南部

JR 琵琶湖線

阪急京都線

J

京都市営
地下鉄東西線

四季を通して自然の豊かな森林公園は、随所に
見られる紅葉が特に美しい。公園内の三上山展
望台からは、相楽地域が一望できる。
© 平等院
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長岡京
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お茶の京都は京都府の南部に位置し、数多くの国宝
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宇治

京阪

京滋

竹林や紅葉に身をおくことがでこきます。
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宇治市源氏物語ミュージアム

11 月下旬〜 12 月上旬

向日神社

鳥居から本殿までの参道約 200m の間と境内の
紅葉が美しい。
・向日市向日町北山 65 TEL.075-921-0217
◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 京都線「向日町駅」からタクシーで 6 分
◆阪急京都線「東向日駅」からタクシーで 5 分
【駐車場】有

3

長岡天満宮

11 月中旬〜 12 月上旬

菅原道真公ゆかりの地。八条ヶ池を囲む広々と
した秋の景色は趣深い。鮮やかな朱塗りの社殿
に紅葉が映える。※ ライトアップ 11/17 〜
12/2
・長岡京市天神 2 丁目 15-13 TEL.075-951-1025
◆阪急京都線「長岡天神」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 京都線「長岡京」駅下車、徒歩 20 分

4

光明寺（長岡京市）

11 月中旬〜 12 月上旬

2

柳谷観音（楊谷寺）

11 月中旬〜 12 月上旬

境内には空海の法力による独鈷水（おこうずい）
があり、眼病に効くことで知られている。
【料金】800 円（11/10 〜 12/2）
・長岡京市浄土谷堂ノ谷 2 TEL.075-956-0017
◆阪急京都線「長岡天神」駅からタクシーで 10 分
◆阪急京都線「西山天王山」駅からタクシーで 10 分
◆JR 京都線「長岡京」駅からタクシーで 13 分

参道をうずめる数百本のもみじが、境内を紅に
染める。
【料金】
※特別拝観期間中は入山料が必要
大人 500 円（団体 30 名様以上 400 円） 中学
生以下無料
・長岡京市粟生西条ノ内 26-1 TEL.075-955-0002
◆JR 京都線「長岡京」駅、または阪急京都線「長岡天神」
駅から阪急バスで「旭ヶ丘ホーム前」下車
※駐車場はありませんので、公共交通機関の利用を。

1

宇治川ライン一帯

11 月中旬〜 12 月上旬

宇治川沿いの山一帯の紅葉が美しい。
・宇治市 TEL.0774-23-3334（公益社団法人宇治市観光協
会）
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇治」駅
下車、徒歩で宇治川沿いに上流へ散策

22

J
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京都府立山城総合運動公園
「太陽が丘」

11 月中旬〜 12 月上旬

公園を南北に走る幹線道路沿いの紅葉がとても
きれい。
・宇治市広野町八軒屋谷 1 番地 TEL.0774-24-1313
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇治」駅か
ら京阪京都バス太陽が丘行きで「太陽が丘」下車、または
維中前、宇治田原工業団地行きで「太陽が丘ゲート前」下
車
◆近鉄京都線「大久保」駅から京阪京都バス京阪宇治、黄
檗駅行きで「太陽が丘西ゲート前」下車
【駐車場】有（1,300 台 普通車 400 円、大型車 1,500 円）

4

興聖寺

琴坂

11 月下旬〜 12 月上旬

総門から続く琴坂は、紅葉の名所。ゆるやかな
坂道の両側には楓が赤く色づき、トンネルのよ
う。
・宇治市宇治山田 27-1 TEL.0774-21-2040
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 20 分

「寛永の三筆」と称せられた松花堂昭乗ゆかりの
庭園。昭乗が晩年に建てた草庵「松花堂」を中
心に露地庭や枯山水などで構成された 2 万 2 千
㎡の庭園は、紅葉の季節はもちろん、四季折々、
日本の美の風情が満喫できる。また、美術館や
ミュージアムショップ、京都吉兆松花堂店を併
設。
【定休日】
月曜日（祝日の場合、その翌平日）、年末年始
※庭園案内は要事前予約（所要時間 40 分〜 60
分）
・八幡市八幡女郎花 43-1 TEL.075-981-0010
◆京阪本線「八幡市」駅から京阪バスで「大芝・松花堂前」
下車

5

三室戸寺

11 月中旬〜 12 月上旬

ミュージアムへ続くアプローチや建物の周りが
宇治川の北に連なる山々の一峰、明星山の中腹
紅葉で美しく染まる。館内から見る紅葉も格別。 にある三室戸寺は、奈良時代に開かれた古寺。
【定休日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
境内には江戸時代再建の本堂や阿弥陀三尊坐像
始
（平安時代）を安置する阿弥陀堂、江戸時代建立
【日時】9 時〜 17 時（入館は 16 時 30 分まで）
の三重塔などが建ち、また平安時代作という釈
【料金】
迦如来像を安置する宝物殿は、毎月 17 日に一般
大人 500 円（400 円）
公開される。
小・中学生 250 円（200 円）
もみじがあり、美しい景色が楽しめる。
※（ ）内は団体（30 名以上）料金
【日時】
4/1 〜 10/31 8 時 30 分〜 16 時 30 分
・宇治市宇治東内 45-26 TEL.0774-39-9300
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 8 分
11/1 〜 3/31 8 時 30 分〜 16 時
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 15 分
（拝観受付は 30 分前まで）
【駐車場】有（有料）
【料金】
大人 500 円（400 円）
小・中学生 300 円（200 円）
※（ ）内は団体（30 名以上）料金
宝物殿 大人 300 円、小人 200 円

3

松花堂庭園

11 月中旬〜 11 月下旬

JR 関西本線

加茂

R

11

酬恩庵一休寺

11 月中旬〜 11 月下旬

入口から紅葉が迎える。青い苔に紅葉が映える。
幾何学模様の御影石の石畳に紅葉がこぼれるよ
うに紅く染まる。
【日時】
9 時〜 17 時 ( 宝物殿 9 時 30 分〜 16 時 30 分 )
【料金】
大人（中学生以上）500 円 子ども 250 円
団体（30 名以上）450 円
・京田辺市薪里ノ内 102 TEL.0774-62-0193
◆JR 学研都市線「京田辺」駅下車、徒歩 15 分
◆近鉄京都線「新田辺」駅下車、徒歩 20 分
【駐車場】有（30 台、有料）

12

・木津川市山城町神童子三上山 1 番地 TEL.0774-86-4507
◆JR 奈良線「棚倉」駅下車、徒歩 80 分
◆JR 奈良線「棚倉」駅から車で 10 分
◆R24 開橋交差点から東へ 5km
【駐車場】有（料金 /500 円）

17

・宇治市菟道滋賀谷 21 TEL.0774-21-2067
◆京阪宇治線「三室戸」駅下車、徒歩 15 分
【駐車場】有（有料）

8

善法律寺（もみじ寺）

11 月下旬

石清水八幡宮検校職であった善法寺宮清の建立。
本尊の八幡大菩薩像をはじめ、宝冠阿弥陀如来
像等がある。また足利義満の母良子の菩提寺。
境内には良子が寄進した紅葉が多数あり、別名
「紅葉寺」と呼ばれている。
※境内自由参拝。本堂拝観のみ要予約。
・八幡市八幡馬場 88-1 TEL.075-981-0157
◆京阪本線「八幡市」駅から京阪バスで「走上り」下車、
徒歩約 5 分
◆京阪本線「八幡市」駅下車、徒歩約 15 分

9

神應寺

11 月中旬〜 11 月下旬

石清水八幡宮を勧請した行教が創建。参道から
境内まで鮮やかな紅葉を楽しめる。イチョウも
見事。※本堂拝観は要予約。
・八幡市八幡西高坊 24 TEL.075-981-2109
◆京阪本線「八幡市」駅下車、徒歩約 6 分

10

石清水八幡宮

11 月中旬〜 12 月上旬
男山一帯の紅葉が美し
い。展望台からは対岸に
天王山を望み、桂川、宇
治川、木津川の三川が眺
望できる。ハイキングに
も好適。境内にはエジソ
ン記念碑も。
境内の見学自由。

・八幡市八幡高坊 30
TEL.075-981-3001
◆京阪本線「八幡市」駅から
ケーブルで「男山山上」駅下
車、徒歩約 5 分
◆京阪本線「八幡市」駅下車、
表参道で山上まで徒歩約 30
分

・京田辺市普賢寺下大門 13 TEL.0774-62-0668
◆近鉄京都線「三山木」駅・JR 学研都市線「JR 三山木」
駅から奈良交通バスで「普賢寺」下車、徒歩 3 分
【駐車場】有（乗用車 30 台、無料）

13

布目川自然公園

11 月上旬〜 11 月中旬

布目川の一枚岩には自然の威力が作り出した「お
う穴」群が見られる。
・相楽郡笠置町 TEL.0743-95-2301（笠置町商工観光課）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 1 時間

神童寺

紅葉みど
紅葉みどこ
どころ
どこ
ガイド

本堂横の銀杏の大木付近は、落葉が黄金色の絨
毯になり見事です。
・木津川市山城町神童子不晴谷 TEL.0774-86-2161
◆JR 奈良線「棚倉」駅から車で 10 分（徒歩の場合約 40 分）
◆近鉄京都線「新祝園」駅から車で 20 分
【駐車場】有

大御堂観音寺

奈良時代に天武天皇の勅願により創建。本尊は、
国宝に指定されている十一面観音立像で、天平
文化な華やかさを今に伝える柔和な表情が特徴
です。春は、菜の花と桜が参道に広がり、秋は
紅葉の名所となる。紅葉はイロハモミジやノム
ラモミジなど 20 本あり、11 月中旬ごろが見頃。
紅葉時期に合わせた夜間特別拝観（ライトアッ
プ）も開催。夜間特別拝観 11 月 22 日（木）
〜 12 月 2 日（日）17：00 〜 20：00
【日時】拝観時間 9 時〜 17 時（予約要）
【料金】志納料 400 円

22

11 月中旬〜 11 月下旬

23

笠置山もみじ公園

11 月中旬〜 11 月下旬

府立笠置山自然公園内の笠置寺境内にある、も
みじ公園が紅葉で真っ赤に染まる。
また、ライトアップも実施され、夜空に浮かび
上がる幻想的な空間が広がる。
・相楽郡笠置町 TEL.0743-95-2301（笠置町商工観光課）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 45 分

11 月中旬〜 11 月下旬

24
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11 月下旬〜 12 月上旬

正門前広場から境内地にかけて約 200 本のモミ
ジが一斉に色付き、鳳凰堂の美しさをより一層
引き立てる。まさに秋の極楽浄土の情景そのも
の。
紅葉時期に合わせた夜間特別拝観（ライトアッ
プ）も開催。
夜間特別拝観「瑞光照歓〜錦秋のあかり〜」
11 月 17 日（土）〜12 月 2 日（日）の金土日祝
日限定
18:00〜20:30（20:15 受付終了）

京田辺

12

1

平等院

11 月下旬〜 12 月上旬

・宇治市宇治蓮華 116 TEL.0774-21-2861
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 10 分
【駐車場】無（近辺に民営駐車場有り）
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城陽

とロマンと静寂な雰囲気に心洗われる美しい

のふるさとです。
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近鉄京都線

竹の里・乙訓は京都府の南西に位置し、歴史

景色が今も息づく 800 年の歴史を誇る宇治・日本茶
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にふれられるエリアと磨かれた茶文化や茶畑の眩い

