
〒611-8501  京都府宇治市宇治琵琶33番地
TEL. 0774-22-3141  FAX. 0774-20-8778

【開庁時間】 月曜日～金曜日、 
午前8時30分～午後5時15分（祝日、年末年始は除く）

宇治市ホームページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市役所
掲載された情報は、社会
情勢の変動等により変更
される場合がありますの
であらかじめご了承くだ
さい。
行政情報の内容や手続
き等で不明な場合は、各
担当課までお問い合わせ
ください。

【ご利用にあたって】

　この度「宇治市くらしの便利帳」が、多くの皆様のご協力により発行で

きました。

　また、市民の皆さまの新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のご協力

に感謝申し上げます。引き続き、感染を「しない」「させない」「ひろげない」

行動と基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

　さて、令和４年4月より宇治市のこれから１２年間のまちづくりの方向性

を示した第６次総合計画がスタートいたしました。人口減少や少子高齢社

会の一層の進行が見込まれるとともに、大規模化する自然災害やWITH

コロナ・POSTコロナ時代の到来、社会のデジタル化など急速に変化する

社会情勢等の中で、これまで引き継がれてきた宇治の良さを継承しながら、

新しいまちを市民の皆さまとともに創るため、「一人ひとりが輝き 伝統と

新たな息吹を紡ぐまち・宇治」を目指して取り組んでまいります。市民の皆

さまのご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　本誌は、市のサービスや各種手続きに加え、ハザードマップをはじめと

した防災や子育てなど、暮らしに役立つ情報のほか、本市の魅力を再発見

していただくための地域情報などを掲載しております。家庭でお手元に

置いてご活用いただければ幸いです。

　最後になりましたが、発行にあたり、ご協力いただきました企業、事業所、

関係団体の皆様に、心から厚くお礼申し上げます。

宇治市長 松村 淳子
まつむら  あつこ

いぶき つむ
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誕 生 育 児
教 育

婚姻届…P81
届け出た日から効力

結婚するとき

死亡届…P81
死亡の事実を知った日

から7日以内に届出

親族が
亡くなったら

出生届…P81
生まれた日から
14日以内に届出

赤ちゃんが
生まれたら

市内で住まいが変わったら

転居届…P81
新居に住み始めた日から
14日以内に届出

転入届…P81
引っ越してきたら

宇治市に住み始めた日から
14日以内に届出

転出届…P81
市外へ引越していくとき

転出前、転出してから14日以内に届出

印鑑登録
……P80

必要な方

ライフサイクルINDEX

幼稚園
小・中学校
援助制度
育成学級

116.
116.
117.
117.

緊急時
防災
避難場所

34.
71.

成 人
国民年金
国民健康保険

86.
87.

健 康
各種健（検）診
健康相談など

91.

老 後
国民年金
後期高齢者医療制度
高齢者福祉
介護保険

86.
90.
94.
99.

結 婚
婚姻届81.

81.
87.
106.
106.
111.

乳幼児健康診査
予防接種
地域子育て支援拠点
保育所（園）・
認定こども園

107.
107.
111.
113.

知
り
た
い
時
に

す
ぐ
見
つ
か
る
！

このマークの場合には

市役所に
届け出てください。

印

生 活
ごみの出し方
上水道
下水道

122.
128.
132.

市営住宅
各種相談

133.
136.

出生届
国民健康保険
母子健康手帳
妊産婦健康診査
児童手当など
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わたくしたち宇治市民は、美しい自然と古い歴史に恵
まれたすばらしい環境のもとに、明るく健康なまちづく
りをめざし、市民の願いをこめたこの憲章を定めます。
わたくしたちは、宇治市民としての名誉と誇りにかけ
て、この憲章をまもり、互いに一致協力して、ゆたかな市
民生活を築くために、たゆまぬ努力をつづけましょう。

1、明るいまちづくりにつとめましょう
1、自然と歴史をまもりましょう
1、すみよい環境をつくりましょう
1、よい習慣を育てましょう
1、ゆたかなくらしを築きましょう

〈昭和45年3月1日制定〉

宇治市公認ご当地キャラクター

チャチャ王国のおうじちゃま

宇
治
市
の

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

宇治市
のことを
もっと知ろう！

市のキャラクターをご紹介！

面  積

67.54k㎡

宇治市民憲章

宇治の「宇」の文字を図案化し
たもの。公募した応募作品374
点から選考し、定めました。

〈昭和26年1月22日制定〉

市 章

宇治市の伝統産業としてさら
に発展することを願って制定
されました。

〈昭和56年3月1日制定〉
ちゃの木
市の宝木

活力ある宇治市の将来を象徴
するにふさわしい木として制定
されました。

〈昭和56年3月1日制定〉
もみじ（イロハモミジ）
市の木

宇治市の福々しい繁栄を象徴
するにふさわしい花として制定
されました。

〈昭和56年3月1日制定〉
やまぶき
市の花

山紫水明の地 宇治の自然環境
をいつまでも守っていこうという
願いを込めて制定されました。

〈平成2年3月1日制定〉
カワセミ
市の鳥

宇治市宣伝大使

ちはや姫

宇治市の
こと

もっと知
りたい

！

こ
こ
が
宇
治
市
！

※令和4年11月1日現在

世帯数

85,214世帯

人  口

182,379人

宇
治
市
は
京
都
盆
地
の
南
東
部
に
位
置
し
、

京
都
市
や
大
津
市
な
ど
と
接
し
、

京
都
へ
30
分
、大
阪
へ
は

1
時
間
と
い
う
近
距
離
に
あ
り
ま
す
。

日本国内初の
人工孵化（ふか）で
誕生しました

ウミウのヒナのイメージキャラクター

うみうのウッティー
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宇治市の子育て情報はこちら！

提
供
し
て
い
る
主
な
番
組

宇治市内で行われるイベントや
観光情報などを掲載しています。

新着情報や緊急情報、
市政や暮らしの情報な
どを掲載しています。

R https://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市ホームページ

R http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/

宇治市観光協会ホームページ

平常時も非常時も共に役立つ
コミュニティ放送を、重要な広
報媒体の一つとして活用してい
ます。災害時は、警告や避難場
所への誘導など災害関係情報
をきめ細かく提供しています。

