京都・西の観光 スポットガイド
（文化・スポーツ・体験・温泉施設など）
京丹波町

南 丹 市

亀 岡 市

向 日 市

長岡京市

大山崎町

京 都 市

アグリパークわち
アマゴの里（京丹波町）
ウッディ・パルわち
京丹波町和知B&G海洋センターカヌー艇庫・クラブハウス
京都府立丹波自然運動公園
京都府和知青少年山の家
グリーンランドみずほ
琴滝
質志鐘乳洞公園
丹波高原下山フルーツガーデン
丹波ワインハウス
わち山野草の森

長瀬
仏主
下粟野
坂原シヨガキ20
曽根崩下代
上粟野東畑19
大朴
市森
質志
下山
豊田千原83
坂原

0771-84-0011
0771-84-1400
0771-84-2113
0771-84-0028（京丹波町教育委員会）
0771-82-0300（公園センター）
0771-84-1416
0771-86-1512
0771-89-1717（京丹波町観光協会）
0771-86-1725
0771-83-0264
0771-82-2003
0771-84-2041

大野ダム公園
美山かやぶきの里
京都府立るり渓少年自然の家「グリーンパルるり渓」
スチールの森京都（京都府立府民の森ひよし）
南丹市日吉町郷土資料館
南丹市立文化博物館
西京都パラグライダー練習場
はーばりすとくらぶ美山
氷室の郷
道の駅京都新光悦村
道の駅スプリングスひよし
道の駅美山ふれあい広場
美山芦生山の家
美山町自然文化村
美山かやぶき美術館・郷土資料館
るり渓温泉「心と身体の癒しの森」
るり渓温泉「こぶし荘花あかり」

美山町樫原
美山町北
園部町大河内小米阪1-9
日吉町天若上ノ所25
日吉町天若登地谷7
園部町小桜町63
八木町玉ノ井
美山町野添
八木町氷所赤見21-1
園部町曽我谷縄手15-3
日吉町中
美山町安掛
美山町芦生
美山町中
美山町島
園部町大河内広谷1-14
園部町大河内

0771-75-9110（大野振興会）
0771-77-0660（有限会社かやぶきの里）
0771-65-0190
0771-72-1339
0771-72-1130
0771-68-0081
090-2285-7243（BIRDSパラグライダースクール）
0771-75-1192
0771-43-1128
0771-68-1100
0771-72-1526
0771-75-1906 （美山町観光協会）
0771-77-0290
0771-77-0014
0771-75-1777
0771-65-5001
0771-65-0800

亀岡運動公園
亀岡市文化資料館
亀岡市七谷川野外活動センター
ガレリアかめおか
パラパーク京都
平の沢公園（水鳥のみち）
湯の花温泉

曽我部町穴太土渕
古世町中内坪1
千歳町千歳南山40
余部町宝久保1-1
千歳町千歳北谷山
馬路町
ひえ田野町芦ノ山流田3-1(案内所)

0771-25-0372
0771-22-0599
0771-24-6411
0771-29-2700
090-2285-7243
0771-22-0691（JR亀岡駅観光案内所）
0771-22-5645（湯の花温泉観光旅館協同組合）

竹の径
中小路家住宅
向日市激辛商店街
向日市天文館
向日市文化資料館
向日神社

上植野町下川原48
市内各所
向日町南山82-1
寺戸町南垣内40-1
向日町北山65

075-931-1111 （向日市産業振興課）
075-921-2657
090-4290-3002（京都激辛商店街事務局）
075-935-3800
075-931-1182
075-921-0217

乙訓寺
光明寺
香老舗 松栄堂 長岡京工場
サントリービール株式会社京都ビール工場
勝龍寺城跡（勝竜寺城公園）
長岡京市立神足ふれあい町家（旧石田家住宅）
長岡京市立中山修一記念館
長岡天満宮
柳谷観音（楊谷寺）

今里3丁目14-7
粟生西条ノ内26-1
勝竜寺東落辺14-2
調子3-1-1
勝竜寺13-1
神足二丁目13-10
久貝3丁目3-3
天神2丁目15-13
浄土谷堂ノ谷2

075-951-5759
075-955-0002
075-955-0101
075-952-2020
075-955-9716 （長岡京市公園緑地課）
075-951-5175
075-957-7176
075-951-1025
075-956-0017

アサヒビール大山崎山荘美術館
大山崎町歴史資料館（大山崎ふるさとセンター2階）
小倉神社
観音寺（山崎聖天）
宝積寺（宝寺）
妙喜庵（国宝「待庵」）
離宮八幡宮

銭原5-3
大山崎竜光3
円明寺小字鳥居前83
大山崎小字白味才62
大山崎銭原1
大山崎竜光56
大山崎西谷21-1

075-957-3123
075-952-6288
075-956-2044
075-956-0016
075-956-0047
075-956-0103
075-956-0218