黄檗山萬福寺

京阪
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山城町森林公園

11 月中旬〜 11 月下旬
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京都

（一社）木津川市観光協会

18

浄瑠璃寺

11 月中旬〜 11 月下旬

極楽浄土を現したという庭園の紅葉は池を中心
にして、三重塔（国宝）までも染め上げる。
・木津川市加茂町西小札場 TEL.0774-76-2390
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車
◆JR 大和路線「奈良」駅、または近鉄奈良線「近鉄奈良」
駅から奈良交通バスで「浄瑠璃寺」下車
【駐車場】有（民間駐車場 50 台、有料）

24

正法寺（和束町）

11 月中旬〜 11 月下旬

当地に葬られた聖武天皇の皇子である安積親王
の菩提を弔うため行基が創建したと伝えられる。
境内の参道一体には、イチョウやモミジ類が植
えられており、秋の紅葉はふだん静寂な古寺を
賑やかにしている。
・相楽郡和束町南 TEL.0774-78-0300（和束町観光案内所）
◆JR 大和路線「加茂」駅から奈良交通バス（和束小杉行き）
で「和束山の家」下車、徒歩 5 分

大道神社

11 月中旬〜 12 月上旬

祭神を菅原道真とする。
九十数段の石段を登った所から見る紅葉は見事
である。
・綴喜郡宇治田原町立川小字宮ノ前 39
TEL.0774-88-3782（猿丸神社）
◆京阪宇治線「宇治」駅、JR 奈良線「宇治」駅、または
近鉄京都線「新田辺」駅から京都京阪バス（維中前、工業
団地、緑苑坂行き）で「維中前」下車、徒歩 30 分
【駐車場】無

14

猿丸神社

11 月中旬〜 12 月上旬

百人一首に収録された「奥山に紅葉ふみわけ鳴
く鹿の声聞くときぞ秋はかなしき」と歌った伝
説的歌人、猿丸大夫を祭神とし、現在は「こぶ
とりの神様」「ガン封じの神様」として広く崇敬
されている。毎月 13 日には月例祭が、4/13 と
9/13 には大祭が、6/13 と 12/13 には火焚神事が
おこなわれる。
11 月下旬には境内周辺の紅葉が色づき見もので
ある。
・綴喜郡宇治田原町禅定寺小字粽谷 44
TEL.0774-88-3782
◆京阪宇治線「宇治」駅、JR 奈良線「宇治」駅、または
近鉄京都線「新田辺」駅から京都京阪バス（維中前、緑苑
坂、工業団地行き）で「維中前」下車、徒歩 50 分（毎月
13 日は維中前から猿丸神社行きの臨時バス有り）
◆京滋バイパス（名古屋方面から）「南郷」IC、または京
滋バイパス（大阪方面から）「笠取」IC から禅定寺地区へ
◆国道 307 号から岩山バイパスに入り府道大石東線を大
津方面へ（宇治田原町側から）
◆大津、石山、南郷から府道大石東線を南下（滋賀県側から）
【駐車場】有

15

天神社

11 月中旬〜 12 月上旬

延暦 14 年（795）伝教大師の勧請により、奥山
田の荘開始の祖、藤原兼秀の建立なりと言われ
る。延長年間（923 〜 931）菅原道真を配祀し、
古来奥山田集落の氏神として奉祀されている。
現在の本殿は一間社流造で府登録文化財。
奥山田集落を見下ろす見晴らしのよい位置にあ
り、秋の紅葉は絶景。
・綴喜郡宇治田原町奥山田小字宮垣内 TEL.0774-88-2963
◆京阪宇治線「宇治」駅、JR 奈良線「宇治」駅、または
近鉄京都線「新田辺」駅から京都京阪バス（維中前、緑苑
坂、工業団地行き）で「維中前」下車、コミュニティバス
に乗り換え「奥山田」下車、徒歩 2 分
◆国道 307 号を信楽方面へ進み奥山田大杉トンネル先
100m 宮垣内交差点左折すぐ

主な紅葉スポットは

（一社）木津川市観光協会

19

岩船寺

11 月中旬〜 11 月下旬

あじさいの数の多さで知られているが、幽谷に
色づく紅葉も見逃せない。三重塔の裏山への散
策道を登ると山内の紅葉が一望できる。
・木津川市加茂町岩船上ノ門 43 TEL.0774-76-3390
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバス
で「岩船寺」下車
◆JR 大和路線「奈良」駅、または近鉄奈良線「近鉄奈良」
駅から奈良交通バスで「浄瑠璃寺」下車、木津川市コミュ
ニティバス（当尾線）に乗り換え「岩船寺」下車
【駐車場】有（民間駐車場 50 台、有料）
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海住山寺

25
11 月

日本庭園を中心としてモミジの紅葉が美しい（イ
ロハモミジ、オオモミジなど）。11/3 〜 11/25
の金・土・日・祝日にはライトアップも行われる。
【定休日】なし
【日時】9 時〜 17 時（入園は 16 時 30 分まで）
※ライトアップ時は 21 時ま（入園は 20 時半ま
で）
【料金】
大人 200 円 小・中学生 100 円
60 歳以上は証明書の掲示で無料
※11/3、11/18 は、水景園入園無料
・相楽郡精華町精華台 6 丁目 1 番地 TEL.0774-93-1200
◆近鉄京都線「新祝園」駅、または JR 学研都市線「祝園」
駅から奈良交通バス（36、37、56 系統）で 9 分
◆近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅から奈良交通
バス（56 系統）で 14 分
※水景園へお越しの方は「公園東通り」、芝生広場へお越
しの方は「けいはんな記念公園」で下車
◆京都から R24 〜京奈和自動車道「精華学研」IC 〜精華大
通り利用で約 50 分
【駐車場】有（普通車 400 円、大型車 1,500 円）

標高 200 メートルにあり、もみじを見ながら眼
下に恭仁宮、遥か平城宮が望める。
五重塔（国宝）をバックにもみじが大変美しく、
本堂裏の大木の銀杏の紅葉も見事。

・相楽郡笠置町 TEL.0743-95-2301（笠置町商工観光課）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、山頂まで徒歩 45 分

1

北野天満宮

11 月中旬〜 12 月上旬

北野天満宮の境内西側には
史跡御土居があり、10 月下
旬〜 12 月上旬まで紅葉の季
節にあわせて公開。
御土居（おどい）とは、豊臣秀吉公が天正 19 年（1591）に京
都の周囲に築いた土塁。北野天満宮の御土居は原型に最も近く、
脇を流れる紙屋川の水面に紅葉が映え、優雅な空間を演出。
【料金】
入苑料（茶菓子付き）
大人 800 円
小人 400 円

清水寺

有名な清水の舞台から見下ろ
せば、あでやかな紅葉の海が
広がる。
※現在、本堂の檜皮屋根を葺
き替える工事を行っています
が、参拝いただけます。
・京都市東山区清水 1 丁目 294 TEL.075-551-1234
◆市バス「五条坂」下車、徒歩 15 分
◆市バス「清水道」下車、徒歩 15 分
【駐車場】無（近くに京都市清水坂観光駐車場（有料）有り）

11 月上旬〜 11 月中旬

公益社団法人 京都府観光連盟
発行：2018.11

紅葉だよりボタンをクリック

柳谷観音（楊谷寺）[ 長岡京市 ]

11 月下旬〜 12 月上旬

笠置山一帯

紅葉だより

検索

www.kyoto-kankou.or.jp

2

・木津川市加茂町例幣海住山 20 TEL.0774-76-2256
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバス
で「海住山寺口」下車、徒歩 25 分
◆JR 大和路線「加茂」駅から奈良交通バスで「岡崎」下車、
徒歩 40 分
【駐車場】有（30 台、無料）

木津川の南岸にある国の史跡名勝、笠置山。
紅葉が見事なハイキングコースがある。

京都府観光ガイド

・京都市上京区馬喰町 TEL.075-461-0005
◆市バス「北野天満宮前」下車

11 月下旬
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インターネットで紅葉状況をご確認いただけます。

けいはんな記念公園
「水景園」

3

高台寺

11 月中旬〜 12 月上旬

豊臣秀吉の正室、北政所が
夫の菩提を弔うために創建
した高台寺。秋の夜間拝観
も見応えあり。
・京都市東山区高台寺下河原町 526 TEL.075-561-9966
◆市バス「東山安井」下車、徒歩 7 分
【駐車場】有（拝観者は 1 時間無料）

4

地主神社

11 月下旬

清水一帯の紅葉の美しさを
たたえ、恋の実りを祈願。
・京都市東山区清水 1 丁目 317
TEL.075-541-2097
◆市バス「五条坂」、または市バ
ス「清水道」下車、徒歩 15 分
【駐車場】無（付近に市営、民営の有料駐車場有り）

5

城南宮

11 月下旬〜 12 月上旬

神苑では秋の七草をはじめ、
秋野の風情が楽しめるほか、
全域にもみじが植栽され、
紅葉も美しい。
【料金】神苑拝観料 600 円
・京都市伏見区中島鳥羽離宮町 7
TEL.075-623-0846
◆地下鉄烏丸線、近鉄京都線「竹田」駅下車◆市バス「城南宮東口」下車
◆京都駅八条口から京都らくなんエクスプレス（R'EX バス）で平日「油小
路城南宮」、土曜日・日曜日・祝日「城南宮前」下車
【駐車場】有（平常：普通車 200 台、バス 10 台／シーズン：普通車 240 台、
バス 3 台）

6

京都府立植物園

11 月中旬〜 12 月上旬

紅葉するイロハモミジ、黄葉するイチョ
ウ、オレンジ色のランシンボクなど都市
部にいながらにして、1 ヶ月以上にもわ
たり様々な木々の紅葉を楽しむことがで
きる。特に園内なからぎの池周辺のカエ
デやアジサイ園のフウの紅葉は必見。
【日時】
9 時〜 17 時 ( 入園は 16 時まで )
観覧温室 10 時〜 16 時 ( 入室は 15 時 30 分まで )
【料金】
入園料（温室は観覧料が別途同額必要）
一般 200 円
高校生 150 円
中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有り
※70 歳以上の方は証明提示で無料
・京都市左京区下鴨半木町 TEL.075-701-0141
◆地下鉄烏丸線「北山」駅下車、3 番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」駅下車、3 番出口を東へ徒歩約 10 分
◆市バス「植物園前」下車、徒歩 5 分
【駐車場】有（150 台、乗用車 1 時間 300 円、上限 1200 円）

4

与謝野

・宮津市成相寺 339 TEL.0772-27-0018
◆京都丹後鉄道宮豊線「天橋立」駅から汽船で「一の宮」
下船、徒歩 5 分、ケーブル、またはリフトに乗り換え「傘
松公園」下車、登山バスに乗り換え「成相寺」駅下車
◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」IC から
車で 20 分
【駐車場】有（普通車約 30 台、大型 4 台 無料）

舞鶴自然文化園

モミジ、カエデ、イチョウや道路沿いのメタセ
コイアなど様々な色のハーモニー。
・舞鶴市多祢寺 24-12
TEL.0773-68-1187（公益財団法人舞鶴市花と緑の公社）
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バスで「舞鶴自然
文化園」下車
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴東」IC から車で 30 分

5

双峰公園一帯と大江山連峰

10 月下旬〜 11 月上旬

加悦双峰公園。特に赤石ケ岳の広葉樹林群の紅
葉が見事。広葉樹と針葉樹のコントラストも最
高。
・与謝郡与謝野町与謝 TEL.0772-43-1581（加悦双峰公園）
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシーで約 25
分