「宇治市探検」
月～金曜日の午前9時～9時半。市職員が、最
新の市政情報を、パーソナリティとの対話形式
により、スタジオからの生放送で伝えています。

宇治っ子放送部
学校で取り組んでいることなどを、市立小中学校
の児童生徒が自身の声で発信！児童生徒と保護
者をつなぎ、地域にも魅力を発信しています。

各種スポット放送
環境保護・火災予防・交通安全・人権啓発など
を呼びかけるコマーシャル放送をしています。

コミュニティ放送「FMうじ」（88.8MHz）

歴史や観光などの宇治市の魅
力を紹介♪離乳食教室などの
子育てをサポートする動画や、
おうちで出来る運
動の動画など、暮ら
しに役立つ動画も
公開しています♪

R https://www.youtube.com/user/ujicity

宇治市公式YouTube
どしどし「いいね！」を
クリックしてください！

「宇治茶と源氏物語の
まち」宇治市の情報を
タイムリーに発信して
います。

R https://www.facebook.com/ujicity

宇治市公式Facebook
宇治子育て情報誌
宇治市の子育て支援関連情報を掲載した「宇治子
育て情報誌」を、毎年度発行しています。市や保育
所（園）、認定こども園、幼稚園等が行う子育て支
援事業や、子育てに関する各種手当や助成、保健
医療制度、いざというときの相談窓口等、さまざま
な子育て情報を掲載しています。情報誌は、市の主
な公共施設にあります。また、市ホームページからも印刷、ダウンロードができるほか、
スマートフォン等で閲覧しやすい“電子書籍版”もありますので、ご活用ください。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

子育て、イベント、催し、ごみの
情報などの市政情報を「受信設
定」により、あなたの欲しい情
報が受け取れます。災害時など
の緊急情報を全ての友だちに
配信します。また、道路の損傷
情報等を「街のれ
んらく」機能によ
りいつでも簡単に
連絡できます。

T ID: @uji_kosodate

宇治市公式LINE

宇治市の情報を入手しよう！

市民の皆さんに市政情報、催しや
イベント情報についてお知らせを
する広報誌です。1日号は市政情
報や市民の皆さんが知りたい情報
をより分かりやすく伝える「市政特
集号」、15日号はイベント情報など
のお知らせを中心とした「市政お
知らせ号」となっています。

市政だより
「広報うじ」

T ID: ujicity_official

宇治市公式Instagram

宇治の風景や伝統、イベントなどさま
ざまな魅力を、美しい写真や動画とと
もに発信しています。

インターネット放送
はこちら

いろんな情報が
わかるね！
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の児童生徒が自身の声で発信！児童生徒と保護
者をつなぎ、地域にも魅力を発信しています。
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環境保護・火災予防・交通安全・人権啓発など
を呼びかけるコマーシャル放送をしています。

コミュニティ放送「FMうじ」（88.8MHz）

歴史や観光などの宇治市の魅
力を紹介♪離乳食教室などの
子育てをサポートする動画や、
おうちで出来る運
動の動画など、暮ら
しに役立つ動画も
公開しています♪

R https://www.youtube.com/user/ujicity

宇治市公式YouTube
どしどし「いいね！」を
クリックしてください！

「宇治茶と源氏物語の
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宇治市の子育て支援関連情報を掲載した「宇治子
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子育て、イベント、催し、ごみの
情報などの市政情報を「受信設
定」により、あなたの欲しい情
報が受け取れます。災害時など
の緊急情報を全ての友だちに
配信します。また、道路の損傷
情報等を「街のれ
んらく」機能によ
りいつでも簡単に
連絡できます。

T ID: @uji_kosodate

宇治市公式LINE

宇治市の情報を入手しよう！

市民の皆さんに市政情報、催しや
イベント情報についてお知らせを
する広報誌です。1日号は市政情
報や市民の皆さんが知りたい情報
をより分かりやすく伝える「市政特
集号」、15日号はイベント情報など
のお知らせを中心とした「市政お
知らせ号」となっています。

市政だより
「広報うじ」

T ID: ujicity_official

宇治市公式Instagram

宇治の風景や伝統、イベントなどさま
ざまな魅力を、美しい写真や動画とと
もに発信しています。

各種スポット放送インターネット放送
はこちら

いろんな情報が
わかるね！
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市では、子どもの健やかな成長を支えるため、妊娠から出産・子育てま
で、切れ目のない総合的な子育て支援に取り組んでいます。子育て支援
に関する情報を集約した特設ホームページでは、妊娠や出産時に必要
な手続き、子育てに関する各種手当や助成、保育所（園）・認定こども園・
幼稚園に関すること、子どもと一緒に出かけたい、子どもを預けたい、
いざという時の相談窓口等、さまざまな子育て情報を掲載しています。

市内にある京都文教大学・京都文教短期大学、京都大学宇治キャンパスと包括的な
連携協定を結び、それぞれの特性を活かした連携に取り組んでいます。

子育てにやさしいまち うじ

宇治市に本拠を置く大学、短期大学
として、観光、まちづくり、子育て支
援、学習支援、メンタルヘルス、食育、
人材育成、生涯学習機会の提供な
ど、教育・研究・社会貢献の分野で幅
広く連携を深めています。宇治茶振
興や商店街活性化への学生の関わ
り、地域子育て支援拠点事業への施
設開放など、宇治市の様々な取組に
ご協力いただいています。

