
144　　２０１９春・夏 花だより　椿

春の観光だより

花だより

椿
  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先 内容・その他 交通機関

北区 椿 2月中旬

～

3月中旬

◇等持院
・京都市北区等持院北
町63
TEL.075-461-5786

淡桃色の有楽椿（ウラクツバ
キ）は樹齢400年程の見事な
もの。
【日時】
9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
参拝料
　大人（高校生以上）500円
　小人（小・中学生）300円
抹茶（等持院特製菓子付き）
500円
番茶（等持院特製菓子付き）
300円

◆嵐電北野線「等持院」駅
下車、徒歩8分

北区 椿 3月下旬

～

4月上旬

◇地蔵院(椿寺)
・京都市北区大将軍川
端町
TEL.075-461-1263

五色八重散椿が咲く寺として
名高く「椿寺」と呼ばれてい
る。樹齢約120年の名椿は2代
目。

◆市バス「北野白梅町」下
車

左京区 椿 3月中旬

～

4月上旬

◇法然院
・京都市左京区鹿ケ谷
御所ノ段町30
TEL.075-771-2420
ホームページ:
http://www.honen-in.
jp

毎年春と秋に特別公開が行わ
れ、春の開催時には三名椿（
花笠椿、貴椿、五色散り椿）
が観賞できる。

※見学は公開日のみ4/1～4/7

◆市バス「南田町」下車、
徒歩5分

【駐車場】
無

左京区 椿 3月下旬

～

◇慈照寺（銀閣寺）
・京都市左京区銀閣寺
町2
TEL.075-771-5725
ホームページ:
http://www.shokoku-j
i.jp/

ヤブツバキの艶のある濃緑の
葉も、紅の花もすばらしい。
【料金】
拝観料　500円(高校生以上)

◆市バス「銀閣寺前」、ま
たは市バス「銀閣寺道」下
車、徒歩10分

【駐車場】
無（市営駐車場の利用）

右京区 椿 3月中旬

～

4月中旬

◇平岡八幡宮
・京都市右京区梅ヶ畑
宮ノ口町23
TEL.075-871-2084

境内には樹齢200余年という
薮椿をはじめ、たくさんの品
種の椿が一帯に植えられてい
る。
3/15～4/7には椿を愛でる会
が行われます。

◆市バス「平岡八幡前」下
車
◆JRバス「平岡八幡」下車

右京区 椿 3月下旬

～

◇鹿王院
・京都市右京区嵯峨北
堀町24
TEL.075-861-1645

薮椿20～30本が杉苔で覆われ
た平庭式枯山水庭園と同時に
観賞できます。
【料金】
拝観料　400円

◆市バス「下嵯峨」下車、
徒歩2～3分
◆嵐電嵐山本線「鹿王院」
駅下車、徒歩3分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩5～6分

【駐車場】
有（普通車4台）
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  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

右京区 椿 3月下旬

～

4月中旬

◇妙心寺　退蔵院
・京都市右京区花園妙
心寺町35
TEL.075-463-2855
ホームページ:
http://www.taizoin.c
om/

妙心寺の塔頭。藪椿が咲きそ
ろう。
【料金】
拝観料　600円

◆市バス「妙心寺前」下車
◆JR嵯峨野線「花園」駅下
車、徒歩7分
◆嵐電北野線「妙心寺」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車40台／無料、大
型観光バス20台／1回2,000
円）
※妙心寺花園会館駐車場利
用、大型バスの場合は必ず
予約が必要

宇治市 椿 2月

～

4月中旬

◇興聖寺
・宇治市宇治山田
TEL.0774-21-2040

中庭の回廊前に八重の老椿が
1本あり、静かなたたずまい
の中にひときわ彩りを添える
。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩15分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩25分

宇治市 椿 3月下旬 ◇平等院
・宇治市宇治蓮華116
TEL.0774-21-2861
ホームページ:
http://www.byodoin.o
r.jp/

院内右手の最勝院前庭に五色
の八重椿の古木がある。

◆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
）

久御山町 椿 2月中旬

～

4月上旬

◇浄安寺
・久世郡久御山町佐山
双置80
TEL.0774-41-6036

門外不出とされる「浄安寺椿
」をはじめ、稀少品も含めて
200種を超える椿が次々に咲
く。

※予約不要

◆近鉄京都線「大久保」駅
から京都京阪バスで「佐山
」下車、徒歩2分
◆京阪本線「淀」駅から京
都京阪バスで「佐山」下車
、徒歩2分

八幡市 椿 1月上旬

～

3月上旬

◇松花堂庭園
・八幡市八幡女郎花43
-1
TEL.075-981-0010
ホームページ:
http://www.yawata-bu
nka.jp/syokado/

園内には茶花の代表ともいえ
る椿が約300本植えられてい
ます。
【定休日】
月曜日（祝日の場合は翌平日
）
【日時】
9時～17時
【料金】
入園料　一般400円　学生300
円　こども200円

◆京阪本線「八幡市」駅、
または京阪本線「樟葉」駅
から京阪バスで「大芝・松
花堂前」下車、徒歩1分

【駐車場】
有（乗用車約50台、大型バ
ス4台可）

京丹波町 椿 3月上旬

～

4月上旬

◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

【入園時間】
9時～16時
※火曜日休園
【料金】
入園料
  大人　310円
  小人　210円

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
約10分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で約20分

【駐車場】
有（約70台）

綾部市 椿 2月中旬

～

3月上旬

◇楞厳寺
・綾部市舘町楞厳寺6

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

樹齢約400年の椿の古木が、
あざやかに赤、白、ピンクの
三色に咲き分ける。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（志賀南北線）で
「舘」下車、徒歩15分
◆JR山陰線「綾部」駅から
車で約10分
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  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