8

丹後半島の高地にあり、自然保護が最優先され
ており、まさに自然道そのものであり、楓、ブ
ナなど落葉樹林で赤と黄色の美しいコントラス
トを見せる。

・与謝郡与謝野町岩屋 TEL.0772-43-0155（与謝野町観光
協会）
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 10 分

・京丹後市弥栄町 TEL.0772-66-0036（スイス村森林公園
管理事務所）
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹海バス（間人行き）
で「溝谷」下車、タクシーで 30 分
※溝谷から野中まで市営バスが日に 4 本有り（平日のみ）
※野中からスイス村までは車で 15 分

出雲大神宮

11 月中旬〜 11 月下旬

御神体山のもみじは絶景である。また、イチョウ
の名所でもある。

・京丹後市峰山町鱒留 TEL.0772-62-7720（天女の里）
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅からタクシーで 20 分

5

8

JR 嵯峨野線

松尾大社

3 2
4
京都

・亀岡市千歳町千歳出雲無番地 TEL.0771-24-7799
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバスで約 15
分「出雲神社前」下車 ◆京都縦貫自動車道「千代川」IC
から約 15 分
【駐車場】有（80 台）

2

神藏寺

龍潭寺

11 月中旬〜 11 月下旬

京都府指定文化財のすばらしい庭園がある。
・亀岡市薭田野町太田東谷 40 TEL.0771-24-0360
◆JR 嵯峨野線「並河」駅から亀岡市ふるさとバスで「青
葉学園前」下車
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
【駐車場】有

11 月上旬〜 11 月中旬

亀岡市内でも特に早く色づく紅葉の名所。延暦元年
（782）、伝教大師最澄がこの地を訪ね開基道場を開い
たのが始まりとされる。樹齢 400 年ともいわれるイ
ロハモミジが境内を覆い隠すように鎮座する。散り際
のまるで緋毛氈を敷いたかのような光景もおすすめ。
【料金】拝観志納金が必要
・亀岡市薭田野町佐伯岩谷ノ内院ノ芝 60
TEL.0771-23-5537
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バスで「運動
公園ターミナル」下車、亀岡市ふるさとバスに乗り換え「グ
リーンハイツ口」下車、徒歩約 20 分
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
【駐車場】有（無料）

3

鍬山神社

7

13

宗雲寺

11 月中旬

京都府名勝庭園に指定された庭園から紅葉が楽
しめる。
・京丹後市久美浜町 1268 TEL.0772-82-0274
◆京都丹後鉄道宮豊線「久美浜」駅下車、徒歩 10 分

11 月中旬

もみじのあざやかさは市内随一。
※拝観は予約が必要
・亀岡市畑野町千ヶ畑藤垣内 1 TEL.0771-28-2243
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バスで「運動
公園ターミナル」下車、亀岡市ふるさとバスに乗り換え
「千ヶ畑」下車、徒歩約 5 分 ◆京都縦貫自動車道「亀岡」
IC から約 30 分

境内は四季折々の景観に恵まれ「丹波のもみじ
・船井郡京丹波町曽根崩下代 TEL.0771-82-0300（公園セ
寺」として有名。
ンター）
薬師堂にある竜の天井彫刻は江戸時代に近畿を
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「自然運動公園前」
中心に活躍した彫刻師、中井権次の流れをくむ
下車
4 代目正忠の作品で見応え有り。11 月 11 日に
はもみじ祭りを開催。
【料金】
拝観料 大人（高校生以上） 300 円
11 月上旬〜 11 月下旬
小・中学生 100 円

グリーンランドみずほ

・船井郡京丹波町大朴 TEL.0771-86-1512（グリーンラン
ドみずほ）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「桧山」下車、徒
歩 30 分

唐戸渓谷

大小さまざまの奇岩、巨石に波しぶきをたたき
つける清流、春はツツジ・シャクナゲ、秋は紅
葉と、四季を通じて自然の雄大さを見せてくれ
る。北桑十景に数えられている景勝地。
・南丹市美山町田歌
TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅・JR 山陰線「日吉」駅から市営バ
スで「出合」下車（途中「知見口」で乗り換え）
※曜日・時間帯により市営バスの接続する駅が変わります。
※バスの本数に制限有り
【駐車場】有
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かやぶきの里

11 月上旬〜 11 月下旬

かやぶきの里集落は全体の 7 割がかやぶき屋根
で、重要伝統的建造物群保存地区に選定されて
いる。北側に山を背負い、秋になると頂が紅葉
に染まり、のどかな田園風景の中を散策できる。
・南丹市美山町北
TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅、または JR 山陰線「日吉」駅か
ら市営バスで「北」下車 ※曜日、時間帯により市営バス
の接続する駅が変わります。
【駐車場】有（100 台、無料）

宗教法人大本の亀岡本部には手入れの行き届い
たモミジやイチョウが植栽され、隠れた紅葉の
名所となっている。明智光秀公が築城した丹波
亀山城は廃城令により解体されたが、大本の手
により石垣の一部が修復され往時を偲ぶことが
できる。
【料金】無料（見学の際は受付に申し出が必要）
・亀岡市荒塚町内丸 1 TEL.0771-22-5561（大本本部）
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅下車、徒歩 10 分
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
【駐車場】有（60 台）
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・福知山市奥野部 577 TEL.0773-22-8768
◆JR 山陰本線「福知山」駅、または京都丹後鉄道宮福線「福
知山」駅から車で 15 分
【駐車場】有（無料）

23

安国寺

保津峡

11 月中旬〜 12 月中旬

保津川下りや嵯峨野トロッコ列車で見る紅葉は
色とりどりでとても美しい。
・亀岡市保津町
TEL.0771-22-0691（JR 亀岡駅観光案内所）
◆JR 嵯峨野線「保津峡」駅下車
◆嵯峨野観光鉄道「トロッコ保津峡」駅下車

天寧寺

11 月中旬〜 11 月下旬

11 月上旬〜 11 月中旬

境内において約 100 本のもみじの見事な紅葉が
見られる。
・綾部市安国寺町寺ノ段 TEL.0773-44-1565
◆JR 山陰本線「綾部」駅からあやバス（黒谷線）で「安
国寺前」下車、徒歩 2 分
◆JR 舞鶴線「梅迫」駅から徒歩 15 分

夜久野高原八十八カ所の石仏が宝山を中心に点
在しており、山々の紅葉を見ながら、ハイキン
グに最適。
・福知山市夜久野町平野 TEL.0773-37-1103（福知山観光
協会夜久野支部）
◆JR 山陰本線「上夜久野」駅下車、徒歩 15 分
【駐車場】有

臨済宗妙心寺派の禅宗寺院。禅宗仏殿の伝統を
伝える境内の薬師堂や、国の重要文化財に指定
された絵画工芸品など文化財の宝庫となってい
る。

大原神社

11 月中旬

府の指定文化財で、古くから安産や五穀豊穣の
神として、また最近では交通安全の神として知
られ、多くの参拝者で賑わっている。近くには
府の有形民俗文化財に指定された産屋がある。
紅葉の時期には、境内は秋の彩りに染まる。
・福知山市三和町大原 191-1 TEL.0773-58-4324
◆JR 山陰本線「綾部」駅から市営バス（川合大原線）
で 15 分「大原」下車、徒歩 3 分 ※市バスは日曜日、祝
日運休
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大歳神社

11 月中旬

※京都の自然 200 選
秋（11 月中旬頃）には、大イチョウが黄色に色
づく。
この大イチョウは樹齢数百年、枝からはイチョ
ウ特有の「乳垂れ（ちちだれ）」または、
「気根（き
こん）*」とよばれる乳房状のものが垂れ下がっ
ている。地中にのびる根は、根上がりしてコブ
のようになっている。
* 気根（きこん）･･･空中にのびる根のこと
・福知山市夜久野町千原 TEL.0773-37-1103（福知山観光
協会夜久野支部）
◆JR 山陰本線「下夜久野」駅下車、徒歩 30 分
◆舞鶴若狭自動車道「福知山」IC から R9 号で約 50 分

28

二瀬川渓流一帯

11 月上旬〜 11 月下旬

新童子橋（吊橋）からの眺望がすばらしい。
※京都の自然 200 選
【日時】見学自由
・福知山市大江町仏性寺
TEL.0773-56-1102（福知山市役所大江支所）
◆京都丹後鉄道宮福線「大江」駅から市バス（大江山の家
線）で「鬼ヶ茶屋」もしくは「二瀬川」下車、徒歩 5 分
【駐車場】有（近隣に駐車場有り）

29

大江山

10 月中旬〜 11 月下旬

全長 7km の大江山連峰は、鬼退治の伝説で全国
にその名を知られている。新緑や紅葉を眺めな
がらのハイキングや森林浴を楽しむことができ
る。
【料金】無料
・福知山市大江町仏性寺
TEL.0773-56-1102（福知山市役所大江支所）
◆京都丹後鉄道宮福線「大江」駅から市バス（大江山の家
線）で約 20 分「大江山の家」下車（山頂までは徒歩で約
2 時間）
【駐車場】有（無料）

・福知山市字大呂 1474 TEL.0773-33-3448
◆JR 山陰本線「福知山」駅、または京都丹後鉄道宮福線「福
知山」駅から車で 20 分
◆京都丹後鉄道宮福線「下天津」駅下車、徒歩 40 分
【駐車場】有（無料）

観光に関する問い合わせ先
南部エリア

紅葉スポットや交通機関の状況について
お出掛け前にお問い合わせください。
10

大野ダム周辺

11 月上旬〜 11 月下旬

大野ダム公園の河川敷を利用したこの公園は、
桜・もみじの 1,000 本植樹を行い、観光客で賑
わう。11/17・18 には第 30 回大野ダムもみじ祭
りが開催される。
・南丹市美山町樫原
TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
◆JR 山陰本線「和知」駅から市営バス（大野ダム行き）で
「大野ダム」下車
【駐車場】ダムパーク・大野 普通車 200 台・バス 10 台（も
みじ祭り期間中は環境協力金 500 円 ）

8

長安寺（もみじ寺）

11 月上旬〜 11 月下旬

大本本部（丹波亀山城跡）

・亀岡市上矢田町上垣内 22-2 TEL.0771-22-1023
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市コミュニティバス（東
コース）で「鍬山神社前」下車すぐ ◆JR 嵯峨野線「亀岡」
駅から京阪京都交通バスで「矢田口」下車、徒歩約 20 分 ◆京
都縦貫自動車道「篠」IC から約 10 分
【駐車場】有（30 台）

法常寺
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遊歩道、紅葉の道で紅葉が楽しめる。
【日時】9 時〜 17 時
【料金】無料

11 月中旬〜 11 月下旬

秋には京都府の登録文化財である社殿が紅葉に
彩られ辺り一面に荘厳な雰囲気が漂う。
【料金】11 月中は 300 円 小学生未満無料

4

11 月上旬〜 11 月下旬

25

11

多治神社

11 月上旬〜 11 月中旬

境内の周りのイチョウ・もみじが色鮮やかに染
まり、清流に浮かぶ落ち葉の美しさは格別。
・南丹市日吉町田原 TEL.0771-72-0196（日吉町観光協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅、または JR 山陰線「日吉」駅か
ら市営バスで「田原」下車、徒歩 5 分