京都文教大学・京都文教短期大学 

「宇治学」 副読本
各学年のテーマ（タイトル） と主な内容 

〔平成22年2月5日締結〕

大学内にある４つの研究所（化学、エ
ネルギー理工学、生存圏、防災）の特
性を活かして、教育、研究、防災・災害
対応、広報などの分野で連携に取り
組んでいます。特に教育、防災・災害
対応の分野はその高い専門的な見
地を活かして、宇治市の様々な取組
にご協力いただいています。

京都大学 宇治キャンパス

宇治市外の大学とも様々な分野で協定を結び、
大学の特性を活かした連携に取り組んでいます。

市外の大学

〔平成26年11月25日締結〕

追手門学院大学
〔平成29年2月23日締結〕

京都府立大学
〔平成30年6月22日締結〕

宇治茶のステキをつたえよう 
宇治茶について 小３

小6「ふるさと宇治」の魅力大発信 
自分の地域（地元）の
魅力について 

小4 発見！！ 「ふるさと宇治」の
自然を伝えよう 
自然（生活）環境について 

小5「ふるさと宇治」 をすべての
人にやさしいまちに
地域福祉･
ノーマライゼーションについて

命 そして「ふるさと宇治」を守る
～私たち中学生としてできること～ 
防災・減災について 

中1

中2「ふるさと宇治」と生きる
～これからの自分の生き方を考える～
キャリア教育と
自分の生き方について 

中3「ふるさと宇治」の未来
～私たちができること～
未来の宇治について

※本市では、「総合的な学習の時間」を
　「宇治学」と称しています。

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/kosodate/URL

市では、小学３年生から中学３年生まで宇治の
ことを学ぶ「宇治学」の学習を展開しています。 

「宇治学」副読本を活用しながら、抹茶体験、
わが街の自然や歴史的文化遺産の見学やイ
ンタビュー、講師を招校した学習等をまとめ
て発信する活動を通じて、宇治への愛着を育
む活動に取り組んでいます。

子育て・
教育

子育てを応援0101
子育て・教育子育て・教育

0303
子育て・教育子育て・教育

地域の大学との連携

0202
子育て・教育子育て・教育

「宇治学」を展開

詳しくはこちら！

宇治☆
茶レンジャーの
活動の様子

「ぶんきょう
にこにこルーム」

の様子

水害が
起きた時の

水圧の強さを
体験

食べ物から
DNAを取り出す

実験
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大学内にある４つの研究所（化学、エ
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大学・短大・専門学校卒業予
定者、既卒者を採用予定の、
ものづくり企業による企業
説明会を実施します。

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/URL

宇治市産業振興会議

金融機関

大学等

国・京都府関係機関

産業支援機関

市内の企業

支援

施策の
進捗報告

訪問
聞き取り

相談

連携 連携

連携 連携

施策への
助言

課題や
ニーズ

※（公財）京都産業21
　京都府中小企業技術
　センター 等

市内企業への訪問
職員が市内企業や商店街に出向き、課題やニーズを
聞き取ります。

相談窓口の設置
工業用地の移転や拡張、経営上で困っている・悩んで
いること等、気軽にご相談ください。

補助金等の情報提供、申請支援
工場の新・増設、展示会出展の助成等、それぞれの企
業の課題にあった補助金等の情報提供や申請のサ
ポートをします。

融資制度の案内
事業資金を低利で融資する「市中小企業低利融資制
度（マル宇融資）」や、商工会議所の経営指導を受けて
経営改善をする人を対象とした「小規模事業者経営
改善資金融資制度（マル経融資）」等があります。

企業間、異業種交流の支援
市内企業や事業者のマッチング、先進的な取り組みを
実施している市内企業や事業所の知識や情報の共有
を図るために、交流会等を実施します。

創業の支援
市内で起業を考えている人を全面的にバックアップし
ます。創業支援補助金のほか、市が所有するベン
チャー企業育成工場を製造業に創業の場所として提
供し、経営のサポート等を実施します。

各種専門機関との連携支援及び庁内関係課との調整
各企業の課題に応じて、国・京都府、産業支援機関、金
融機関、大学等と連携し、幅広い支援を行います。

産業施策の企画立案
宇治市産業振興会議の助言のもと、「産業戦略」を推
進していくための施策について検討します。

産業・
ものづくり

産業支援拠点「宇治NEXT」0101
産業・ものづくり産業・ものづくり

0202
産業・ものづくり産業・ものづくり

宇治市ものづくり企業合同企業説明会
グローバル化やAI等の新技術の発展など、産業をめぐる状況は大きく変化しています。
こうした状況を受けて、市では「宇治市産業戦略」に基づき、市内産業の発展等に向けて取り組んでいます。

「宇治NEXT」
体制図

市の産業を支える中小企業の皆さんのニーズに応
えるため、市産業振興課と宇治商工会議所が協同し
て運 営する総 合 窓口。名 称の由 来である「 次の

（NEXT）」宇治を作り出す拠点です。経営方法や販
路開拓に関すること、公的な支援制度に関すること
など、まずはご相談ください。

詳しくは
こちら！

「宇治NEXT」の主な支援メニュー

産業交流 拠点「うじらぼ」にて、①
小・中学生向け、②高校・大学生向
けの起業・体験スクールを開催し、
未来を担うこども達が多様な働き
方を選択し、挑戦できる環境づくり
を行います。

0303
産業・ものづくり産業・ものづくり

こども未来キャンパス

うじらぼは、様々な人との交流を通
し、新しいアイデア・事業・商品・働き
方等の新しい価値を生み出す創造
の場です。「３つの機 能」を併せ持
ち、アイデアが生まれるクリエイティ
ブ空間で一歩を踏み出すあなたを
応援します。

0404
産業・ものづくり産業・ものづくり

産業交流拠点「うじらぼ」
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一

1052年に宇治関白藤原頼通が父道長の別荘を寺院に改めたも
のです。10円玉のデザインになっている建物の「鳳凰堂」の屋根に
は、想像上の鳥である鳳凰が飾られています。「鳳凰堂」の前には、
池を配した庭園がありますが、創建当初は周辺の宇治川や山並
みを取り入れて、西方極楽浄土を表現したものといわれています。