福知山市三和
町

椿 10月上旬

～

4月下旬

◇顕龍山興雲寺
・福知山市三和町中出
16
TEL.0773-58-2273

境内の200種類の椿が、秋か
ら春先まで季節ごとに楽しま
せてくれます。また、春には
しゃくなげが咲きます。

◆JR山陰本線「福知山」駅
からJRバス（園福線）で「
細見千束」下車、市営バス
に乗り換え「興雲寺前」下
車、徒歩5分
（市営バスは日曜日、祝日
運休）

【駐車場】
有（20台）

与謝野町 滝の千年ツバ
キ

3月下旬

～

4月中旬

◇滝のツバキ公園
・与謝郡与謝野町滝

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

京都府指定文化財・天然記念
物「滝のツバキ」は推定樹齢
1,000年、幹の周囲が3.26mに
もなるヤブツバキの巨樹で「
滝の千年ツバキ」の愛称で親
しまれている。毎年春に濃紫
紅の花を見事に咲かせる。ま
た、椿を花木にしている全国
の市町村から集めた椿園もあ
る。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで40
分

【駐車場】
有
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桜
  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

下京区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇梅小路公園
・京都市下京区観喜寺
町

※公益財団法人京都市
都市緑化協会 梅小路
公園管理事務所(8時30
分～17時、月曜日休)
TEL.075-352-2500

芝生広場や日本庭園「朱雀の
庭」がある梅小路公園には、
芝生広場のまわりを中心に、
関山、一葉、普賢象など26品
種、約110本のサトザクラが
植樹されている。園内には、
ソメイヨシノやしだれ桜もあ
る。

◆市バス「梅小路公園前」
、または市バス「七条大宮
・京都水族館前」、「梅小
路公園・京都鉄道博物館前
」下車

下京区 桜 4月上旬 ◇渉成園
・京都市下京区下珠数
屋町通間之町東入東玉
水町

※東本願寺本廟部参拝
接待所
TEL.075-371-9210
ホームページ:
http://www.higashiho
nganji.or.jp

東本願寺の飛地境内地で、周
囲に枳殻（からたち）が植え
てあったことから枳殻邸とも
呼ばれます。
庭園は池泉回遊式庭園で、四
季折々の花が咲き誇ります。
春は枝垂桜・染井吉野が美し
い。
【日時】
3月～10月　9時～17時（受付
は16時30分まで）
11月～2月　9時～16時（受付
は15時30分まで）
【料金】
庭園維持寄付金　500円以上
※高校生以下250円以上
（ガイドブック贈呈）

◆市バス「烏丸七条」下車
、徒歩5分
◆各線「京都」駅下車、徒
歩10分

中京区 桜 3月下旬

～

4月中旬

◇元離宮二条城
・京都市中京区二条通
堀川西入二条城町541

※元離宮二条城事務所
TEL.075-841-0096
ホームページ:
http://www2.city.kyo
to.lg.jp/bunshi/nijo
jo/

ソメイヨシノ、シダレザクラ
、サトザクラが咲き誇る。

◆市バス「二条城前」下車
すぐ
◆地下鉄東西線「二条城前
」駅下車、徒歩5分

【駐車場】
有（詳細は二条城事務所ま
でお問い合わせください。
）

上京区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇京都府庁旧本館
・京都市上京区下立売
通新町西入藪之内町

※京都府総務部府有資
産活用課（平日8時30
分～17時15分）
TEL.075-414-5435
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/qhonkan/index.h
tml

明治37年（1904）竣工の京都
府庁旧本館中庭で「祇園しだ
れ桜」や「容保桜」など6種7
本が楽しめる。

◆地下鉄烏丸線「丸太町」
駅下車、徒歩10分
◆市バス「府庁前」下車、
徒歩5分

上京区 桜 4月上旬 ◇京都御苑
・京都市上京区京都御
苑

※京都御苑管理事務所
（土・日・祝休み）
TEL.075-211-6348

京のど真ん中、京都御所のあ
る御苑は、しだれ桜、里桜と
春の散策が楽しい。

◆地下鉄烏丸線「丸太町」
駅、または地下鉄烏丸線「
今出川」駅下車
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  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

北区 桜 3月下旬

～

4月下旬

◇原谷苑
・京都市北区原谷

※一般公開中のみ
TEL.075-461-2924
※一般公開以外（村岩
様）
TEL.075-492-1963

約1万2千㎡の苑内に梅、椿、
もみじなど様々な樹木が植樹
されており、中でも20数種類
の桜が約1ヶ月の間咲き続け
、雪柳、木瓜、つつじ、山吹
、しだれ桃などが花をそえま
す。
特に八重紅しだれ桜の開花が
始まると、苑全体が紅色に染
まり、また満開になると淡い
ピンク色に変わっていく様は
幻想的です。
【日時】
9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
入苑料は曜日などにより異な
ります。

※個人（村岩様）所有ですの
で一般公開期間以外は入苑で
きません。

◆市バス「原谷」下車、徒
歩2分

北区 桜 3月下旬

～

5月上旬

◇平野神社
・京都市北区平野宮本
町
TEL.075-461-4450
ホームページ:
http://www.hiranojin
ja.com

市内の花見の名所としてにぎ
わい、桜の木の多さ種類の豊
富さでも屈指の桜の名所。

◆市バス「衣笠校前」下車
、徒歩2分

北区 桜 4月上旬 ◇賀茂別雷神社（上賀
茂神社）
・京都市北区上賀茂本
山339
TEL.075-781-0011
ホームページ:
http://www.kamigamoj
inja.jp