13

京都総合観光案内所（京なび）

TEL : 075-343-0548

るり渓谷一帯

11 月上旬〜 11 月下旬

日本の音風景 100 選にも指定されたるり渓一帯
に多くの紅葉が見られる。

北部エリア

・南丹市園部町大河内
TEL.0771-65-0209（るり渓観光協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バスで「八田」
下車、ぐるりんバスに乗り換え「南八田」から「るり渓」
下車

14 龍穏寺（りょうおんじ）
11 月上旬〜 11 月下旬

境内・参道沿いを中心に計 20 本以上のモミジがあ
る。
・南丹市園部町仁江 TEL.0771-68-0050（南丹市商工観光
課）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バス（園篠線）
で「仁江」下車、徒歩 5 分
【駐車場】有

天橋立駅観光案内所
丹後観光情報センター

TEL : 0772-22-8030

宮津市観光交流センター

TEL : 0772-25-1382

天橋立観光情報ステーション TEL : 0772-27-0031
京丹後市観光情報センター
久美浜町観光総合案内所
羽衣ステーション
伊根町観光協会
与謝野町観光協会
まいづる観光ステーション
東舞鶴駅観光案内所
赤れんがパーク

TEL : 0772-62-6300
TEL : 0772-82-1781
TEL : 0772-62-8560
TEL : 0772-32-0277
TEL : 0772-43-0155
TEL : 0773-75-8600

向日市観光協会
長岡京市観光案内所
長岡京市観光情報センター
長岡京 @ Navi

中部エリア
福知山観光案内所
あやべ観光案内所

TEL : 0773-42-9550

京丹波町観光協会

TEL : 0771-89-1717

南丹市商工観光課
八木町観光協会
日吉町観光協会
（一社）南丹市美山観光まちづくり協会
JR 亀岡駅観光案内所
トロッコ亀岡駅観光案内所

TEL : 0771-68-0050
TEL : 0771-42-5850
TEL : 0771-72-0196
TEL : 0771-75-1906
TEL : 0771-22-0691
TEL : 0771-24-6148

TEL : 075-951-4500
TEL : 075-958-4222
TEL : 075-963-5511
TEL : 075-956-2101（代）

宇治市観光センター

TEL : 0774-23-3334

京阪宇治駅前観光案内所
近鉄大久保駅観光案内所

TEL : 0773-22-2228

TEL : 075-963-6504

大山崎町政策総務課

JR 宇治駅前観光案内所

城陽市総合観光案内所

お茶の京都

・与謝郡与謝野町弓木 3211
TEL.0772-46-0052（大内峠一字観公園管理事務所）
◆京都丹後鉄道宮豊線「天橋立」駅からタクシーで 15 分
【駐車場】有

乙女神社周辺には 35 本のもみじが、又天女の里
のもみじの森には 100 本以上のもみじが植えら
れている。
天女の里では 11/3（土）に「もみじ祭り」が開
催される。

7
3

6

森の京都

雪舟観、飛龍観、昇龍観と並んで四大観の一つ
に数えられる大内峠一字観公園。

11 月下旬

6

10 月中旬〜 11 月上旬

6

・福知山市猪崎 377-1 TEL.0773-23-6324
◆JR 山陰本線「福知山」駅、または京都丹後鉄道宮福線「福
知山」駅から車で 10 分
【駐車場】有（無料）

・綾部市味方町 TEL.0773-42-9550（あやべ観光案内所）
◆JR 山陰本線｢綾部｣駅からあやバス ( 紫水ヶ丘公園線 ) で
｢紫水ヶ丘公園前｣下車すぐ

森の京都

大内峠一字観公園

10 月下旬〜 11 月下旬

2

1

17 京都府立丹波自然運動公園

18

9

豊かな自然と松林に囲まれ、春は桜・ツツジ、
秋は紅葉の名所としてよく知られる総合公園。
公園内には、動物園・都市緑化植物園・児童科
学館、芝生の大はらっぱなどがあり、家族やグ
ループのレクリエーションに最適。

宝山公園

11 月中旬〜 11 月下旬

紫水ヶ丘公園

海の京都

・宮津市字松尾 96
TEL.0772-27-0795
◆京都丹後鉄道宮豊線「天橋立」駅から丹海バスで「日置」
下車、乗り換え「世屋高原」下車
◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」IC から
車で 30 分

6

乙女神社周辺

1

海の京都

標高 500m の丹後半島、世屋高原に位置する世
屋の里。紅葉で色づく山々と、眼下に若狭湾を
一望できる。

弥栄町野中の大宮神社からスイス村にかけての
府道 57 号線沿いは広葉樹林が多く、クリ、ナラ、
ハゼ、モミジなどが山を染める様は見事。

1

11 月上旬〜 11 月中旬

10

園部

27

竹の里・乙訓

・京丹後市峰山町泉 TEL.0772-62-0225
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹海バスで「金刀比
羅神社前」下車

10 月中旬〜 11 月中旬

野間地域一帯

11 月中旬〜 12 月上旬

金刀比羅神社境内で紅葉が見られる。11/25（日）
には紅葉祭が開催される。

世屋高原家族旅行村
丹後縦貫林道一帯

高山一帯

・京丹後市大宮町
TEL.0772-69-0712（京丹後市大宮市民局）
◆京都丹後鉄道宮豊線「京丹後大宮」駅下車、徒歩 5 分、
丹海バス「大宮庁舎前」から同社バスで「小町公園」下車、
徒歩 60 分
※小町公園から先は車での通行不可。小町公園に駐車場有。

12
金刀比羅神社

15

三段池公園

11 月中旬〜 11 月下旬

市街地東側の高台から市内を流れる由良川を一
望する紫水ヶ丘公園は桜やツツジの名所として
知られていますが、斜面を真っ赤に染めるもみ
じの季節も美しいと評判です。

保津川の渓谷に入る手前の山裾にあり、亀岡盆
地が見渡せ、境内のもみじが見事に紅葉する。

10 月下旬〜 11 月下旬

24

11 月上旬〜 11 月中旬

桑田神社

・亀岡市篠町山本北条 50、51 TEL.0771-25-3881
◆JR 嵯峨野線「馬堀」駅下車、徒歩約 15 分 ◆嵯峨野観
光鉄道「トロッコ亀岡」駅下車、徒歩約 10 分 ◆京都縦
貫自動車道「篠」IC から約 10 分
【駐車場】有（3 台程度）

国の登録有形文化財の「みろく殿」や 20 世紀最
大級の木造建築といわれる「長生殿」などの神
殿が立ち並ぶ宗教法人大本の神苑において、紅
葉が楽しめる。
【定休日】無休
【日時】神苑内の拝観は自由
※綾部もみじまつり 11/16 〜 11/18
問い合わせ先
綾部もみじまつり実行委員会（綾部商工会議所
内）
TEL.0773-42-0701

21

11 月中旬

11

雲岩公園の散策道を歩くと、真っ赤に染まった
見事な紅葉が見られる。
【料金】入園無料

4

11 月中旬

・綾部市本宮町 TEL.0773-42-0187（綾部大本本部）
◆JR 山陰本線「綾部」駅下車、徒歩 15 分
・船井郡京丹波町 TEL.0771-89-1717（京丹波町観光協会） ◆JR 山陰本線「綾部」駅からあやバス（志賀南北線）で「大
本神苑前」下車
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「琴滝道」下車、
※あやバスに関する問い合わせは、綾部市役所市民協働課
徒歩 30 分
（0773-42-4248）
※大型バスは通行不能

どの森の恵みが溢れます。

5

・与謝郡与謝野町明石 TEL.0772-42-2585
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 12 分
◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」IC から
12 分

雲岩公園

13

が残る美山かやぶきの里や鮎、丹波栗、北山杉な

慈徳院

11 月中旬

3

森の京都は京都府の中部に位置し、日本の原風景

山肌を紅く染める紅葉と風情たっぷりな庭に癒
される。
イベント期間中ライトアップもある。

9

琴滝、玉雲寺境内周辺で紅葉が楽しめる。
【料金】無料

16

1

11 月上旬〜 11 月下旬

11 月中旬

11 月中旬〜 11 月下旬

鶴線

JR 舞

琴滝・玉雲寺

11 月上旬〜 11 月下旬

17

生身天満宮

舞
鶴
若
狭
自
動
車
道

日本三景「天橋立」を見おろす山腹の「成相寺」
は西国 28 番札所として参拝者の姿が絶えない。
秋には五重塔の周辺が見事に紅葉し、一幅の絵
のよう。11/10・11 ライトアップイベントあり。
【料金】入山料 500 円

7

東舞鶴
西舞鶴

2

18

2

京都丹後鉄
道
宮舞線

・舞鶴市鹿原 595 TEL.0773-62-1180
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バス（高浜方面行き）
で「鹿原」下車、徒歩 10 分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴東」IC から車で 9 分

成相寺

10 月中旬〜 11 月下旬

16

11

14

道
車
動
自
貫
縦
都
京

紅葉の名所で関西花の寺（紅葉）3 番札所。三
重の塔と紅葉は見事。
金剛院の周辺は、京都府歴史的環境保全地域に
指定されている。

4

9

10

元伊勢籠神社

宮津

京都
宮福
丹
線 後鉄
道

金剛院

12

7

5

11 月中旬〜 11 月下旬

20 21
25

天橋立

出雲大社巌分祠

福知山

綾部

20 大本本部（綾部・梅松苑）

大堰川の清流を眼下に春は桜、夏は山野の緑と
蝉時雨、秋は七色に映える寺域の楓葉、冬は青
松に白雪の綿帽子とその眺望は四季を選ばない。

19
24

西光寺

11 月上旬〜 11 月下旬

・南丹市八木町美里 TEL.0771-42-3417
◆JR 嵯峨野線「吉富」駅下車、徒歩 15 分
【駐車場】有

6

10
8

22

舞
鶴
若
狭
自
動
車
道

11

26

JR 山陰本線

15

車道
自動
縦貫
京都

久美浜

エリア

9

京丹後大宮

13

3
峰山

如意寺

里など、多彩な表情をもちます。

道
鉄
後
丹
都
京 豊線
宮

エリア

網野

23

27

京都丹後鉄道
宮舞線
J
R
舞鶴
線

レトロな魅力の舞鶴、情漂う伊根の舟屋の

西舞鶴

28
京
宮 都丹
福 後
線 鉄
道

に面する丹後半島から、日本三景・天橋立、

12

1

中部

北部

海の京都は京都府の北部に位置し、日本海

東舞鶴

29

久御山町産業課
八幡市駅前観光案内所
京田辺市駅ナカ案内所
井手町産業環境課
宇治田原町産業観光課

（一社）木津川市観光協会
（一社）観光笠置
笠置町商工観光課

TEL : 0773-65-2100

和束町観光案内所

TEL : 0773-66-1096

精華町産業振興課
南山城村産業生活課

TEL : 0774-22-8783
TEL : 0774-66-7001
TEL : 0774-46-2171
TEL : 0774-56-4029
TEL : 075-631-9964
TEL : 075-981-1141
TEL : 0774-68-2810
TEL : 0774-82-6168
TEL : 0774-88-6638
TEL : 0774-73-8191
TEL : 0743-95-2011
TEL : 0743-95-2301（代）
TEL : 0774-78-0300
TEL : 0774-95-1903
TEL : 0743-93-0105

4

与謝野

・宮津市成相寺 339 TEL.0772-27-0018
◆京都丹後鉄道宮豊線「天橋立」駅から汽船で「一の宮」
下船、徒歩 5 分、ケーブル、またはリフトに乗り換え「傘
松公園」下車、登山バスに乗り換え「成相寺」駅下車
◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」IC から
車で 20 分
【駐車場】有（普通車約 30 台、大型 4 台 無料）