平等院ミュージアム鳳翔館
鳳翔館は、多くの国宝を収蔵する
総合博物館で、国内最大級のガラ
スウォールケースを使用したり、展
示品1点1点に対して照明を工夫し
たりするなど、展示物に対する空間
特性を活かす構造になっています。

梵鐘 木造雲中供養菩薩像
平安時代を代表する梵鐘の1つ
で「姿の平等院鐘」と呼ばれ、
「天下の三名鐘」の1つとして有
名です。

鳳凰堂中堂内部の
なげし

長押上の
こかべ

小壁
に懸けならべられている52躯の
菩薩像です。各像はいずれも頭
光（輪光）を負い、飛雲上に乗っ
て様々な姿勢をとっています。

■問 21-2861　■時庭園 8:30～17:30（受け
付けは17:15まで）、鳳翔館 9:00～17:00
（受け付けは16:45まで）、鳳凰堂内特別拝
観 9:30～16:10（受け付けは9:00から）
※先着順で拝観券が無くなり次第終了

宇治上神社
境内正面の拝殿は鎌倉初頭のもので、寝
殿造の様式を伝えています。また、本殿は
平安時代後期に建てられた現存する我が
国最古の神社建築です。
■問21-4634 ■時9:00～16:30

平等院
MAP G-3

世界
遺産

世界
遺産

重要
文化的
景観

国 宝 国 宝

祭神にゆかりのある
うさぎのおみくじ 

と

祭神は、菟道稚
郎子のほか、父
の応神天皇と
兄の仁徳天皇
とされています。

平成21年2月、美しい自然
と歴史的な市街地、そして
宇治茶の伝統を継承する
「宇治の文化的景観」が都
市では初めての「重要文化
的景観」に選定されました。

昭和
26年に鳳凰堂が

デザ
インに

選ばれました。
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©平等院 ©平等院
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二

ドーム型
アーチ式の
ダムです

源氏物語
ファンは
必見！

宇治市の
歴史を
感じよう！

黄檗山 萬福寺

中国の僧
いんげん

隠元が1661年に創建した禅宗、黄檗宗
の本山です。今も雲水（修行僧）達が厳しい戒律の
もと、日夜修行に励んでいます。東西に並立した伽
藍配置は明末の中国禅寺の特徴を持ち、異国情緒
の漂うお寺です。
■問32-3900  ■■時9:00～17:00（受け付けは16:30まで）

興聖寺
曹洞宗の名刹で、春秋に美しい「琴坂」
とともに人気です。開祖道元は最初の禅
苑を京都深草に建てましたが戦乱で廃
絶し、1648年に永井尚政によって宇治
の地に再興されました。
■問 21-2040　■時 夜明け～日没（おおよそ
5:00～17:00）

宇治橋
日本三古橋の一つに数えられる由緒
ある橋。646年に僧道登によって架橋
されたと伝えられ、上流側に突き出た
「三の間」が特徴となっています。現在
の橋は1996年3月に完成したものです。

宇治十帖
モニュメント

市内に点在する『源氏物語』宇治十
帖の古跡全体を象徴するモニュメ
ントで、ヒロイン「浮舟」と「匂宮」が
小舟で宇治川に漕ぎ出す有名な場
面をモチーフとしています。

三室戸寺
平安時代から広まった観音信仰の西国三十三ヶ所巡礼
の十番札所として現在も多くの人が訪れています。
■問21-2067 ■時8:30～16:00（4月～10月は16:30まで）
※最終受付は30分前

宇治市歴史資料館

宇治市文化センター内にあり、宇治
にかかわる歴史資料を収集・保存す
ると共に、調査研究の成果を展覧会
や講演会の開催、図書の刊行によっ
て広く紹介しています。宇治の歴史に
関する質問も随時受け付けています。
■問 39-9260 ■時 9:00～17:00 ■休月曜
日・祝日・年末年始

アジサイやツツジなど
花の寺としても有名です

形が翼を広げた鳥の姿を思わせ
るところから、ダム湖は「鳳凰湖」
と呼ばれています。桜も紅葉も楽
しめ、ハイキングコースとしてもお
すすめです。近くには天ヶ瀬吊り
橋もあります。
■問 22-2188

天ヶ瀬ダム

宇治市
源氏物語ミュージアム

『源氏物語』の世界を分かりやす
く紹介する展示や映画を上映し
ています。平安文化を楽しみな
がら学ぶことができる施設です。
■問 39-9300 ■時 9:00～17:00（入
館は16:30まで) ■休月曜日（祝日
の場合はその翌日）、年末年始

ライトアップすると
幻想的な雰囲気に

源氏物語と宇治
『源氏物語』五十四帖のなかで最後の十
帖は、主な舞台が宇治で、「宇治十帖」と
呼ばれています。市ではそのゆかりを大
切にし、『源氏物語』をテーマとした、まち
づくりを進めています。

Uji city life guidebook
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形が翼を広げた鳥の姿を思わせ
るところから、ダム湖は「鳳凰湖」
と呼ばれています。桜も紅葉も楽
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三

山城総合運動公園（太陽が丘）

植物公園
太陽が丘の西隣にある約10
ヘクタールの植物公園で、園
内には四季を通して観賞でき
る緑の休憩所(温室)をはじ
め、バラ園やハーブ園、四季
おりおりの植物が楽しめる植
物公園です。