一の鳥居より二の鳥居までの
参道近くにあるしだれ桜。そ
の昔、京都御所にあったもの
を奉納したと伝えられ、御所
桜とも呼ばれる。
他の桜：3月下旬～4月下旬

◆市バス「上賀茂神社前」
、または京都バス「上賀茂
神社前」下車
◆市バス「上賀茂御薗橋」
、または市バス「御薗口町
」下車

【駐車場】
有（170台、30分100円）

北区 桜 4月上旬 ◇閑臥庵
・京都市北区烏丸鞍馬
口東入278
TEL.075-256-2480

庭の見える個室で普茶料理（
要予約）がいただける。
【日時】
13時～22時
【料金】
拝観料　500円

◆地下鉄烏丸線「鞍馬口」
駅下車、徒歩3分

北区 桜 4月上旬

～

4月下旬

◇常照寺
・京都市北区鷹峯北鷹
峯町1
TEL.075-492-6775

山門から参道沿いに咲く桜「
吉野桜」。吉野太夫を偲んで
植えられたもの。
山桜、ソメイヨシノ、紅垂れ
など100本の桜が1ヶ月間楽し
めます。

◆市バス「鷹峯源光庵前」
下車、徒歩2分
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左京区 桜 3月中旬

～

4月下旬

◇京都府立植物園
・京都市左京区下鴨半
木町
TEL.075-701-0141
ホームページ:
http://www.pref.kyot
o.jp/plant/

北山連峰を背景に、約450本
もの染井吉野、紅しだれ桜な
どが見られる。
4月中旬以降は、八重咲き品
種や黄色い桜など約100種類
が楽しめる。
【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）
春の開園時間延長（4/8～5/1
9）18時30分まで開園（入園
は18時まで）
【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

◆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」、ま
たは京都バス「植物園前」
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（150台、1時間300円、
上限1,200円）

左京区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇金戒光明寺
・京都市左京区黒谷町
121
TEL.075-771-2204
ホームページ:
http://www.kurodani.
jp/

多くの桜が咲く広大な境内は
、市民の憩いの場となってい
る。

◆市バス「岡崎道」下車、
徒歩10分

【駐車場】
有（30台、1日800円）

左京区 桜 4月上旬 ◇哲学の道
・京都市左京区

東山山麓の若王子橋から銀閣
寺橋までの疏水べりの道約1.
8kmの沿道には約450本の桜が
植えられ、桜のトンネルが続
く。

◆市バス「銀閣寺前」下車
◆市バス「東天王町」下車
、徒歩10分

左京区 桜 4月上旬 ◇真如堂（真正極楽寺
）
・京都市左京区浄土寺
真如町82
TEL.075-771-0915

本堂の南側にある桜樹「縦皮
桜（たてかわ）」は、春日局
お手植といわれ、水上勉氏の
「桜守」にも登場する江戸彼
岸系の桜。

◆市バス「真如堂前」、ま
たは市バス「錦林車庫前」
下車、徒歩8分

左京区 桜 4月上旬 ◇宝が池公園
・京都市左京区上高野
流田町　他

※北部みどり管理事務
所
TEL.075-882-7019

山の地形を生かした緑豊かな
公園は、春は桜やツツジ、秋
は紅葉などが四季折々の美し
さで、訪れる人の目を楽しま
せてくれる。

◆地下鉄烏丸線「国際会館
」駅下車
◆叡山電鉄「宝ヶ池」駅下
車

左京区 桜 4月上旬 ◇八瀬
・京都市左京区八瀬

比叡山山麓の八瀬は、桜や紅
葉の名所として名高い。桜が
比叡山ケーブルに沿って咲き
乱れる。

◆JR「京都」駅より京都バ
スにて八瀬方面へ

左京区 桜 4月上旬 ◇大原
・京都市左京区大原

※大原観光保勝会（日
曜・祝日を除く10時～
14時）
TEL.075-744-2148

素朴な山桜に誘われて、山里
の春を探し歩いてみるのもよ
い。

◆京都バス「大原」下車、
徒歩15分
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左京区 桜 4月上旬 ◇なからぎの道
・京都市左京区下鴨半
木町

植物園西側の北大路橋と北山
大橋の間、紅しだれの桜並木
が見事。

◆地下鉄烏丸線「北山」駅
下車

左京区 桜 4月上旬 ◇岡崎疏水
・京都市左京区

岡崎の疏水べりには、水を慕
うように咲き揃う桜が春の風
情を惜しませる。

◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車
◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」下車

左京区 桜 4月上旬 ◇大本山南禅寺
・京都市左京区南禅寺
福地町
TEL.075-771-0365
ホームページ:
http://nanzen.net/

三門付近は桜の木が多く、三
門に上がって楼上から桜や京
都市街を望むと「絶景かな」
。

◆地下鉄東西線「蹴上」駅
下車、徒歩10分
◆市バス「南禅寺・永観堂
道」下車、徒歩10分

左京区 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇平安神宮
・京都市左京区岡崎西
天王町97
TEL.075-761-0221
ホームページ:
http://www.heianjing
u.or.jp

平安神宮の桜の見事さは、八
重紅枝垂桜にある。神苑の門
を入れば、頭上を埋め尽くす
枝垂れ桜に一瞬息をのむ。
【料金】
入苑料　600円

◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」下車
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
無

左京区 桜 4月中旬

～

4月下旬

◇三千院
・京都市左京区大原来
迎院町540
TEL.075-744-2531
ホームページ:
http://www.sanzenin.
or.jp/

境内には山桜やしだれ桜が咲
き誇り、見る物を雅やかな気
持ちにさせてくれる。
京都市内より10日程開花が遅
く、市内が散ったあとも楽し
める。

◆京都バス「大原」下車、
徒歩10分

【駐車場】
無（民間駐車場多数有り）

左京区 桜 4月中旬

～

4月下旬

◇鞍馬寺
・京都市左京区鞍馬本
町1074
TEL.075-741-2003

堂々たる構えの仁王門に、の
びやかな風情の桜がよく似合
う。

◆叡山電鉄「鞍馬」駅下車
、徒歩5分で仁王門
◆京都バス「鞍馬」下車、
徒歩5分で仁王門
※仁王門から本殿まで徒歩
30分、またはケーブル2分
（ケーブルご寄進料200円
）、徒歩10分

東山区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇高台寺
・京都市東山区高台寺
下河原町526
TEL.075-561-9966
ホームページ:
http://www.kodaiji.c
om/