舞鶴自然文化園

モミジ、カエデ、イチョウや道路沿いのメタセ
コイアなど様々な色のハーモニー。
・舞鶴市多祢寺 24-12
TEL.0773-68-1187（公益財団法人舞鶴市花と緑の公社）
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バスで「舞鶴自然
文化園」下車
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴東」IC から車で 30 分

5

双峰公園一帯と大江山連峰

10 月下旬〜 11 月上旬

加悦双峰公園。特に赤石ケ岳の広葉樹林群の紅
葉が見事。広葉樹と針葉樹のコントラストも最
高。
・与謝郡与謝野町与謝 TEL.0772-43-1581（加悦双峰公園）
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシーで約 25
分

8

丹後半島の高地にあり、自然保護が最優先され
ており、まさに自然道そのものであり、楓、ブ
ナなど落葉樹林で赤と黄色の美しいコントラス
トを見せる。

・与謝郡与謝野町岩屋 TEL.0772-43-0155（与謝野町観光
協会）
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 10 分

・京丹後市弥栄町 TEL.0772-66-0036（スイス村森林公園
管理事務所）
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹海バス（間人行き）
で「溝谷」下車、タクシーで 30 分
※溝谷から野中まで市営バスが日に 4 本有り（平日のみ）
※野中からスイス村までは車で 15 分

出雲大神宮

11 月中旬〜 11 月下旬

御神体山のもみじは絶景である。また、イチョウ
の名所でもある。

・京丹後市峰山町鱒留 TEL.0772-62-7720（天女の里）
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅からタクシーで 20 分

5

8

JR 嵯峨野線

松尾大社

3 2
4
京都

・亀岡市千歳町千歳出雲無番地 TEL.0771-24-7799
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバスで約 15
分「出雲神社前」下車 ◆京都縦貫自動車道「千代川」IC
から約 15 分
【駐車場】有（80 台）

2

神藏寺

龍潭寺

11 月中旬〜 11 月下旬

京都府指定文化財のすばらしい庭園がある。
・亀岡市薭田野町太田東谷 40 TEL.0771-24-0360
◆JR 嵯峨野線「並河」駅から亀岡市ふるさとバスで「青
葉学園前」下車
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
【駐車場】有

11 月上旬〜 11 月中旬

亀岡市内でも特に早く色づく紅葉の名所。延暦元年
（782）、伝教大師最澄がこの地を訪ね開基道場を開い
たのが始まりとされる。樹齢 400 年ともいわれるイ
ロハモミジが境内を覆い隠すように鎮座する。散り際
のまるで緋毛氈を敷いたかのような光景もおすすめ。
【料金】拝観志納金が必要
・亀岡市薭田野町佐伯岩谷ノ内院ノ芝 60
TEL.0771-23-5537
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バスで「運動
公園ターミナル」下車、亀岡市ふるさとバスに乗り換え「グ
リーンハイツ口」下車、徒歩約 20 分
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
【駐車場】有（無料）

3

鍬山神社

7

13

宗雲寺

11 月中旬

京都府名勝庭園に指定された庭園から紅葉が楽
しめる。
・京丹後市久美浜町 1268 TEL.0772-82-0274
◆京都丹後鉄道宮豊線「久美浜」駅下車、徒歩 10 分

11 月中旬

もみじのあざやかさは市内随一。
※拝観は予約が必要
・亀岡市畑野町千ヶ畑藤垣内 1 TEL.0771-28-2243
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バスで「運動
公園ターミナル」下車、亀岡市ふるさとバスに乗り換え
「千ヶ畑」下車、徒歩約 5 分 ◆京都縦貫自動車道「亀岡」
IC から約 30 分

境内は四季折々の景観に恵まれ「丹波のもみじ
・船井郡京丹波町曽根崩下代 TEL.0771-82-0300（公園セ
寺」として有名。
ンター）
薬師堂にある竜の天井彫刻は江戸時代に近畿を
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「自然運動公園前」
中心に活躍した彫刻師、中井権次の流れをくむ
下車
4 代目正忠の作品で見応え有り。11 月 11 日に
はもみじ祭りを開催。
【料金】
拝観料 大人（高校生以上） 300 円
11 月上旬〜 11 月下旬
小・中学生 100 円

グリーンランドみずほ

・船井郡京丹波町大朴 TEL.0771-86-1512（グリーンラン
ドみずほ）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「桧山」下車、徒
歩 30 分

唐戸渓谷

大小さまざまの奇岩、巨石に波しぶきをたたき
つける清流、春はツツジ・シャクナゲ、秋は紅
葉と、四季を通じて自然の雄大さを見せてくれ
る。北桑十景に数えられている景勝地。
・南丹市美山町田歌
TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅・JR 山陰線「日吉」駅から市営バ
スで「出合」下車（途中「知見口」で乗り換え）
※曜日・時間帯により市営バスの接続する駅が変わります。
※バスの本数に制限有り
【駐車場】有

12

かやぶきの里

11 月上旬〜 11 月下旬

かやぶきの里集落は全体の 7 割がかやぶき屋根
で、重要伝統的建造物群保存地区に選定されて
いる。北側に山を背負い、秋になると頂が紅葉
に染まり、のどかな田園風景の中を散策できる。
・南丹市美山町北
TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅、または JR 山陰線「日吉」駅か
ら市営バスで「北」下車 ※曜日、時間帯により市営バス
の接続する駅が変わります。
【駐車場】有（100 台、無料）

宗教法人大本の亀岡本部には手入れの行き届い
たモミジやイチョウが植栽され、隠れた紅葉の
名所となっている。明智光秀公が築城した丹波
亀山城は廃城令により解体されたが、大本の手
により石垣の一部が修復され往時を偲ぶことが
できる。
【料金】無料（見学の際は受付に申し出が必要）
・亀岡市荒塚町内丸 1 TEL.0771-22-5561（大本本部）
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅下車、徒歩 10 分
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
【駐車場】有（60 台）

19

・福知山市奥野部 577 TEL.0773-22-8768
◆JR 山陰本線「福知山」駅、または京都丹後鉄道宮福線「福
知山」駅から車で 15 分
【駐車場】有（無料）
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安国寺

保津峡

11 月中旬〜 12 月中旬

保津川下りや嵯峨野トロッコ列車で見る紅葉は
色とりどりでとても美しい。
・亀岡市保津町
TEL.0771-22-0691（JR 亀岡駅観光案内所）
◆JR 嵯峨野線「保津峡」駅下車
◆嵯峨野観光鉄道「トロッコ保津峡」駅下車

天寧寺

11 月中旬〜 11 月下旬

11 月上旬〜 11 月中旬

境内において約 100 本のもみじの見事な紅葉が
見られる。
・綾部市安国寺町寺ノ段 TEL.0773-44-1565
◆JR 山陰本線「綾部」駅からあやバス（黒谷線）で「安
国寺前」下車、徒歩 2 分
◆JR 舞鶴線「梅迫」駅から徒歩 15 分

夜久野高原八十八カ所の石仏が宝山を中心に点
在しており、山々の紅葉を見ながら、ハイキン
グに最適。
・福知山市夜久野町平野 TEL.0773-37-1103（福知山観光
協会夜久野支部）
◆JR 山陰本線「上夜久野」駅下車、徒歩 15 分
【駐車場】有

臨済宗妙心寺派の禅宗寺院。禅宗仏殿の伝統を
伝える境内の薬師堂や、国の重要文化財に指定
された絵画工芸品など文化財の宝庫となってい
る。

大原神社

11 月中旬

府の指定文化財で、古くから安産や五穀豊穣の
神として、また最近では交通安全の神として知
られ、多くの参拝者で賑わっている。近くには
府の有形民俗文化財に指定された産屋がある。
紅葉の時期には、境内は秋の彩りに染まる。
・福知山市三和町大原 191-1 TEL.0773-58-4324
◆JR 山陰本線「綾部」駅から市営バス（川合大原線）
で 15 分「大原」下車、徒歩 3 分 ※市バスは日曜日、祝
日運休

26

大歳神社

11 月中旬

※京都の自然 200 選
秋（11 月中旬頃）には、大イチョウが黄色に色
づく。
この大イチョウは樹齢数百年、枝からはイチョ
ウ特有の「乳垂れ（ちちだれ）」または、
「気根（き
こん）*」とよばれる乳房状のものが垂れ下がっ
ている。地中にのびる根は、根上がりしてコブ
のようになっている。
* 気根（きこん）･･･空中にのびる根のこと
・福知山市夜久野町千原 TEL.0773-37-1103（福知山観光
協会夜久野支部）
◆JR 山陰本線「下夜久野」駅下車、徒歩 30 分
◆舞鶴若狭自動車道「福知山」IC から R9 号で約 50 分

28

二瀬川渓流一帯

11 月上旬〜 11 月下旬

新童子橋（吊橋）からの眺望がすばらしい。
※京都の自然 200 選
【日時】見学自由
・福知山市大江町仏性寺
TEL.0773-56-1102（福知山市役所大江支所）
◆京都丹後鉄道宮福線「大江」駅から市バス（大江山の家
線）で「鬼ヶ茶屋」もしくは「二瀬川」下車、徒歩 5 分
【駐車場】有（近隣に駐車場有り）

29

大江山

10 月中旬〜 11 月下旬

全長 7km の大江山連峰は、鬼退治の伝説で全国
にその名を知られている。新緑や紅葉を眺めな
がらのハイキングや森林浴を楽しむことができ
る。
【料金】無料
・福知山市大江町仏性寺
TEL.0773-56-1102（福知山市役所大江支所）
◆京都丹後鉄道宮福線「大江」駅から市バス（大江山の家
線）で約 20 分「大江山の家」下車（山頂までは徒歩で約
2 時間）
【駐車場】有（無料）

・福知山市字大呂 1474 TEL.0773-33-3448
◆JR 山陰本線「福知山」駅、または京都丹後鉄道宮福線「福
知山」駅から車で 20 分
◆京都丹後鉄道宮福線「下天津」駅下車、徒歩 40 分
【駐車場】有（無料）

観光に関する問い合わせ先
南部エリア

紅葉スポットや交通機関の状況について
お出掛け前にお問い合わせください。
10

大野ダム周辺

11 月上旬〜 11 月下旬

大野ダム公園の河川敷を利用したこの公園は、
桜・もみじの 1,000 本植樹を行い、観光客で賑
わう。11/17・18 には第 30 回大野ダムもみじ祭
りが開催される。
・南丹市美山町樫原
TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
◆JR 山陰本線「和知」駅から市営バス（大野ダム行き）で
「大野ダム」下車
【駐車場】ダムパーク・大野 普通車 200 台・バス 10 台（も
みじ祭り期間中は環境協力金 500 円 ）

8

長安寺（もみじ寺）

11 月上旬〜 11 月下旬

大本本部（丹波亀山城跡）

・亀岡市上矢田町上垣内 22-2 TEL.0771-22-1023
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市コミュニティバス（東
コース）で「鍬山神社前」下車すぐ ◆JR 嵯峨野線「亀岡」
駅から京阪京都交通バスで「矢田口」下車、徒歩約 20 分 ◆京
都縦貫自動車道「篠」IC から約 10 分
【駐車場】有（30 台）