歴史公園は、宇治茶の魅力と宇治の歴史・文化へ誘う玄関口として、
「史跡ゾーン」と「交流ゾーン」に分けて整備しています。

■問 39-9387 ■時 9：00～17：00（入園は16：00まで）
■休月曜日（祝日の場合は翌日）、12月28日～1月4日

お茶と宇治のまち歴史公園

アクトパル宇治
自然体験・林間学習をはじめ、スポーツや勉強合
宿、各種研修、家族や仲間とバーベキューやキャン
プなど誰でも利用できます。自然いっぱいの

かさとり

笠取
で、のんびりと過ごすことができます。
■問 075-575-3501 ■休月曜日（祝日・
夏休み期間は営業）、年末年始（12月
28日～1月4日）

令和元年12月にオープンした通年
型スケート場です。大人から子どもま
でたっぷり楽しめます。

木下アカデミー京都アイスアリーナ

■問24-6101■時営業時間
についてはホームページ
を確認してください。

天ケ瀬ダムの東に広がる森林
公園。園内には遊歩道が整備
され、バードウォッチングや
森林浴が気軽に楽しめます。
また、展望台からは、鳳凰湖
や宇治の街並みなどの素晴ら
しい眺めが広がります。

天ケ瀬森林公園

少し足を延ばして
…

キャンプや
バーベキュー
も楽しめる

レストランの
定番メニュー♪

宇治茶と宇治の歴史・文化に触
れることができるミュージアム
や、お茶に関する体験講座を展
開する他、様々なイベントが実
施できる庭園や広場を備えた、
賑わいあふれる施設です。
■問 24-2700　■時 9:00～17:00
(ミュージアムの最終入場時間
は16:30)

お茶と宇治のまち交流館
茶づな

ミュージアム〈有料エリア〉

歴史の間宇治茶の間

テラスから
宇治のまちが
一望できます

歴史を
感じながら
散策しよう

景色を眺めながらお茶
や食事ができるレストラ
ンや、オリジナルグッズ
などを販売しているショ
プがあります。

宇治茶や宇治の歴史・文
化についてデジタル展示
や実際に手で触れて体感
できる展示で紹介してい
ます。

レストラン・ショップ

史跡宇治川太閤堤跡 修景茶園

庭園 広場

よくばりセット
（ミニわらびもち・ミニ抹茶パフェ）

園内には安土桃山時代
や江戸末期から明治初
期の各時代を再現した
史跡宇治川太閤堤跡が
あり、開放的な庭園や
広場ではイベントも開
催されます。

史跡・庭園・
広場

太陽が丘は、陸上競技場、野球場、球技場など芝生を基調とした
運動施設と、既存の樹林地を保全・活用した遊びの森、冒険の
森等レクリエーションゾーンからなる総合運動公園です。
■問 24-1313 ■時 4月・9月（9：00～18：00）、5月～8月
（9：00～19：00）、10月～3月（9：00～17：00）
■休施設点検日 11月～6月の木曜日（祝日を除く）、
年末年始 
※詳細についてはお問い合わせください
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※詳細についてはお問い合わせください
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四

宇治茶巡りガイドツアー
宇治といえば高級ブランドとして有
名な宇治茶の産地。まちの発展を
支えてきた宇治茶のルーツを巡る
旅に地元ガイドがご案内します。
■問 22-5083（宇治観光ボランティアガ
イドクラブ）　■時毎週土・日曜日（時期
により休みあり）

歩いてみれば
宇治茶が
わかる！

全国煎茶道大会
煎茶ゆかりの地であるこの萬福寺で、
全国各地から約30もの煎茶道流派が
参加し、お茶席が設けられます。

5月中下旬

宇治新茶
八十八夜茶摘みの集い
『♪～夏も近づく八十八夜～♪』と茶摘
みの歌に歌われているように、立春か
ら数えて八十八日目に開催されるイベ
ントです。

5月2日

中宇治 小 倉 木 幡 白 川

各地区で行われる茶祭
製茶記念式典及び茗魂祭、宇治神社献
茶祭、小倉茶祭、茶祭記念行事

10月1日

栄西禅師、明恵上人、千利休の3人の
茶祖の遺徳をしのび、宇治橋周辺で行
われます。

宇治茶まつり
10月第1日曜日

茶業等の発展を祈願し、点てた抹茶を
奉納する神事です。

県神社献茶祭
11月5日

宇治茶に関するイベント

宇治上神社 献茶祭
世界遺産の宇治上神社で行われる献
茶祭。

6月1日

茶園風景 市では、主にてん茶（抹茶の原料）と玉露が生産され
ており、両茶種は「

おおいしたさいばい

覆下栽培」という新芽の頃の日光
を遮るために、茶園に覆いを施します。

宇治茶は、鎌倉時代の初めごろに栂尾高山寺
の明恵上人により宇治に伝えられたのが始まりと
されています。室町時代には三代将軍足利義満が
宇治に七つの茶園をつくり、その後も豊臣秀吉や
徳川幕府によって手厚く庇護され、宇治茶は高級
茶の代名詞となりました。
最近では宇治茶を使用したスイーツも人気を博し
ています。

市営茶室 対鳳庵
宇治茶の振興と茶道の普及を目的に建てられた本格
的な茶室で、平等院の鳳凰堂に相対している事から
「対鳳庵」と名付けられました。 着物姿の先生のお点
前を見ることができる本格茶室です。
■問 23-3334（宇治市観光センター）　■時 1月10日～12月
20日（10：00～ 16：00）

抹茶

美味しいお茶を入れよう

煎茶 1お茶の葉を急須に入れます。一人当たり小さじ１杯を目安
に、大人数は少なめに、小人数は多めが良い。

2お湯は5分間ほど沸騰させたものを使います。70℃くらい
のお湯を一人当たり50cc程度注ぎ、約1分待ちましょう。

3湯のみに少しずつ順番に入れていきましょう。お茶は急須
に残った最後の一滴まで注ぎ切るのが大切です。

玉露 1煎茶の時の要領でお湯を冷まします。40～ 60℃くらい
が適温。急須にお茶の葉を一人当たり小さじ山盛り一杯
（約３グラム）を入れます。
2急須に冷ましたお湯を一人当たり約20cc入れ、約２分待ち
ましょう。この間に玉露ならではの甘みが引き出されます。