豊臣秀吉の妻、北政所「ねね
」が夫の菩提を弔うために創
建した寺。方丈前庭のシダレ
桜が有名で毎年ライトアップ
の夜桜が楽しめる。

◆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）

東山区 桜 4月上旬 ◇清水寺
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234
ホームページ:
http://www.kiyomizud
era.or.jp/

約1,000本の桜が咲く。清水
の舞台から遠く子安塔へと眺
める素晴らしさ。

◆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）

東山区 桜 4月上旬 ◇円山公園
・京都市東山区円山町
他（八坂神社奥）

※公益財団法人京都市
都市緑化協会（8時30
分～17時、日曜日休）
TEL.075-561-1350

八坂神社の背後に広がる円山
公園は、しだれ桜や染井吉野
、山桜など約680本あり、中
でも園内中央の「祇園のしだ
れ桜」は京都を代表する名桜
になっている。

◆市バス「祇園」下車、徒
歩3分
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東山区 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇地主神社
・京都市東山区清水1
丁目317
TEL.075-541-2097
ホームページ:
http://www.jishujinj
a.or.jp/

地主桜　里桜の一種であるが
一本の枝に八重一重が同時に
開花するという珍しい品種。
嵯峨天皇行幸の際、そのあま
りの美しさに3度御車を返し
ご覧になった故事から、別名
「御車返しの桜」とも呼ばれ
る。

◆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）

右京区 桜 3月下旬
～

4月上旬

◇嵐山
・京都市右京区嵯峨天
龍寺

※嵐山保勝会
TEL.075-861-0012

中ノ島公園から大堰川の堤、
天龍寺西裏の亀山公園、そし
て嵐山と至る所で桜が咲き乱
れている。

◆市バス「嵐山」、または
市バス「嵐山公園」下車
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
下車
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩5分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩5分

右京区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇旧嵯峨御所 大本山
大覚寺
・京都市右京区嵯峨大
沢町4
TEL.075-871-0071
ホームページ:
https://www.daikakuj
i.or.jp/

大沢池周辺　染井吉野など（
約500本）

◆市バス「大覚寺」下車

右京区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇天龍寺
・京都市右京区嵯峨天
龍寺芒ノ馬場町68
TEL.075-881-1235
ホームページ:
http://www.tenryuji.
com

世界文化遺産にも登録されて
いる天龍寺。名庭と桜の園に
感動させられる。

◆市バス「嵐山天龍寺前」
下車すぐ
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車すぐ
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩13分
◆阪急嵐山線「嵐山」駅下
車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車120台/1,000円
、バス20台/1時間1,000円
、以降30分ごとに500円追
加）

右京区 桜 4月上旬 ◇二尊院
・京都市右京区嵯峨二
尊院門前長神町27
TEL.075-861-0687

総門をくぐると鮮やかなピン
クのしだれ桜が迎えてくれ、
参道両脇には染井吉野の並木
が続く。
また、「普賢象桜」も魅力。
花弁数200～230枚を数え、気
品のある淡紅色の花を咲かせ
る。

◆市バス「嵯峨小学校前」
、または京都バス「嵯峨小
学校前」下車、徒歩10分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、徒歩20分
◆嵐電嵐山本線「嵐山」駅
下車、徒歩20分

右京区 桜 4月上旬 ◇宇多野ユースホステ
ル
・京都市右京区太秦中
山町29
TEL.075-462-2288
ホームページ:
http://www.yh-kyoto.
or.jp/utano/index.ph
p

染井吉野、山桜、里桜（30本
）
※枝垂れ桜植樹記念　庭園一
般開放
4/1（月）～4/7（日）　10時
～15時

◆市バス「ユースホステル
前」下車、徒歩1分
※車での来場禁止

右京区 桜 4月上旬 ◇清滝
・京都市右京区

渓谷に映える白い山桜と楓の
若芽が鮮やかなコントラスト
で春を彩る。

◆各線「京都」駅からJRバ
スで清滝方面へ
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右京区 桜 4月上旬 ◇高雄
・京都市右京区

※もみじ家
TEL.075-871-1005
※高雄観光ホテル
TEL.075-871-2991
※高雄錦水亭
TEL.075-861-0216

北山杉の新緑に桜や山ツツジ
が彩る。

◆各線「京都」駅からJRバ
スで高雄方面へ

右京区 桜 4月上旬 ◇妙心寺　退蔵院
・京都市右京区花園妙
心寺町35
TEL.075-463-2855
ホームページ:
http://www.taizoin.c
om/

ダイナミックな枝ぶりの紅枝
垂桜が見頃を迎える。
【料金】
拝観料　600円

◆市バス「妙心寺前」下車
◆JR嵯峨野線「花園」駅下
車、徒歩7分
◆嵐電北野線「妙心寺」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車40台／無料、大
型観光バス20台／1回2,000
円）
※妙心寺花園会館駐車場利
用、大型バスの場合は必ず
予約が必要

右京区 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇仁和寺
・京都市右京区御室大
内33
TEL.075-461-1155
ホームページ:
http://ninnaji.jp

古くから知られる「御室桜」
は高さ約2mほどの背の低い桜
で、根元から枝分かれし地面
を這うように咲き集う。この
「御室桜」が古都の桜の見納
めとなる。

◆市バス「御室仁和寺」、
またはJRバス「御室仁和寺
」下車
◆嵐電北野線「御室仁和寺
」駅下車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、バス12
台、料金/普通車1回500円
、バス1回1,000円）
※時間厳守9時～17時