法常寺

22

遊歩道、紅葉の道で紅葉が楽しめる。
【日時】9 時〜 17 時
【料金】無料

11 月中旬〜 11 月下旬

秋には京都府の登録文化財である社殿が紅葉に
彩られ辺り一面に荘厳な雰囲気が漂う。
【料金】11 月中は 300 円 小学生未満無料

4

11 月上旬〜 11 月下旬

25

11

多治神社

11 月上旬〜 11 月中旬

境内の周りのイチョウ・もみじが色鮮やかに染
まり、清流に浮かぶ落ち葉の美しさは格別。
・南丹市日吉町田原 TEL.0771-72-0196（日吉町観光協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅、または JR 山陰線「日吉」駅か
ら市営バスで「田原」下車、徒歩 5 分

13

京都総合観光案内所（京なび）

TEL : 075-343-0548

るり渓谷一帯

11 月上旬〜 11 月下旬

日本の音風景 100 選にも指定されたるり渓一帯
に多くの紅葉が見られる。

北部エリア

・南丹市園部町大河内
TEL.0771-65-0209（るり渓観光協会）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バスで「八田」
下車、ぐるりんバスに乗り換え「南八田」から「るり渓」
下車

14 龍穏寺（りょうおんじ）
11 月上旬〜 11 月下旬

境内・参道沿いを中心に計 20 本以上のモミジがあ
る。
・南丹市園部町仁江 TEL.0771-68-0050（南丹市商工観光
課）
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バス（園篠線）
で「仁江」下車、徒歩 5 分
【駐車場】有

天橋立駅観光案内所
丹後観光情報センター

TEL : 0772-22-8030

宮津市観光交流センター

TEL : 0772-25-1382

天橋立観光情報ステーション TEL : 0772-27-0031
京丹後市観光情報センター
久美浜町観光総合案内所
羽衣ステーション
伊根町観光協会
与謝野町観光協会
まいづる観光ステーション
東舞鶴駅観光案内所
赤れんがパーク

TEL : 0772-62-6300
TEL : 0772-82-1781
TEL : 0772-62-8560
TEL : 0772-32-0277
TEL : 0772-43-0155
TEL : 0773-75-8600

向日市観光協会
長岡京市観光案内所
長岡京市観光情報センター
長岡京 @ Navi

中部エリア
福知山観光案内所
あやべ観光案内所

TEL : 0773-42-9550

京丹波町観光協会

TEL : 0771-89-1717

南丹市商工観光課
八木町観光協会
日吉町観光協会
（一社）南丹市美山観光まちづくり協会
JR 亀岡駅観光案内所
トロッコ亀岡駅観光案内所

TEL : 0771-68-0050
TEL : 0771-42-5850
TEL : 0771-72-0196
TEL : 0771-75-1906
TEL : 0771-22-0691
TEL : 0771-24-6148

TEL : 075-951-4500
TEL : 075-958-4222
TEL : 075-963-5511
TEL : 075-956-2101（代）

宇治市観光センター

TEL : 0774-23-3334

京阪宇治駅前観光案内所
近鉄大久保駅観光案内所

TEL : 0773-22-2228

TEL : 075-963-6504

大山崎町政策総務課

JR 宇治駅前観光案内所

城陽市総合観光案内所

お茶の京都

・与謝郡与謝野町弓木 3211
TEL.0772-46-0052（大内峠一字観公園管理事務所）
◆京都丹後鉄道宮豊線「天橋立」駅からタクシーで 15 分
【駐車場】有

乙女神社周辺には 35 本のもみじが、又天女の里
のもみじの森には 100 本以上のもみじが植えら
れている。
天女の里では 11/3（土）に「もみじ祭り」が開
催される。

7
3

6

森の京都

雪舟観、飛龍観、昇龍観と並んで四大観の一つ
に数えられる大内峠一字観公園。

11 月下旬

6

10 月中旬〜 11 月上旬

6

・福知山市猪崎 377-1 TEL.0773-23-6324
◆JR 山陰本線「福知山」駅、または京都丹後鉄道宮福線「福
知山」駅から車で 10 分
【駐車場】有（無料）

・綾部市味方町 TEL.0773-42-9550（あやべ観光案内所）
◆JR 山陰本線｢綾部｣駅からあやバス ( 紫水ヶ丘公園線 ) で
｢紫水ヶ丘公園前｣下車すぐ

森の京都

大内峠一字観公園

10 月下旬〜 11 月下旬

2

1

17 京都府立丹波自然運動公園

18

9

豊かな自然と松林に囲まれ、春は桜・ツツジ、
秋は紅葉の名所としてよく知られる総合公園。
公園内には、動物園・都市緑化植物園・児童科
学館、芝生の大はらっぱなどがあり、家族やグ
ループのレクリエーションに最適。

宝山公園

11 月中旬〜 11 月下旬

紫水ヶ丘公園

海の京都

・宮津市字松尾 96
TEL.0772-27-0795
◆京都丹後鉄道宮豊線「天橋立」駅から丹海バスで「日置」
下車、乗り換え「世屋高原」下車
◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」IC から
車で 30 分

6

乙女神社周辺

1

海の京都

標高 500m の丹後半島、世屋高原に位置する世
屋の里。紅葉で色づく山々と、眼下に若狭湾を
一望できる。

弥栄町野中の大宮神社からスイス村にかけての
府道 57 号線沿いは広葉樹林が多く、クリ、ナラ、
ハゼ、モミジなどが山を染める様は見事。

1

11 月上旬〜 11 月中旬

10

園部

27

竹の里・乙訓

・京丹後市峰山町泉 TEL.0772-62-0225
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹海バスで「金刀比
羅神社前」下車

10 月中旬〜 11 月中旬

野間地域一帯

11 月中旬〜 12 月上旬

金刀比羅神社境内で紅葉が見られる。11/25（日）
には紅葉祭が開催される。

世屋高原家族旅行村
丹後縦貫林道一帯

高山一帯

・京丹後市大宮町
TEL.0772-69-0712（京丹後市大宮市民局）
◆京都丹後鉄道宮豊線「京丹後大宮」駅下車、徒歩 5 分、
丹海バス「大宮庁舎前」から同社バスで「小町公園」下車、
徒歩 60 分
※小町公園から先は車での通行不可。小町公園に駐車場有。

12
金刀比羅神社

15

三段池公園

11 月中旬〜 11 月下旬

市街地東側の高台から市内を流れる由良川を一
望する紫水ヶ丘公園は桜やツツジの名所として
知られていますが、斜面を真っ赤に染めるもみ
じの季節も美しいと評判です。

保津川の渓谷に入る手前の山裾にあり、亀岡盆
地が見渡せ、境内のもみじが見事に紅葉する。

10 月下旬〜 11 月下旬

24

11 月上旬〜 11 月中旬

桑田神社

・亀岡市篠町山本北条 50、51 TEL.0771-25-3881
◆JR 嵯峨野線「馬堀」駅下車、徒歩約 15 分 ◆嵯峨野観
光鉄道「トロッコ亀岡」駅下車、徒歩約 10 分 ◆京都縦
貫自動車道「篠」IC から約 10 分
【駐車場】有（3 台程度）

国の登録有形文化財の「みろく殿」や 20 世紀最
大級の木造建築といわれる「長生殿」などの神
殿が立ち並ぶ宗教法人大本の神苑において、紅
葉が楽しめる。
【定休日】無休
【日時】神苑内の拝観は自由
※綾部もみじまつり 11/16 〜 11/18
問い合わせ先
綾部もみじまつり実行委員会（綾部商工会議所
内）
TEL.0773-42-0701

21

11 月中旬

11

雲岩公園の散策道を歩くと、真っ赤に染まった
見事な紅葉が見られる。
【料金】入園無料

4

11 月中旬

・綾部市本宮町 TEL.0773-42-0187（綾部大本本部）
◆JR 山陰本線「綾部」駅下車、徒歩 15 分
・船井郡京丹波町 TEL.0771-89-1717（京丹波町観光協会） ◆JR 山陰本線「綾部」駅からあやバス（志賀南北線）で「大
本神苑前」下車
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「琴滝道」下車、
※あやバスに関する問い合わせは、綾部市役所市民協働課
徒歩 30 分
（0773-42-4248）
※大型バスは通行不能

どの森の恵みが溢れます。

5

・与謝郡与謝野町明石 TEL.0772-42-2585
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 12 分
◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」IC から
12 分

雲岩公園

13

が残る美山かやぶきの里や鮎、丹波栗、北山杉な

慈徳院

11 月中旬

3

森の京都は京都府の中部に位置し、日本の原風景

山肌を紅く染める紅葉と風情たっぷりな庭に癒
される。
イベント期間中ライトアップもある。

9

琴滝、玉雲寺境内周辺で紅葉が楽しめる。
【料金】無料

16

1

11 月上旬〜 11 月下旬

11 月中旬

11 月中旬〜 11 月下旬

鶴線

JR 舞

琴滝・玉雲寺

11 月上旬〜 11 月下旬

17

生身天満宮

舞
鶴
若
狭
自
動
車
道

日本三景「天橋立」を見おろす山腹の「成相寺」
は西国 28 番札所として参拝者の姿が絶えない。
秋には五重塔の周辺が見事に紅葉し、一幅の絵
のよう。11/10・11 ライトアップイベントあり。
【料金】入山料 500 円

7

東舞鶴
西舞鶴

2

18

2

京都丹後鉄
道
宮舞線

・舞鶴市鹿原 595 TEL.0773-62-1180
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バス（高浜方面行き）
で「鹿原」下車、徒歩 10 分
◆舞鶴若狭自動車道「舞鶴東」IC から車で 9 分

成相寺

10 月中旬〜 11 月下旬

16

11

14

道
車
動
自
貫
縦
都
京

紅葉の名所で関西花の寺（紅葉）3 番札所。三
重の塔と紅葉は見事。
金剛院の周辺は、京都府歴史的環境保全地域に
指定されている。

4

9

10

元伊勢籠神社

宮津

京都
宮福
丹
線 後鉄
道

金剛院

12

7

5

11 月中旬〜 11 月下旬

20 21
25

天橋立

出雲大社巌分祠

福知山

綾部

20 大本本部（綾部・梅松苑）

大堰川の清流を眼下に春は桜、夏は山野の緑と
蝉時雨、秋は七色に映える寺域の楓葉、冬は青
松に白雪の綿帽子とその眺望は四季を選ばない。

19
24

西光寺

11 月上旬〜 11 月下旬

・南丹市八木町美里 TEL.0771-42-3417
◆JR 嵯峨野線「吉富」駅下車、徒歩 15 分
【駐車場】有

6

10
8

22

舞
鶴
若
狭
自
動
車
道

11

26

JR 山陰本線

15

車道
自動
縦貫
京都

久美浜

エリア

9

京丹後大宮

13

3
峰山

如意寺

里など、多彩な表情をもちます。

道
鉄
後
丹
都
京 豊線
宮

エリア

網野

23

27

京都丹後鉄道
宮舞線
J
R
舞鶴
線

レトロな魅力の舞鶴、情漂う伊根の舟屋の

西舞鶴

28
京
宮 都丹
福 後
線 鉄
道

に面する丹後半島から、日本三景・天橋立、

12

1

中部

北部

海の京都は京都府の北部に位置し、日本海

東舞鶴

29

久御山町産業課
八幡市駅前観光案内所
京田辺市駅ナカ案内所
井手町産業環境課
宇治田原町産業観光課

（一社）木津川市観光協会
（一社）観光笠置
笠置町商工観光課

TEL : 0773-65-2100

和束町観光案内所

TEL : 0773-66-1096

精華町産業振興課
南山城村産業生活課

TEL : 0774-22-8783
TEL : 0774-66-7001
TEL : 0774-46-2171
TEL : 0774-56-4029
TEL : 075-631-9964
TEL : 075-981-1141
TEL : 0774-68-2810
TEL : 0774-82-6168
TEL : 0774-88-6638
TEL : 0774-73-8191
TEL : 0743-95-2011
TEL : 0743-95-2301（代）
TEL : 0774-78-0300
TEL : 0774-95-1903
TEL : 0743-93-0105