3少しずつ湯のみにお茶を注ぎます。最後の一滴まで注ぎ
切りましょう。

1茶わんに抹茶を、茶しゃくに山盛り２杯（約２グラム）
入れます。

2十分に沸騰させたお湯約70ccを静かに注ぎます。
3初めは茶せんで底の抹茶を溶かして、次に茶せん
をやや浮かしてよくかきまぜましょう。細かい泡が
立ったら静かに茶せんをあげて、出来上がりです。

気軽に
お点前を
体験できます

Uji city life guidebook
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四

宇治茶巡りガイドツアー
宇治といえば高級ブランドとして有
名な宇治茶の産地。まちの発展を
支えてきた宇治茶のルーツを巡る
旅に地元ガイドがご案内します。
■問 22-5083（宇治観光ボランティアガ
イドクラブ）　■時毎週土・日曜日（時期
により休みあり）

歩いてみれば
宇治茶が
わかる！

全国煎茶道大会
煎茶ゆかりの地であるこの萬福寺で、
全国各地から約30もの煎茶道流派が
参加し、お茶席が設けられます。

5月中下旬

宇治新茶
八十八夜茶摘みの集い
『♪～夏も近づく八十八夜～♪』と茶摘
みの歌に歌われているように、立春か
ら数えて八十八日目に開催されるイベ
ントです。

5月2日

中宇治 小 倉 木 幡 白 川

各地区で行われる茶祭
製茶記念式典及び茗魂祭、宇治神社献
茶祭、小倉茶祭、茶祭記念行事

10月1日

栄西禅師、明恵上人、千利休の3人の
茶祖の遺徳をしのび、宇治橋周辺で行
われます。

宇治茶まつり
10月第1日曜日

茶業等の発展を祈願し、点てた抹茶を
奉納する神事です。

県神社献茶祭
11月5日

宇治茶に関するイベント

宇治上神社 献茶祭
世界遺産の宇治上神社で行われる献
茶祭。

6月1日

茶園風景 市では、主にてん茶（抹茶の原料）と玉露が生産され
ており、両茶種は「

おおいしたさいばい

覆下栽培」という新芽の頃の日光
を遮るために、茶園に覆いを施します。

宇治茶は、鎌倉時代の初めごろに栂尾高山寺
の明恵上人により宇治に伝えられたのが始まりと
されています。室町時代には三代将軍足利義満が
宇治に七つの茶園をつくり、その後も豊臣秀吉や
徳川幕府によって手厚く庇護され、宇治茶は高級
茶の代名詞となりました。
最近では宇治茶を使用したスイーツも人気を博し
ています。

市営茶室 対鳳庵
宇治茶の振興と茶道の普及を目的に建てられた本格
的な茶室で、平等院の鳳凰堂に相対している事から
「対鳳庵」と名付けられました。 着物姿の先生のお点
前を見ることができる本格茶室です。
■問 23-3334（宇治市観光センター）　■時 1月10日～12月
20日（10：00～ 16：00）

抹茶

美味しいお茶を入れよう

煎茶 1お茶の葉を急須に入れます。一人当たり小さじ１杯を目安
に、大人数は少なめに、小人数は多めが良い。

2お湯は5分間ほど沸騰させたものを使います。70℃くらい
のお湯を一人当たり50cc程度注ぎ、約1分待ちましょう。

3湯のみに少しずつ順番に入れていきましょう。お茶は急須
に残った最後の一滴まで注ぎ切るのが大切です。

玉露 1煎茶の時の要領でお湯を冷まします。40～ 60℃くらい
が適温。急須にお茶の葉を一人当たり小さじ山盛り一杯
（約３グラム）を入れます。
2急須に冷ましたお湯を一人当たり約20cc入れ、約２分待ち
ましょう。この間に玉露ならではの甘みが引き出されます。

3少しずつ湯のみにお茶を注ぎます。最後の一滴まで注ぎ
切りましょう。

1茶わんに抹茶を、茶しゃくに山盛り２杯（約２グラム）
入れます。

2十分に沸騰させたお湯約70ccを静かに注ぎます。
3初めは茶せんで底の抹茶を溶かして、次に茶せん
をやや浮かしてよくかきまぜましょう。細かい泡が
立ったら静かに茶せんをあげて、出来上がりです。

気軽に
お点前を
体験できます

Uji city life guidebook
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五

巨椋池干拓田、槇島既成田を中心に、ヒノヒカリなどが作られています。
市内農地の約 6割を占め、最も多く栽培されています。

水稲

直径が９㎝以下の菊
の花で、色や咲き方が
多様であり、切り花、
家庭菜園で広くなじ
みのある花きです。

小菊

ホダ木を使った原木シ
イタケが生産されてい
ます。お鍋はもちろん、
網焼き、バター焼きや
卵とじなど、おいしい
食べ方いろいろです。

椎茸

冠婚葬祭、イベント
での飾りつけなど
に適した背丈の高
い華やかな花です。
白やピンクが人気
です。

グラジオラス

毎日おいしい牛乳を出してくれて
います。

牛乳

鶏舎の中で放し飼いをする平
飼いなどで元気に育った鶏か
ら産まれた卵です。

鶏卵

風が運ぶ
稲の香りも
楽しんで

丹精込めて
作られた
花たち

Uji city life guidebook

江戸時代以前から京都を中心に栽
培されてきたとされ、軟らかく、かつ
シャキシャキとした歯ざわりで、鍋
ものやサラダ用に人気があります。

みずな

ケールを祖先とする
ビタミンＣ・Ｋが豊富
な野菜です。本来は
冬が旬ですが、春キャ
ベツなど多様な品種
があり、周年でおいし
く食べられます。

キャベツ

代表的な夏野菜で、宇
治でも多く収穫されま
す。皮の色が紫紺色の他
に緑や白色のものや、形
も丸い「賀茂なす」など
多様な品種があります。

なす

古くから舞鶴地方で栽培されていた
大型のとうがらしで、厚くて甘く、さら
にやわらかく種子も少ないので煮て
も焼いてもおいしい野菜です。

万願寺とうがらしねぎ
九条ねぎは日本の葉ねぎ
（青葱）の代表品種です。
カロテンやビタミンBを多
く含み、鍋物、すきやき、
ぬたや和え物など様々な
料理でおいしく食べられ
ます。