嵐山温泉
嵐山温泉「駅の足湯」
嵐山通船（嵐山の屋形船）
嵐山モンキーパークいわたやま
大河内山荘庭園
小倉百人一首殿堂・時雨殿
京都嵐山オルゴール博物館
京都市京北森林公園
京都市嵯峨鳥居本町並み保存館
京都市洛西竹林公園
京都竹の郷温泉
ジオラマ京都JAPAN
東映太秦映画村
ぶらり嵐山
道の駅ウッディー京北

西京区嵐山渡月橋南詰
右京区嵯峨天龍寺造路町20-2
西京区嵐山中尾下町14-4
西京区嵐山元禄山町8
右京区嵯峨小倉山田淵山町8
右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11
右京区嵯峨天龍寺立石町1-38
右京区京北塔町愛宕谷25-3
右京区嵯峨鳥居本仙翁町8
西京区大枝北福西町2丁目300-3
西京区大原野東境谷町2-4
右京区嵯峨天龍寺車道町
右京区太秦東蜂岡町10
右京区嵯峨天龍寺北造路町18-1
右京区京北周山町上寺田1-1

075-861-0228
075-873-2121 （嵐電嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア）
075-861-0302
075-872-0950
075-872-2233
075-882-1111
075-865-1020
075-853-0200
075-864-2406
075-331-3821
075-332-5800 （ホテル京都エミナース）
075-861-8511
0570-064349
075-873-1232
075-852-1700

京都観光のゲートウェイ

京都・西の観光
Kyoto

GO
WEST

長岡天満宮

八条ヶ池

にそと開通 + 阪急西山天王山駅開業で、京都・西の観光が便利になりました。
駅から近い、インターチェンジから近い、公共交通機関でらくらくアクセス。
歴史・文化に加えて豊かな自然、エンターテインメントも充実しています。
これからの京都観光は、京都・西の観光から海、森、お茶の京都へ。

京都・西の観光推進協議会【事務局／ ( 公社 ) 京都府観光連盟】

京都府、京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町、( 公社 ) 京都府観光連盟
京福電気鉄道 ( 株 )、嵯峨野観光鉄道 ( 株 )、西日本旅客鉄道 ( 株 )、阪急電鉄 ( 株 )、京阪電気鉄道 ( 株 )、京阪バス ( 株 )、京阪京都交通 ( 株 )
京都バス ( 株 )、( 株 ) 東映京都スタジオ、美山ふるさと ( 株 )、南丹市美山エコツーリズム推進協議会
http://kyoto-go-west.info
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竹の径

アサヒビール大山崎山荘美術館

トロッコ列車（嵯峨野観光鉄道）

海の京都へ

美山

GO
WEST

京都府のほぼ中央にあり、標高 900m 前後の重畳たる連山の
間に開けている南丹市美山町。町内では数多くの茅葺き民家
が現存していおり、知井地区にある「北」の集落には 50 戸
のうち 38 棟がかやぶきの屋根です。また、山間を縫って由
良川、棚野川が流れ、河川一帯は鮎など渓流釣りのメッカで、
美山町東部には丹波高原の秘境ともいわれる芦生原生林が広
がっています。日本のふるさとの原風景、美山町は、その名
にふさわしく、美しい山々と清流に囲まれたのどかな町です。

（平成 27 年開通予定）

エリアガイド
「にそと開通」、「阪急西山天王山駅開業」などの交通網の整備により、京都
府の西部エリア（向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町、
京都市西部地域）の観光ポテンシャルが高くなってきています。
また、特に乙訓エリアは、京都府北部の「海の京都」、中部の「森の京都」
、
南部の「お茶の京都」につながる京都観光の西のゲートウェイ（入り口）と
して、その豊富な歴史的資源とともに今後、ますます注目されるところです。
京都府では「京都・西の観光推進協議会」を立ち上げ、「京都・西の観光」
としてその魅力をＰＲしていきます。