南部

JR 琵琶湖線

阪急京都線

J

京都市営
地下鉄東西線

四季を通して自然の豊かな森林公園は、随所に
見られる紅葉が特に美しい。公園内の三上山展
望台からは、相楽地域が一望できる。
© 平等院

阪神高速

6

号京都線

8

長岡京

2

天得院

5

3

お茶の京都は京都府の南部に位置し、数多くの国宝

線

宇治

京阪

京滋

竹林や紅葉に身をおくことがでこきます。

14

13

新名神高速道路

11

玉水

線
学研都市

奈良線

道
自動車
京奈和

16

J
R

祝園

17

7

20
笠置

岡田鴨神社

23

21

木津
大
和
路
線

2

19

宇治市源氏物語ミュージアム

11 月下旬〜 12 月上旬

向日神社

鳥居から本殿までの参道約 200m の間と境内の
紅葉が美しい。
・向日市向日町北山 65 TEL.075-921-0217
◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 京都線「向日町駅」からタクシーで 6 分
◆阪急京都線「東向日駅」からタクシーで 5 分
【駐車場】有

3

長岡天満宮

11 月中旬〜 12 月上旬

菅原道真公ゆかりの地。八条ヶ池を囲む広々と
した秋の景色は趣深い。鮮やかな朱塗りの社殿
に紅葉が映える。※ ライトアップ 11/17 〜
12/2
・長岡京市天神 2 丁目 15-13 TEL.075-951-1025
◆阪急京都線「長岡天神」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 京都線「長岡京」駅下車、徒歩 20 分

4

光明寺（長岡京市）

11 月中旬〜 12 月上旬

2

柳谷観音（楊谷寺）

11 月中旬〜 12 月上旬

境内には空海の法力による独鈷水（おこうずい）
があり、眼病に効くことで知られている。
【料金】800 円（11/10 〜 12/2）
・長岡京市浄土谷堂ノ谷 2 TEL.075-956-0017
◆阪急京都線「長岡天神」駅からタクシーで 10 分
◆阪急京都線「西山天王山」駅からタクシーで 10 分
◆JR 京都線「長岡京」駅からタクシーで 13 分

参道をうずめる数百本のもみじが、境内を紅に
染める。
【料金】
※特別拝観期間中は入山料が必要
大人 500 円（団体 30 名様以上 400 円） 中学
生以下無料
・長岡京市粟生西条ノ内 26-1 TEL.075-955-0002
◆JR 京都線「長岡京」駅、または阪急京都線「長岡天神」
駅から阪急バスで「旭ヶ丘ホーム前」下車
※駐車場はありませんので、公共交通機関の利用を。

1

宇治川ライン一帯

11 月中旬〜 12 月上旬

宇治川沿いの山一帯の紅葉が美しい。
・宇治市 TEL.0774-23-3334（公益社団法人宇治市観光協
会）
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇治」駅
下車、徒歩で宇治川沿いに上流へ散策

22

J

18

京都府立山城総合運動公園
「太陽が丘」

11 月中旬〜 12 月上旬

公園を南北に走る幹線道路沿いの紅葉がとても
きれい。
・宇治市広野町八軒屋谷 1 番地 TEL.0774-24-1313
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇治」駅か
ら京阪京都バス太陽が丘行きで「太陽が丘」下車、または
維中前、宇治田原工業団地行きで「太陽が丘ゲート前」下
車
◆近鉄京都線「大久保」駅から京阪京都バス京阪宇治、黄
檗駅行きで「太陽が丘西ゲート前」下車
【駐車場】有（1,300 台 普通車 400 円、大型車 1,500 円）

4

興聖寺

琴坂

11 月下旬〜 12 月上旬

総門から続く琴坂は、紅葉の名所。ゆるやかな
坂道の両側には楓が赤く色づき、トンネルのよ
う。
・宇治市宇治山田 27-1 TEL.0774-21-2040
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 20 分

「寛永の三筆」と称せられた松花堂昭乗ゆかりの
庭園。昭乗が晩年に建てた草庵「松花堂」を中
心に露地庭や枯山水などで構成された 2 万 2 千
㎡の庭園は、紅葉の季節はもちろん、四季折々、
日本の美の風情が満喫できる。また、美術館や
ミュージアムショップ、京都吉兆松花堂店を併
設。
【定休日】
月曜日（祝日の場合、その翌平日）、年末年始
※庭園案内は要事前予約（所要時間 40 分〜 60
分）
・八幡市八幡女郎花 43-1 TEL.075-981-0010
◆京阪本線「八幡市」駅から京阪バスで「大芝・松花堂前」
下車

5

三室戸寺

11 月中旬〜 12 月上旬

ミュージアムへ続くアプローチや建物の周りが
宇治川の北に連なる山々の一峰、明星山の中腹
紅葉で美しく染まる。館内から見る紅葉も格別。 にある三室戸寺は、奈良時代に開かれた古寺。
【定休日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
境内には江戸時代再建の本堂や阿弥陀三尊坐像
始
（平安時代）を安置する阿弥陀堂、江戸時代建立
【日時】9 時〜 17 時（入館は 16 時 30 分まで）
の三重塔などが建ち、また平安時代作という釈
【料金】
迦如来像を安置する宝物殿は、毎月 17 日に一般
大人 500 円（400 円）
公開される。
小・中学生 250 円（200 円）
もみじがあり、美しい景色が楽しめる。
※（ ）内は団体（30 名以上）料金
【日時】
4/1 〜 10/31 8 時 30 分〜 16 時 30 分
・宇治市宇治東内 45-26 TEL.0774-39-9300
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 8 分
11/1 〜 3/31 8 時 30 分〜 16 時
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 15 分
（拝観受付は 30 分前まで）
【駐車場】有（有料）
【料金】
大人 500 円（400 円）
小・中学生 300 円（200 円）
※（ ）内は団体（30 名以上）料金
宝物殿 大人 300 円、小人 200 円

3

松花堂庭園

11 月中旬〜 11 月下旬

JR 関西本線

加茂

R

11

酬恩庵一休寺

11 月中旬〜 11 月下旬

入口から紅葉が迎える。青い苔に紅葉が映える。
幾何学模様の御影石の石畳に紅葉がこぼれるよ
うに紅く染まる。
【日時】
9 時〜 17 時 ( 宝物殿 9 時 30 分〜 16 時 30 分 )
【料金】
大人（中学生以上）500 円 子ども 250 円
団体（30 名以上）450 円
・京田辺市薪里ノ内 102 TEL.0774-62-0193
◆JR 学研都市線「京田辺」駅下車、徒歩 15 分
◆近鉄京都線「新田辺」駅下車、徒歩 20 分
【駐車場】有（30 台、有料）

12

・木津川市山城町神童子三上山 1 番地 TEL.0774-86-4507
◆JR 奈良線「棚倉」駅下車、徒歩 80 分
◆JR 奈良線「棚倉」駅から車で 10 分
◆R24 開橋交差点から東へ 5km
【駐車場】有（料金 /500 円）

17

・宇治市菟道滋賀谷 21 TEL.0774-21-2067
◆京阪宇治線「三室戸」駅下車、徒歩 15 分
【駐車場】有（有料）

8

善法律寺（もみじ寺）

11 月下旬

石清水八幡宮検校職であった善法寺宮清の建立。
本尊の八幡大菩薩像をはじめ、宝冠阿弥陀如来
像等がある。また足利義満の母良子の菩提寺。
境内には良子が寄進した紅葉が多数あり、別名
「紅葉寺」と呼ばれている。
※境内自由参拝。本堂拝観のみ要予約。
・八幡市八幡馬場 88-1 TEL.075-981-0157
◆京阪本線「八幡市」駅から京阪バスで「走上り」下車、
徒歩約 5 分
◆京阪本線「八幡市」駅下車、徒歩約 15 分

9

神應寺

11 月中旬〜 11 月下旬

石清水八幡宮を勧請した行教が創建。参道から
境内まで鮮やかな紅葉を楽しめる。イチョウも
見事。※本堂拝観は要予約。
・八幡市八幡西高坊 24 TEL.075-981-2109
◆京阪本線「八幡市」駅下車、徒歩約 6 分

10

石清水八幡宮

11 月中旬〜 12 月上旬
男山一帯の紅葉が美し
い。展望台からは対岸に
天王山を望み、桂川、宇
治川、木津川の三川が眺
望できる。ハイキングに
も好適。境内にはエジソ
ン記念碑も。
境内の見学自由。

・八幡市八幡高坊 30
TEL.075-981-3001
◆京阪本線「八幡市」駅から
ケーブルで「男山山上」駅下
車、徒歩約 5 分
◆京阪本線「八幡市」駅下車、
表参道で山上まで徒歩約 30
分

・京田辺市普賢寺下大門 13 TEL.0774-62-0668
◆近鉄京都線「三山木」駅・JR 学研都市線「JR 三山木」
駅から奈良交通バスで「普賢寺」下車、徒歩 3 分
【駐車場】有（乗用車 30 台、無料）

13

布目川自然公園

11 月上旬〜 11 月中旬

布目川の一枚岩には自然の威力が作り出した「お
う穴」群が見られる。
・相楽郡笠置町 TEL.0743-95-2301（笠置町商工観光課）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 1 時間

神童寺

紅葉みど
紅葉みどこ
どころ
どこ
ガイド

本堂横の銀杏の大木付近は、落葉が黄金色の絨
毯になり見事です。
・木津川市山城町神童子不晴谷 TEL.0774-86-2161
◆JR 奈良線「棚倉」駅から車で 10 分（徒歩の場合約 40 分）
◆近鉄京都線「新祝園」駅から車で 20 分
【駐車場】有

大御堂観音寺

奈良時代に天武天皇の勅願により創建。本尊は、
国宝に指定されている十一面観音立像で、天平
文化な華やかさを今に伝える柔和な表情が特徴
です。春は、菜の花と桜が参道に広がり、秋は
紅葉の名所となる。紅葉はイロハモミジやノム
ラモミジなど 20 本あり、11 月中旬ごろが見頃。
紅葉時期に合わせた夜間特別拝観（ライトアッ
プ）も開催。夜間特別拝観 11 月 22 日（木）
〜 12 月 2 日（日）17：00 〜 20：00
【日時】拝観時間 9 時〜 17 時（予約要）
【料金】志納料 400 円
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11 月中旬〜 11 月下旬

23

笠置山もみじ公園

11 月中旬〜 11 月下旬

府立笠置山自然公園内の笠置寺境内にある、も
みじ公園が紅葉で真っ赤に染まる。
また、ライトアップも実施され、夜空に浮かび
上がる幻想的な空間が広がる。
・相楽郡笠置町 TEL.0743-95-2301（笠置町商工観光課）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 45 分

11 月中旬〜 11 月下旬
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11 月下旬〜 12 月上旬

正門前広場から境内地にかけて約 200 本のモミ
ジが一斉に色付き、鳳凰堂の美しさをより一層
引き立てる。まさに秋の極楽浄土の情景そのも
の。
紅葉時期に合わせた夜間特別拝観（ライトアッ
プ）も開催。
夜間特別拝観「瑞光照歓〜錦秋のあかり〜」
11 月 17 日（土）〜12 月 2 日（日）の金土日祝
日限定
18:00〜20:30（20:15 受付終了）