とうがらしの中では最も細
長い品種で、果実は焼き
物、炒め物、煮物など、葉っ
ぱも佃煮などで食べられ
ます。食物繊維、カルシウ
ム、ビタミンCなどが豊富。

伏見とうがらし
栄養価が高い緑黄
色野菜で、世界各地
で食べられており、
宇治でも盛んに栽
培されています。

ほうれん草

地中海沿岸が原産とされ、
冬が旬の花芽を食べる野
菜です。ビタミンＣや葉酸
など栄養価が豊富で、宇治
では土地改良により質の高
いものが作られています。

ブロッコリー

辛くない
とうがらし♪
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五

巨椋池干拓田、槇島既成田を中心に、ヒノヒカリなどが作られています。
市内農地の約 6割を占め、最も多く栽培されています。

水稲

直径が９㎝以下の菊
の花で、色や咲き方が
多様であり、切り花、
家庭菜園で広くなじ
みのある花きです。

小菊

ホダ木を使った原木シ
イタケが生産されてい
ます。お鍋はもちろん、
網焼き、バター焼きや
卵とじなど、おいしい
食べ方いろいろです。

椎茸

冠婚葬祭、イベント
での飾りつけなど
に適した背丈の高
い華やかな花です。
白やピンクが人気
です。

グラジオラス

毎日おいしい牛乳を出してくれて
います。

牛乳

鶏舎の中で放し飼いをする平
飼いなどで元気に育った鶏か
ら産まれた卵です。

鶏卵

風が運ぶ
稲の香りも
楽しんで

丹精込めて
作られた
花たち

Uji city life guidebook

江戸時代以前から京都を中心に栽
培されてきたとされ、軟らかく、かつ
シャキシャキとした歯ざわりで、鍋
ものやサラダ用に人気があります。

みずな

ケールを祖先とする
ビタミンＣ・Ｋが豊富
な野菜です。本来は
冬が旬ですが、春キャ
ベツなど多様な品種
があり、周年でおいし
く食べられます。

キャベツ

代表的な夏野菜で、宇
治でも多く収穫されま
す。皮の色が紫紺色の他
に緑や白色のものや、形
も丸い「賀茂なす」など
多様な品種があります。

なす

古くから舞鶴地方で栽培されていた
大型のとうがらしで、厚くて甘く、さら
にやわらかく種子も少ないので煮て
も焼いてもおいしい野菜です。

万願寺とうがらしねぎ
九条ねぎは日本の葉ねぎ
（青葱）の代表品種です。
カロテンやビタミンBを多
く含み、鍋物、すきやき、
ぬたや和え物など様々な
料理でおいしく食べられ
ます。

とうがらしの中では最も細
長い品種で、果実は焼き
物、炒め物、煮物など、葉っ
ぱも佃煮などで食べられ
ます。食物繊維、カルシウ
ム、ビタミンCなどが豊富。

伏見とうがらし
栄養価が高い緑黄
色野菜で、世界各地
で食べられており、
宇治でも盛んに栽
培されています。

ほうれん草

地中海沿岸が原産とされ、
冬が旬の花芽を食べる野
菜です。ビタミンＣや葉酸
など栄養価が豊富で、宇治
では土地改良により質の高
いものが作られています。

ブロッコリー

辛くない
とうがらし♪
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六

子どもから
大人まで
楽しめる！

立春から数えて八十八日目に開催され
るイベントで、茶摘み体験、宇治茶の淹
れ方教室、手もみ体験等、宇治茶づく
しのイベントを開催しています。

《春・夏編》

4月第1土・日曜日に開催され、たくさんの花見客
で賑わいます。茶席をはじめ、宇治川春の市、伏
見の銘酒試飲、花見舟等様々なイベントが実施さ
れます。また、例年チャチャ王国のおうじちゃま、
ちはや姫が登場し、おまつり広場では宇治川の鵜
飼トークショーも実施されます。

宇治川さくらまつり

宇治の北端に位置する炭山は深い緑に包
まれた静かな山里。喜撰山のふもとを流
れる志津川の源流にそって自然と調和し
た陶芸が盛んな地域です。そんな宇治の
歴史ある文化「炭山陶器」がずらりとなら
ぶ炭山陶器まつりでは、お気に入りの作
品を探される沢山の人 で々賑わいます。

炭山陶器まつり

宇治茶の良さを多くの市
民に知ってもらうため、
市制施行20周年（昭和
46年）から毎年実施して
います。どなたでも参加
することができ、毎年多
くの人で賑わっています。

市民茶摘みの
つどい

全国煎茶道大会
煎茶ゆかりの場所である黄檗山萬福寺の境
内で開催されます。全国各地から約30もの煎
茶道流派が参加し、お茶席が設けられます。

宇治新茶
八十八夜茶摘みの集い

毎年6月5日から6日未明に
かけて行われ、深夜に沿道
の灯火を全て消して暗闇の
中を梵天渡御が行われるこ
とから、別名「暗夜の奇祭」
などと呼ばれており、宇治を
代表するお祭のひとつです。

県まつり

宇治川の鵜飼は、古くか
ら親しまれ「蜻蛉日記」な
どにも登場しています。
川面に

かがりび

篝火が映え、鵜匠
と鵜が一体となって繰り
広げる華麗な世界をお
楽しみいただけます。

宇治川の鵜飼

あがた

宇治上神社献茶祭
宇治上神社の境内にある湧水「桐原水」
で煎茶を入れる神事を行います。お茶の
収穫に感謝し、茶業や茶文化の発展を
祈願するもので、神社が世界遺産に登
録された1996年から実施されています。