ぼたん鍋

美山かやぶきの里

道の駅
「京丹波 味夢の里」
（平成 27 年開業予定）

京北

日吉

京丹波

京都・西の観光

Kyoto

森の京都

上桂川とその支流弓削川とが合流する周山が
町の中心となっている京都市右京区京北町。
大部分を山々に囲まれ、キャンプやハイキン
グに訪れる人が年々増えています。

丹波 IC

京都縦貫自動車道

丹波栗

園部

高雄

JR

陰

本

線
トロッコ列車と保津川下り

亀岡

嵐山

嵐電 嵐山本線

北野白梅町

JR 嵯峨野線

太秦天神川
嵐電天神川

I
C

京阪本線

大山崎
JCT

京都イルミエール

筍料理

阪急西山天王山駅（京都縦貫自動車道長岡京 IC）

JR 京都線・新幹線
東福寺

名神高速道路

竹田
中書島

京滋バイパス

近鉄京都線

八幡市

第二京阪道路

久御山
JCT

祇園四条

京阪宇治線

向日市
長岡京市
大山崎町

京都市営地下鉄
東西線

宇治

JR

奈良線

乙訓

西山天王山
長岡京

京都府の西南部に位置し、向日市・長岡京市・
大山崎町の 3 つを合わせて乙訓地方と呼ん
でいます。川と街道によって西国と結ばれ
ていたことから、交通の要衝として栄え、
桓武天皇により長岡京が置かれたりもしま
した。またこのあたりは竹林の里として名
高いところです。孟宗竹の発祥地といわれ、
筍料理や竹細工が名物となっています。

梅小路

京都駅の西側にある梅小路
エリアには緑豊かな梅小路
公園や梅小路蒸気機関車館
があり、2012 年には京都
水族館がオープンしまし
た。2016 年春には京都鉄 京都南
道博物館も開業予定です。 IC

河原町

西山

桂

烏丸
四条

三条
三条京阪

京都

松尾・桂

桂は貴族の別荘などが造営され
た地として知られた場所です。
また京都寺社の西の代表格・松
尾大社から情緒あふれる苔寺ま
での間には、見どころが連なっ
ているので散策には事欠かない
エリアです。

東映太秦映画村

烏丸御池

二条

大宮
四条大宮

阪急嵐山線

保津川下りの起点として知られている亀岡市。
この街の歴史は古く、奈良時代には丹波一の宮・
国分寺などが置かれていました。さらに安土・
桃山時代に明智光秀が丹波亀山城を築いて以来、
城下町として、また山陰街道の宿場町として発
展してきました。当時の面影を残す街並みのほ
か、湯の花温泉・保津川下り・嵯峨野トロッコ
列車など見どころも豊富です。

京都府立丹波自然運動公園

嵐電 北野線

阪急京都線

京都府の中央部に位置する地域が京都丹波地域です。由良川、大堰
川が横切り、のどかで素朴な田園風景が続きます。
三万石の城下町園部は歴史と風土にはぐくまれた山紫水明の里。景
勝地「るり渓」では、渓流沿いの散策のほか、
「るり渓温泉」や「京
都イルミエール」も人気です。亀岡盆地の北西部に位置する八木は、
大堰川を中心に春の桜、花火、松茸狩りなどの四季が織りなす風物
詩が展開されます。
のどかな田園里山風景の日吉は、近畿では最大規模の多目的ダムの
日吉ダムと、温泉も楽しめる道の駅スプリングスひよしが有名です。
京丹波は豊潤な大地が、丹波黒大豆、丹波栗、丹波松茸、瑞穂そば、
丹波ワインなどの丹波ブランド産品を生み出し、その風土は和知太
鼓や和知人形浄瑠璃などの伝統文化を育んでいます。

嵐電（京福電気鉄道）

嵐山

古くから神社仏閣が集まり、
そこにはそれぞれに趣向を
凝らした庭園がつくられ、
季節の花に彩られています。

嵐山

質志鐘乳洞

嵯峨野観光鉄道

嵯峨嵐山
トロッコ嵯峨

御室・宇多野

帷子ノ辻

亀岡 IC

嵯峨野

小倉山の東麓、東西、南北 2 キ
ロほどが嵯峨野。ここの美しさ
を象徴するともいえる竹林のほ
の暗い小道を抜けると、ひっそ
りと静まりかえる小庵や道端の
石仏と出会うことができます。

平安時代から江戸時代にかけて皇族、貴族、
武士が山荘や別荘を兼ねた寺などを建てた
土地。その遺構が金閣寺をはじめ、龍安寺、
仁和寺などの古刹として残っています。

京都市営地下鉄
烏丸線

亀岡

トロッコ
亀岡

八木

南丹

山

高雄山のふもと、清滝川沿いに高雄（尾）、槙尾、栂尾
の集落が並び、それぞれに名刹が建っています。また、
幾世紀にもわたり林木、鮎、炭、松明などを朝廷に献上
してきました。

宇治東 IC

宇治

お茶の京都へ