京田辺

12

1

平等院

11 月下旬〜 12 月上旬

・宇治市宇治蓮華 116 TEL.0774-21-2861
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10 分
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 10 分
【駐車場】無（近辺に民営駐車場有り）

15

城陽

とロマンと静寂な雰囲気に心洗われる美しい

のふるさとです。

4

6 1
3

近鉄京都線

竹の里・乙訓は京都府の南西に位置し、歴史

景色が今も息づく 800 年の歴史を誇る宇治・日本茶

5

2

宇治

第二京阪道路

8
7

ス
イパ

バ

本線

10

にふれられるエリアと磨かれた茶文化や茶畑の眩い

黄檗山萬福寺

京阪

9

山城町森林公園

11 月中旬〜 11 月下旬

名神高速道路

向日町

エリア

動車道
京都縦貫自

1

4

線

都

R京
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京都

（一社）木津川市観光協会
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浄瑠璃寺

11 月中旬〜 11 月下旬

極楽浄土を現したという庭園の紅葉は池を中心
にして、三重塔（国宝）までも染め上げる。
・木津川市加茂町西小札場 TEL.0774-76-2390
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバス
で「浄瑠璃寺前」下車
◆JR 大和路線「奈良」駅、または近鉄奈良線「近鉄奈良」
駅から奈良交通バスで「浄瑠璃寺」下車
【駐車場】有（民間駐車場 50 台、有料）

24

正法寺（和束町）

11 月中旬〜 11 月下旬

当地に葬られた聖武天皇の皇子である安積親王
の菩提を弔うため行基が創建したと伝えられる。
境内の参道一体には、イチョウやモミジ類が植
えられており、秋の紅葉はふだん静寂な古寺を
賑やかにしている。
・相楽郡和束町南 TEL.0774-78-0300（和束町観光案内所）
◆JR 大和路線「加茂」駅から奈良交通バス（和束小杉行き）
で「和束山の家」下車、徒歩 5 分

大道神社

11 月中旬〜 12 月上旬

祭神を菅原道真とする。
九十数段の石段を登った所から見る紅葉は見事
である。
・綴喜郡宇治田原町立川小字宮ノ前 39
TEL.0774-88-3782（猿丸神社）
◆京阪宇治線「宇治」駅、JR 奈良線「宇治」駅、または
近鉄京都線「新田辺」駅から京都京阪バス（維中前、工業
団地、緑苑坂行き）で「維中前」下車、徒歩 30 分
【駐車場】無

14

猿丸神社

11 月中旬〜 12 月上旬

百人一首に収録された「奥山に紅葉ふみわけ鳴
く鹿の声聞くときぞ秋はかなしき」と歌った伝
説的歌人、猿丸大夫を祭神とし、現在は「こぶ
とりの神様」「ガン封じの神様」として広く崇敬
されている。毎月 13 日には月例祭が、4/13 と
9/13 には大祭が、6/13 と 12/13 には火焚神事が
おこなわれる。
11 月下旬には境内周辺の紅葉が色づき見もので
ある。
・綴喜郡宇治田原町禅定寺小字粽谷 44
TEL.0774-88-3782
◆京阪宇治線「宇治」駅、JR 奈良線「宇治」駅、または
近鉄京都線「新田辺」駅から京都京阪バス（維中前、緑苑
坂、工業団地行き）で「維中前」下車、徒歩 50 分（毎月
13 日は維中前から猿丸神社行きの臨時バス有り）
◆京滋バイパス（名古屋方面から）「南郷」IC、または京
滋バイパス（大阪方面から）「笠取」IC から禅定寺地区へ
◆国道 307 号から岩山バイパスに入り府道大石東線を大
津方面へ（宇治田原町側から）
◆大津、石山、南郷から府道大石東線を南下（滋賀県側から）
【駐車場】有

15

天神社

11 月中旬〜 12 月上旬

延暦 14 年（795）伝教大師の勧請により、奥山
田の荘開始の祖、藤原兼秀の建立なりと言われ
る。延長年間（923 〜 931）菅原道真を配祀し、
古来奥山田集落の氏神として奉祀されている。
現在の本殿は一間社流造で府登録文化財。
奥山田集落を見下ろす見晴らしのよい位置にあ
り、秋の紅葉は絶景。
・綴喜郡宇治田原町奥山田小字宮垣内 TEL.0774-88-2963
◆京阪宇治線「宇治」駅、JR 奈良線「宇治」駅、または
近鉄京都線「新田辺」駅から京都京阪バス（維中前、緑苑
坂、工業団地行き）で「維中前」下車、コミュニティバス
に乗り換え「奥山田」下車、徒歩 2 分
◆国道 307 号を信楽方面へ進み奥山田大杉トンネル先
100m 宮垣内交差点左折すぐ

主な紅葉スポットは

（一社）木津川市観光協会
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岩船寺

11 月中旬〜 11 月下旬

あじさいの数の多さで知られているが、幽谷に
色づく紅葉も見逃せない。三重塔の裏山への散
策道を登ると山内の紅葉が一望できる。
・木津川市加茂町岩船上ノ門 43 TEL.0774-76-3390
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバス
で「岩船寺」下車
◆JR 大和路線「奈良」駅、または近鉄奈良線「近鉄奈良」
駅から奈良交通バスで「浄瑠璃寺」下車、木津川市コミュ
ニティバス（当尾線）に乗り換え「岩船寺」下車
【駐車場】有（民間駐車場 50 台、有料）
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海住山寺

25
11 月

日本庭園を中心としてモミジの紅葉が美しい（イ
ロハモミジ、オオモミジなど）。11/3 〜 11/25
の金・土・日・祝日にはライトアップも行われる。
【定休日】なし
【日時】9 時〜 17 時（入園は 16 時 30 分まで）
※ライトアップ時は 21 時ま（入園は 20 時半ま
で）
【料金】
大人 200 円 小・中学生 100 円
60 歳以上は証明書の掲示で無料
※11/3、11/18 は、水景園入園無料
・相楽郡精華町精華台 6 丁目 1 番地 TEL.0774-93-1200
◆近鉄京都線「新祝園」駅、または JR 学研都市線「祝園」
駅から奈良交通バス（36、37、56 系統）で 9 分
◆近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅から奈良交通
バス（56 系統）で 14 分
※水景園へお越しの方は「公園東通り」、芝生広場へお越
しの方は「けいはんな記念公園」で下車
◆京都から R24 〜京奈和自動車道「精華学研」IC 〜精華大
通り利用で約 50 分
【駐車場】有（普通車 400 円、大型車 1,500 円）

標高 200 メートルにあり、もみじを見ながら眼
下に恭仁宮、遥か平城宮が望める。
五重塔（国宝）をバックにもみじが大変美しく、
本堂裏の大木の銀杏の紅葉も見事。

・相楽郡笠置町 TEL.0743-95-2301（笠置町商工観光課）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、山頂まで徒歩 45 分

1

北野天満宮

11 月中旬〜 12 月上旬

北野天満宮の境内西側には
史跡御土居があり、10 月下
旬〜 12 月上旬まで紅葉の季
節にあわせて公開。
御土居（おどい）とは、豊臣秀吉公が天正 19 年（1591）に京
都の周囲に築いた土塁。北野天満宮の御土居は原型に最も近く、
脇を流れる紙屋川の水面に紅葉が映え、優雅な空間を演出。
【料金】
入苑料（茶菓子付き）
大人 800 円
小人 400 円

清水寺

有名な清水の舞台から見下ろ
せば、あでやかな紅葉の海が
広がる。
※現在、本堂の檜皮屋根を葺
き替える工事を行っています
が、参拝いただけます。
・京都市東山区清水 1 丁目 294 TEL.075-551-1234
◆市バス「五条坂」下車、徒歩 15 分
◆市バス「清水道」下車、徒歩 15 分
【駐車場】無（近くに京都市清水坂観光駐車場（有料）有り）

11 月上旬〜 11 月中旬

公益社団法人 京都府観光連盟
発行：2018.11

紅葉だよりボタンをクリック

柳谷観音（楊谷寺）[ 長岡京市 ]

11 月下旬〜 12 月上旬

笠置山一帯

紅葉だより

検索

www.kyoto-kankou.or.jp

2

・木津川市加茂町例幣海住山 20 TEL.0774-76-2256
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバス
で「海住山寺口」下車、徒歩 25 分
◆JR 大和路線「加茂」駅から奈良交通バスで「岡崎」下車、
徒歩 40 分
【駐車場】有（30 台、無料）

木津川の南岸にある国の史跡名勝、笠置山。
紅葉が見事なハイキングコースがある。

京都府観光ガイド

・京都市上京区馬喰町 TEL.075-461-0005
◆市バス「北野天満宮前」下車

11 月下旬

21

インターネットで紅葉状況をご確認いただけます。

けいはんな記念公園
「水景園」

3

高台寺

11 月中旬〜 12 月上旬

豊臣秀吉の正室、北政所が
夫の菩提を弔うために創建
した高台寺。秋の夜間拝観
も見応えあり。
・京都市東山区高台寺下河原町 526 TEL.075-561-9966
◆市バス「東山安井」下車、徒歩 7 分
【駐車場】有（拝観者は 1 時間無料）

4

地主神社

11 月下旬

清水一帯の紅葉の美しさを
たたえ、恋の実りを祈願。
・京都市東山区清水 1 丁目 317
TEL.075-541-2097
◆市バス「五条坂」、または市バ
ス「清水道」下車、徒歩 15 分
【駐車場】無（付近に市営、民営の有料駐車場有り）

5

城南宮

11 月下旬〜 12 月上旬

神苑では秋の七草をはじめ、
秋野の風情が楽しめるほか、
全域にもみじが植栽され、
紅葉も美しい。
【料金】神苑拝観料 600 円
・京都市伏見区中島鳥羽離宮町 7
TEL.075-623-0846
◆地下鉄烏丸線、近鉄京都線「竹田」駅下車◆市バス「城南宮東口」下車
◆京都駅八条口から京都らくなんエクスプレス（R'EX バス）で平日「油小
路城南宮」、土曜日・日曜日・祝日「城南宮前」下車
【駐車場】有（平常：普通車 200 台、バス 10 台／シーズン：普通車 240 台、
バス 3 台）

6

京都府立植物園

11 月中旬〜 12 月上旬

紅葉するイロハモミジ、黄葉するイチョ
ウ、オレンジ色のランシンボクなど都市
部にいながらにして、1 ヶ月以上にもわ
たり様々な木々の紅葉を楽しむことがで
きる。特に園内なからぎの池周辺のカエ
デやアジサイ園のフウの紅葉は必見。
【日時】
9 時〜 17 時 ( 入園は 16 時まで )
観覧温室 10 時〜 16 時 ( 入室は 15 時 30 分まで )
【料金】
入園料（温室は観覧料が別途同額必要）
一般 200 円
高校生 150 円
中学生以下無料
※障害者手帳を持参の方は無料
※府立陶板名画の庭との共通入園券有り
※70 歳以上の方は証明提示で無料
・京都市左京区下鴨半木町 TEL.075-701-0141
◆地下鉄烏丸線「北山」駅下車、3 番出口すぐ
◆地下鉄烏丸線「北大路」駅下車、3 番出口を東へ徒歩約 10 分
◆市バス「植物園前」下車、徒歩 5 分
【駐車場】有（150 台、乗用車 1 時間 300 円、上限 1200 円）