鵜匠が
愛情込めて
育てています

Spring
春

Summer
夏

※掲載された情報は、社会情勢の変動等により変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

4月
第1土・
日曜日

5月2日

5月
中旬

5月
下旬

〜

7月1日～
9月30日

6月1日

6月
5日～

6日未明

多くの人で
にぎわいます

Uji city life guidebook
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六

子どもから
大人まで
楽しめる！

立春から数えて八十八日目に開催され
るイベントで、茶摘み体験、宇治茶の淹
れ方教室、手もみ体験等、宇治茶づく
しのイベントを開催しています。

《春・夏編》

4月第1土・日曜日に開催され、たくさんの花見客
で賑わいます。茶席をはじめ、宇治川春の市、伏
見の銘酒試飲、花見舟等様々なイベントが実施さ
れます。また、例年チャチャ王国のおうじちゃま、
ちはや姫が登場し、おまつり広場では宇治川の鵜
飼トークショーも実施されます。

宇治川さくらまつり

宇治の北端に位置する炭山は深い緑に包
まれた静かな山里。喜撰山のふもとを流
れる志津川の源流にそって自然と調和し
た陶芸が盛んな地域です。そんな宇治の
歴史ある文化「炭山陶器」がずらりとなら
ぶ炭山陶器まつりでは、お気に入りの作
品を探される沢山の人 で々賑わいます。

炭山陶器まつり

宇治茶の良さを多くの市
民に知ってもらうため、
市制施行20周年（昭和
46年）から毎年実施して
います。どなたでも参加
することができ、毎年多
くの人で賑わっています。

市民茶摘みの
つどい

全国煎茶道大会
煎茶ゆかりの場所である黄檗山萬福寺の境
内で開催されます。全国各地から約30もの煎
茶道流派が参加し、お茶席が設けられます。

宇治新茶
八十八夜茶摘みの集い

毎年6月5日から6日未明に
かけて行われ、深夜に沿道
の灯火を全て消して暗闇の
中を梵天渡御が行われるこ
とから、別名「暗夜の奇祭」
などと呼ばれており、宇治を
代表するお祭のひとつです。

県まつり

宇治川の鵜飼は、古くか
ら親しまれ「蜻蛉日記」な
どにも登場しています。
川面に

かがりび

篝火が映え、鵜匠
と鵜が一体となって繰り
広げる華麗な世界をお
楽しみいただけます。

宇治川の鵜飼

あがた

宇治上神社献茶祭
宇治上神社の境内にある湧水「桐原水」
で煎茶を入れる神事を行います。お茶の
収穫に感謝し、茶業や茶文化の発展を
祈願するもので、神社が世界遺産に登
録された1996年から実施されています。

鵜匠が
愛情込めて
育てています

Spring
春

Summer
夏

※掲載された情報は、社会情勢の変動等により変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

4月
第1土・
日曜日

5月2日

5月
中旬

5月
下旬

〜

7月1日～
9月30日

6月1日

6月
5日～

6日未明

多くの人で
にぎわいます
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六

宇治の街を
走りながら
眺めよう！

宇治田楽は、平安時代の宇治の離宮祭（現在の宇治上神社、宇治神社
の祭）で大々的に演じられ、当時の代表的なお祭として賑い、宇治白川
を拠点とした本座田楽のプロ集団が活躍していました。藤原氏の没落
とともに衰退していった宇治田楽を、平成10年に復活させたもので、
毎年10月中旬から下旬に行われます。 

源氏物語「宇治十帖」の古跡を中心に、宇治の自然を
歩きながらスタンプを集めるイベントです。

栄西禅師、明恵上人、千利休の3人の茶祖
の遺徳をしのび、毎年10月初旬に宇治橋
周辺で行われる祭りです。豊臣秀吉が宇治
橋三の間から茶の水を汲み上げた故事に
ちなみ「名水汲み上げの儀」が行われ、興聖
寺で茶壺口切りの儀などが行われます。

宇治茶まつり

茶壷の中でひと夏寝かせたその年の新茶を
石臼でひいて抹茶に仕上げます。茶業等の発
展を祈願し、点てた抹茶を奉納する神事です。

県神社献茶祭

世界文化遺産の「平等院」や「宇治上
神社」、また源氏物語の「宇治十帖」
ゆかりの地や風光明媚な宇治川畔な
ど、お茶と歴史に育まれた街並みを
楽しみながら走ることが出来ます。

宇治川マラソン大会

宇治田楽まつり

宇治十帖スタンプラリー

日本女性文学の継承・発展と、市民文化の向上に資することを
目的に、前年に発表された文学作品で、女性が作者であるもの
を対象に、全国の作家、文芸評論家、出版社、新聞社、市民な
どが推薦した作品の中から選考し決定します。

宇治の文化的伝統の継承・発展を図り、市民文化の向上に資
することを目的としています。市民による作品で、文学だけでは
なく、歴史や民族などの研究作品も対象です。

紫式部文学賞

紫式部市民文化賞

「特性を生かした個性ある地域づくり」をめざす
「ふるさと創生事業」によって創設した紫式部文学
賞・紫式部市民文化賞や、宇治市の美しい自然景
観や歴史的な風土、優れた文化財などの宇治の
特性を生かしたイベントです。

宇治の
イメージを
全国に発信

Winter
冬

Autumn
秋

《秋・冬編》

11月5日

10月
第１
日曜日

2月
下旬

11月
9月～

※掲載された情報は、社会情勢の変動等により変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

市民の
まつりとして
盛大に開催！

～スマホで巡る～
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※掲載された情報は、社会情勢の変動等により変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

市民の
まつりとして
盛大に開催！
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