右京区 桜 4月上旬

～

4月下旬頃

◇龍安寺
・京都市右京区龍安寺
御陵ノ下町13
TEL.075-463-2216

油土塀の向こうから顔を出す
桜がモノトーンの石庭に華や
ぎを添える。

◆市バス「竜安寺前」下車
すぐ
◆市バス「立命館大学前」
下車、徒歩7分

【駐車場】
有（普通車80台、バス20台
、料金/石庭拝観者のみ1時
間無料）

右京区 桜 4月中旬 ◇常照皇寺
・京都市右京区京北井
戸町
TEL.075-853-0003

国の天然記念物「九重桜（べ
にしだれ桜）」や「御車返し
（里桜）」、御所より株分け
した「左近の桜」などの名木
が見頃を迎える。

◆各線「京都」駅からJRバ
ス（高雄・京北線）で1時
間30分「周山」下車、京北
ふるさとバス（山国方面行
き）に乗り換え「山国御陵
前」下車、徒歩7分

【駐車場】
有（大型バス10台、普通車
50台、無料）

右京区 桜 4月中旬

～

4月下旬

◇梅宮大社
・京都市右京区梅津フ
ケノ川町30
TEL.075-861-2730
ホームページ:
http://www.umenomiya
.or.jp

八重桜
【日時】
9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
庭園拝観料　大人550円

◆市バス「梅宮大社前」下
車
◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/無
料）
※大型バスは要予約
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西京区 桜 4月上旬 ◇善峯寺
・京都市西京区大原野
小塩町1372
TEL.075-331-0020

徳川五代将軍の母堂「桂昌院
」がこの寺を復興したとき植
えたという、お手植えの樹齢
300余年のしだれ桜が名を残
す。

◆JR京都線「向日町」駅か
ら阪急バス（善峯寺行き）
で「善峯寺」下車、徒歩8
分
◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バス（善峯寺行き
）で「善峯寺」下車、徒歩
8分

西京区 桜 4月上旬 ◇大原野神社
・京都市西京区大原野
南春日町
TEL.075-331-0014
ホームページ:
http://oharano-jinja
.jp

参道には桜並木が続く。しだ
れ桜の古木である「千眼桜」
も見応えがある。

◆JR京都線「向日町」駅か
ら阪急バスで「南春日町」
下車、徒歩10分
◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バスで「南春日町
」下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車60台/500円、バ
ス5台/2,000円）

西京区 桜 4月上旬 ◇勝持寺（花の寺）
・京都市西京区大原野
南春日町1194
TEL.075-331-0601

平安時代の歌人、西行法師が
出家し庵を結んだ寺で、西行
が植えたと言われている西行
桜をはじめ100本近い桜があ
り、満開時には境内が桜の花
で覆い尽くされることから「
花の寺」と呼ばれている。

◆阪急京都線「東向日」駅
から阪急バスで「南春日町
」下車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/無
料）

南区 桜 4月上旬 ◇教王護国寺（東寺）
・京都市南区九条町1
TEL.075-691-3325
ホームページ:
http://www.toji.or.j
p/

樹齢120年の八重紅しだれ、
不二桜。
3月下旬～4月上旬　夜桜ライ
トアップ実施予定（18時30分
～21時30分受付終了）
【料金】
拝観料
　大人　500円
　中学生以下　300円

◆市バス「東寺東門前」下
車
◆近鉄京都線「東寺」駅下
車、徒歩10分

伏見区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇醍醐寺
・京都市伏見区醍醐東
大路町22
TEL.075-571-0002
ホームページ:
https://www.daigoji.
or.jp/

平安時代から桜の名所。太閤
さんの花見で有名。千本もの
桜が咲き誇る。

◆京阪バス「醍醐寺前」下
車すぐ
◆地下鉄東西線「醍醐」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
有（普通車100台、バス8台
、料金/普通車1,000円、バ
ス2,000円）
※5時間を越える場合、普
通車30分ごと100円、大型
車30分ごと300円加算

153



154　　２０１９春・夏 花だより　桜

  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

伏見区 桜 4月上旬 ◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7
TEL.075-623-0846
ホームページ:
http://www.jonangu.c
om/

城南宮のしだれ桜は花にたっ
ぷりとした重量感があり、緑
の芝生に映えて美しい。
【料金】
神苑拝観料　600円

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
下車
◆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

山科区 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇勧修寺
・京都市山科区勧修寺
仁王堂町27-6
TEL.075-571-0048

観音堂が桜色に包まれます。 ◆地下鉄東西線「小野」駅
下車、西へ徒歩6分

山科区 桜 4月上旬 ◇毘沙門堂
・京都市山科区安朱稲
荷山町18
TEL.075-581-0328
ホームページ:
http://bishamon.or.j
p/

宸殿前庭、勅使門前の見事な
しだれ桜が有名。普段はひっ
そりとした殿舎も、この時期
ばかりは、にぎわいを見せる
。

◆JR琵琶湖線「山科」駅下
車、徒歩20分
◆京阪京津線「京阪山科」
駅下車、徒歩20分
◆地下鉄東西線「山科」駅
下車、徒歩20分

【駐車場】
有（普通車10台、料金/無
料）

山科区 桜 4月上旬 ◇山科疏水
・京都市山科区

山科駅から500ｍ北にある疏
水べりの散策路は、四ノ宮の
暗きょまで桜並木が続く。

◆JR琵琶湖線「山科」駅、
またはJR湖西線「山科」駅
下車、徒歩10分
◆京阪京津線「京阪山科」
駅下車、徒歩10分
◆地下鉄東西線「山科」駅
下車、徒歩10分

山科区 桜 4月上旬 ◇大石神社
・京都市山科区西野山
桜ノ馬場町116
TEL.075-581-5645
ホームページ:
http://www.ohishi-ji
nja.jp/

境内に見事な大石桜(枝垂）
、山桜、里桜、ボタンザクラ
などが約20本。

◆JR琵琶湖線「山科」駅か
ら京阪バスで20分「大石神
社」下車、徒歩1分
◆京阪京津線「京阪山科」
駅から京阪バスで20分「大
石神社」下車、徒歩1分
◆地下鉄東西線「山科」駅
から京阪バスで20分「大石
神社」下車、徒歩1分

