古墳後期

4 瓦塚古墳 円墳 五ヶ庄 古墳中期

5 大鳳寺跡 寺院 菟　道 飛鳥後期～平安前期

6 池山古墳 古墳 菟　道 古墳前期か

7 二子山古墳 古墳群 宇　治 古墳中期

7-1 二子山北墳（１号墳） 円墳 宇　治 古墳中期中頃

7-2 二子山南墳（２号墳） 方墳か 宇　治 古墳中期後半

8 山本瓦窯跡（宇治瓦窯） 瓦窯 宇　治 飛鳥後期

9 山本窯跡 須恵器窯 宇　治 飛鳥前期

10 白川金色院跡 寺院 白　川 平安後期～江戸

11 丸山古墳 前方後円墳 宇　治 古墳前期～中期

12 御廟古墓 古墓 宇　治 不明

13 神明宮東遺跡 散布地 神　明 弥生・平安後期

14 庵寺山古墳 円墳 広野町 古墳前期

15 一里山古墳 古墳 広野町 古墳後期

16 広野廃寺 寺院 広野町 飛鳥後期～奈良

17 坊主山古墳群 古墳 広野町 古墳後期

18 金比羅山古墳 円墳 広野町 古墳中期前半

19 一本松古墳 古墳 広野町 古墳前期前半

20 八軒屋谷遺跡 集落 広野町 古墳前期

21 槇島城跡 平城 槇島町 室町

22 隼上り古墳群 古墳群 菟　道 古墳後期後半

23 赤塚古墳 円墳 木　幡 古墳後期

24 御蔵山古墳群 古墳群 木　幡 古墳後期か

25 金草原遺跡 不明 木　幡 古墳・平安～室町

26 木幡古墳・墳墓群 古墳群・墳墓群 木　幡 古墳後期・平安

27 木幡古墳群23号支群 古墳群 木　幡 古墳後期

28 木幡古墳群南山117号墳 円墳 木　幡 古墳後期

29 木幡墳墓群１号墓 墳墓 木　幡 平安か

30 木幡墳墓群２号墓 墳墓 木　幡 平安か

31 木幡墳墓群３号墓 墳墓 木　幡 平安か

32 木幡古墳群４号墳 円墳 木　幡 古墳後期

33 木幡古墳群５号墳 円墳 木　幡 古墳後期

34 木幡古墳群６号墳 前方後円墳か 木　幡 古墳後期

35 木幡墳墓群７号墓 墳墓 木　幡 平安か

36 木幡墳墓群８号墓 墳墓 木　幡 平安か

37 木幡墳墓群９号墓 墳墓 木　幡 平安か

38 木幡墳墓群10号墓 墳墓 木　幡 平安か

39 木幡墳墓群11号墓 墳墓 木　幡 平安か

40 木幡墳墓群12号支群 墳墓群 木　幡 平安か

41 木幡古墳・墳墓群13号支群 古墳・墳墓群 木　幡 古墳後期

42 木幡古墳群14号墳 円墳 木　幡 古墳後期

43 木幡古墳群15号墳 前方後円墳か 木　幡 古墳後期

44 木幡古墳群16号支群 古墳群 木　幡 古墳後期

埋蔵文化財包蔵地等一覧表



９ 

 



１０ 