【駐車場】
有（普通車20台、バス1台
、料金/無料）

向日市 桜 4月上旬 ◇向日神社
・向日市向日町北山65
TEL.075-921-0217

本殿（室町初期・重文）に続
く約150mの参道が、みごとな
桜のトンネルになる。

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩10分
◆JR京都線「向日町」駅、
または阪急京都線「東向日
」駅から車で5分

【駐車場】
有
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向日市 桜 4月上旬 ◇桜の径
・向日市上植野町南開
、浄徳、円山地内

※向日市企画広報課
TEL.075-931-1111

西向日駅の東南部に広がる住
宅街の散策道。
終日

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩5分

向日市 桜 4月上旬 ◇竹の径
・向日市寺戸町芝山～
物集女町長野、中海道
地内

※向日市企画広報課
TEL.075-931-1111

8種類の竹垣が整然と連なる
竹林道「竹の径」に樹齢を重
ねた山桜が穏やかに咲きます
。
終日

◆JR京都線「桂川」駅、ま
たは阪急京都線「洛西口」
駅からバスで「向日回生病
院前」下車、徒歩10分

【駐車場】
無

向日市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇桜の園
・向日市向日町北山

向日神社の北側で様々な山桜
が咲きます。

◆阪急京都線「西向日」駅
下車、徒歩13分

長岡京市 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13
TEL.075-951-1025

長岡天満宮八条ヶ池の東堤に
は約50本の桜並木があり、開
花中は桜のトンネルになる。

◆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

長岡京市 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇勝竜寺城公園
・長岡京市勝竜寺13-1

※勝竜寺城公園管理棟
TEL.075-952-1146
ホームページ:
http://www.city.naga
okakyo.lg.jp/

公園内には約20本の桜があり
、見頃になると満開の花で園
内が彩られる。
【日時】
4月～10月　9時～18時
11月～3月　9時～17時

※「勝竜寺城公園"お堀から
城"をライトアップ」
3/29～4/7　18時～20時
4/6～4/7は20時まで開園し、
城内のライトアップも行う。
（桜の開花状況などにより変
更の場合有り）

◆JR京都線「長岡京」駅東
口から阪急バス（19系統・
東部社会実験バス）で「勝
竜寺城公園前」下車
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、東口から徒歩10分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩25分

大山崎町 桜 4月上旬 ◇山崎聖天
・乙訓郡大山崎町字大
山崎

※大山崎町経済環境課
TEL.075-956-2101

境内地の東斜面には昭和初期
に植えられた桜が多くありま
す。眼下には町の眺望が楽し
めます。
なお、東斜面の桜は養成中の
ため、立ち入りできません。

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩20分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩20分

大山崎町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇アサヒビール大山崎
山荘美術館庭園
・乙訓郡大山崎町大山
崎銭原5-3
TEL.075-957-3123（総
合案内）
ホームページ:
http://www.asahibeer
-oyamazaki.com

約5,500坪の庭園では四季折
々の情景が楽しめる。春はシ
ダレザクラ、ソメイヨシノ、
ヤマザクラが順番に花開く。

◆JR京都線「山崎」駅下車
、徒歩約10分
◆阪急京都線「大山崎」駅
下車、徒歩約10分
※両駅から無料送迎バス有
り（ご高齢の方優先）

【駐車場】
無

宇治市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇平等院
・宇治市宇治蓮華116
TEL.0774-21-2861
ホームページ:
http://www.byodoin.o
r.jp/

ソメイヨシノ、ヤエザクラ、
ヤマザクラ、シダレザクラな
ど。
【日時】
拝観時間　8時30分～17時30
分（受付は15分前まで）
【料金】
拝観料
　大人　600円
　中学・高校生　400円
　小人　300円

◆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15分
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宇治市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇山城総合運動公園
「太陽が丘」
・宇治市広野町八軒屋
谷
TEL.0774-24-1313

園内のあちらこちらで見られ
るが、遊びの森に多く見られ
る。

◆JR奈良線「宇治」駅、ま
たは京阪宇治線「宇治」駅
から京都京阪バス（太陽が
丘行き）で「終点」下車
◆近鉄京都線「大久保」駅
から京都京阪バス（太陽が
丘行き）で「終点」下車

宇治市 桜 4月上旬

～
4月中旬

◇宇治市植物公園
・宇治市広野町八軒屋
谷25-1

※宇治市公園公社
TEL.0774-39-9387
ホームページ:
http://www.uji-cityp
ark.jp/ucbpark/index
.htm

【日時】
9時～17時（入園は16時まで
）
【料金】
入園料
　高校生以上　500円
　小・中学生　250円
　幼児無料

◆JR奈良線「宇治」駅、ま
たは京阪宇治線「宇治」駅
から京都京阪バスで「植物
公園」下車
◆近鉄京都線「大久保」駅
から京都京阪バスで「植物
公園」下車

【駐車場】
有（普通車400円、大型車
（11人乗り以上）1500円）

宇治市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇宇治橋上流
・宇治市

※公益社団法人宇治市
観光協会
TEL.0774-23-3334

宇治橋上流両岸で約2,000本
その中で宇治公園はソメイヨ
シノ74本、カスミザクラ・サ
トザクラ17本、シダレザクラ
5本。

◆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15分

久御山町 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇東一口前川堤
・久世郡久御山町

※久御山町産業課
TEL.075-631-9964

東一口の前川堤の両岸に桜が
植樹されており、開花の季節
に堤を埋め尽くす桜は見事。
憩いの場として人々に親しま
れ、平成7年に「京都の自然2
00選」に選定されています。
※見頃に時期は天候によりま
す。

◆近鉄京都線「大久保」駅
、京阪本線「中書島」駅、
またはJR片町線「松井山手
」駅から京都京阪バスで「
まちの駅イオン久御山店前
」下車、レンタサイクルで
10分

八幡市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇石清水八幡宮
・八幡市八幡高坊30
TEL.075-981-3001
FAX.075-981-9808
ホームページ:
http://www.iwashimiz
u.or.jp/

ヤマザクラ、ソメイヨシノ、
シダレザクラなど約2,000本
が男山を彩る。3月下旬には
「男山桜まつり」が催され、
石清水八幡宮本殿前では「舞
楽」の奉納がされる。

◆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

八幡市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇淀川河川公園背割堤
地区
・八幡市八幡在応寺地
先

※さくらであい館
TEL.075-633-5120
ホームページ:
https://www.yodogawa
-park.go.jp/sansen/

木津川と宇治川の合流する背
割堤に植えられた桜並木は約
1.4kmあり、桜のトンネルが
見事である。
「さくらであい館」展望塔（
高さ約25m）からは、桜並木
が一望できる。

◆京阪本線「八幡市」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（背割堤さくらまつり期
間中、会場内の駐車場は大
型バス専用となります。5,
000円、要予約。問い合わ
せ先：一般社団法人八幡市
観光協会　075-981-1141）
※桜の開花時期は、特に混
雑が予想されますので、公
共交通機関をご利用くださ
い。
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八幡市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇さくら近隣公園
・八幡市男山美桜18

※公益財団法人八幡市
公園施設事業団
TEL.075-981-6111

ソメイヨシノ等約250本
池のまわりに桜並木があり夜
桜も楽しめます。

※さくら近隣公園での火気使
用は法律で禁じられています
。園内は混雑が予想され、大
変危険ですので直火はもちろ
ん、七輪、コンロ等を持ち込
んでバーベキュー等の行為は
、絶対にしないでください。

◆京阪本線「樟葉」駅から
京阪バスで「中央センター
」、または京阪バスで「さ
くら小学校」下車、徒歩3
分

【駐車場】
有（約15台）
※混雑が予想されるため、
公共交通機関をご利用くだ
さい。

京田辺市 桜 4月上旬 ◇大御堂観音寺
・京田辺市普賢寺下大
門13
TEL.0774-62-0668

参道から境内にかけて桜が植
えられている。（ソメイヨシ
ノ、オオシマサクラ　約30本
）

◆近鉄京都線「三山木」駅
、または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）

京田辺市 桜 4月上旬 ◇虚空蔵谷川畔
・京田辺市大住

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810

虚空蔵谷川は月読神社の西方
に位置し、春には両岸約700m
に及ぶ桜の帯がみられる。（
ソメイヨシノ、オオシマサク
ラ　約190本）

◆JR学研都市線「大住」駅
下車、徒歩20分

井手町 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇地蔵禅院
・綴喜郡井手町井手東
垣内

※井手町産業環境課
TEL.0774-82-6168

地蔵禅院のシダレザクラは京
都府の天然記念物に指定され
ている。

◆JR奈良線「玉水」駅下車
、徒歩約30分

井手町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇玉川堤一帯
・綴喜郡井手町井手

※井手町産業環境課
TEL.0774-82-6168

国道24号から東の玉川上流1,
500mの両側の堤は、約500本
の染井吉野が咲く。

◆JR奈良線「玉水」駅下車
、徒歩3分

宇治田原町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇末山・くつわ池自然
公園
・綴喜郡宇治田原町郷
之口末山3

※末山・くつわ池自然
公園管理事務所
TEL.0774-88-3895

池沿いの林道に植えられた桜
が釣り人の目を楽しませてく
れます。

◆京阪宇治線「宇治」駅、
またはJR奈良線「宇治」駅
から京都京阪バス（維中前
、緑苑坂、工業団地行き）
で約20分「くつわ池」下車
、徒歩5分

宇治田原町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇やすらぎの道
・綴喜郡宇治田原町荒
木、ほか

※宇治田原町産業観光
課
TEL.0774-88-6638
ホームページ:
http://www.town.ujit
awara.kyoto.jp/

宇治田原町内の中心を東西に
流れる淀川水系田原川の堤防
上に岩山地区～郷之口地区ま
で整備された遊歩道沿いには
多数の桜が植栽され、桜並木
を形成している。
桜並木の延長は約2.64km、植
栽されている桜の本数は約27
0本、ほとんどはソメイヨシ
ノ、一部八重桜あり。範囲は
荒木地区（町役場近く）～岩
山地区（岩山会館付近）
町役場横では開花期間中に夜
間ライトアップを実施（バス
停は「役場南」が最寄り）

◆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「役場南」下車、徒歩5
分

【駐車場】
無
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木津川市山城
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇玉台寺
・木津川市山城町椿井
天敷堂37
TEL.0774-86-2880

境内から眺める生駒連峰の景
色は素晴らしい。
四季の花その他多数。

◆JR奈良線「上狛」駅下車
、徒歩20分
◆JR奈良線「上狛」駅から
木津川市コミュニティバス
で「山城中学校」下車、徒
歩10分（平日のみ）

木津川市山城
町

桜 3月下旬

～
4月上旬

◇山城町森林公園
・木津川市山城町神童
子三上山1番地
TEL.0774-86-4507

桜を見ながらの憩いの場とな
っている。

◆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
◆国道24号開橋交差点から
東へ5km

【駐車場】
有（料金/500円）

木津川市山城
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇栄寿神社（稲荷山）
・木津川市山城町北河
原北谷13-1

朱の鳥居がいくつも桜並木の
中に並んでいる。

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、徒歩15分
◆JR奈良線「棚倉」駅から
木津川市コミュニティバス
で「北河原」下車、徒歩30
分（平日のみ）

木津川市山城
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇不動川公園
・木津川市山城町平尾
大谷1番地

※アスピアやましろ
TEL.0774-86-5851

約350本の桜が不動川沿いの
堤防を彩る。
公園には展望台や広場もあり
、付近の散策の際には、のん
びりした休憩場所になる。

◆JR奈良線「棚倉」駅下車
、徒歩16分

【駐車場】
有

木津川市山城
町

桜 4月上旬 ◇神童寺
・木津川市山城町神童
子不晴谷112
TEL.0774-86-2161　

桜とうす赤紫色のつつじが咲
き競う。

◆JR奈良線「棚倉」駅から
車で10分（徒歩の場合40分
）
◆近鉄京都線「新祝園」駅
から車で20分

【駐車場】
有

木津川市 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇安福寺
・木津川市木津宮ノ裏
274
TEL.0774-72-9922

山門横のソメイヨシノは樹齢
約80年といわれ、満開時には
ライトアップも予定されてい
る。

◆JR大和路線「木津」駅下
車、徒歩10分
◆JR大和路線「木津」駅か
ら木津川市コミュニティバ
ス（木-2）で「宮の堀」下
車

木津川市 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇大智寺
・木津川市木津雲村42
-1
TEL.0774-72-2500

見事な桜の古木（樹齢50年以
上）があり、山背古道ウォー
クの際にも楽しめる。

◆JR大和路線「木津」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（8台ぐらい、要事前連
絡）

木津川市 桜 4月上旬 ◇ふれあい広場
・木津川市木津小釜

※木津川市観光商工課
TEL.0774-75-1216

周辺は、南北に続く堤防沿い
に約1.7kmの桜並木が続き、
同時期に見ごろを迎える菜の
花との共演を楽しむことがで
きる。

◆JR学研都市線「西木津」
駅下車、徒歩20分

【駐車場】
無

木津川市加茂
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇春日若宮社
・木津川市加茂町里口
薬井17

参道入り口の桜が参拝客を迎
える。

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩10分

158



花だより　桜 ２０１９春・夏　　159

  市町村名      品種     見頃の時期  開催場所・問合せ先        内容・その他               交通機関        

木津川市加茂
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇岡田鴨神社
・木津川市加茂町北鴨
村44
TEL.0774-76-3131

参道の桜並木や本殿横の桜の
大木が見事。

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩15分

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

三重塔など国宝を多数拝観で
きる。

◆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」下車す
ぐ
◆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」下車すぐ

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43
TEL.0774-76-3390

四季折々の花が楽しめる花の
寺。
【料金】
入山拝観志納料　500円

◆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」下車すぐ
◆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」
下車すぐ

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇恭仁宮跡
・木津川市加茂町例幣
中切

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-73-8191

宮跡を彩る多種類の桜が美し
い。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら木津川市コミュニティバ
スで「恭仁宮跡」下車すぐ

木津川市加茂
町

桜 3月下旬

～

4月上旬

◇恭仁大橋
・木津川市加茂町北

※一般社団法人木津川
市観光協会
TEL.0774-73-8191

恭仁大橋のたもとに咲く桜並
木は見応え有り。

◆JR大和路線「加茂」駅下
車、徒歩15分

笠置町 桜（ソメイヨ
シノ、ヤマザ
クラ等）

3月下旬

～

4月上旬

◇JR笠置駅周辺
・相楽郡笠置町

※笠置町商工観光課
TEL.0743-95-2301

線路の両脇に桜の木が植えら
れており、線路沿いだけでな
く国道沿いの桜並木も堪能で
き、電車からの眺めは格別で
ある。

◆JR関西本線「笠置」駅下
車

笠置町 桜（ソメイヨ
シノ、ヤマザ
クラ等）

3月下旬

～

4月上旬

◇笠置山自然公園一帯
・相楽郡笠置町

※笠置町商工観光課
TEL.0743-95-2301

笠置山自然公園は、さくら百
選に選ばれている。

◆JR関西本線「笠置」駅下
車、山頂まで徒歩45分

笠置町 桜（ソメイヨ
シノ、ヤマザ
クラ等）

3月下旬

～

4月上旬

◇笠置キャンプ場
・相楽郡笠置町

※一般社団法人観光笠
置
TEL.0743-95-2011

木津川河川敷を一般開放。
桜開花期にライトアップ（18
時～21時）されます。

◆JR関西本線「笠置」駅下
車、徒歩5分
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和束町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇西願寺
・相楽郡和束町湯船

シダレザクラ
見学自由。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで「和束清
水橋」下車、徒歩10分

【駐車場】
無

和束町 桜 4月上旬

～
4月中旬

◇和束川祝橋
・相楽郡和束町中

※和束町観光案内所
TEL.0774-78-0300

ソメイヨシノ
見学自由。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで「和束中
学校」下車、徒歩10分

【駐車場】
無

和束町 桜 4月中旬 ◇石寺・高橋
・和束町大字石寺小字
初尾平

※和束町観光案内所
TEL.0774-78-0300

和束高橋のバス停から石寺区
内へ続く道路沿いにソメイヨ
シノがあり、茶畑と桜の両方
が楽しめる。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで「和束高
橋」下車、徒歩すぐ

【駐車場】
無

精華町 桜 3月下旬

～

4月中旬

◇けいはんな記念公園
・相楽郡精華町精華台
6丁目1番地
TEL.0774-93-1200
FAX.0774-93-2688
ホームページ:
https://keihanna-par
k.net/

ソメイヨシノ、陽光、八重紅
枝垂
【日時】
9時～17時（入園は16時30分
まで）
【料金】
芝生広場（無料）
水景園
　大人200円
　小・中学生100円
　60歳以上は証明書の掲示で
無料

◆JR学研都市線「祝園」駅
、または近鉄京都線「新祝
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
◆京都から国道24号～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）

南山城村 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇高山ダム
・相楽郡南山城村田山

※南山城村産業生活課
TEL.0743-93-0105

桜並木を眺めながら、ドライ
ブやハイキングが楽しめる。

◆JR関西本線「月ヶ瀬口」
駅下車、徒歩30分、または
車で5分

南山城村 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇大河原発電所
・相楽郡南山城村南大
河原

※南山城村産業生活課
TEL.0743-93-0105

大正浪漫が薫るレンガ造りの
建物と、傍らを流れる木津川
、そして桜のコントラストが
美しい。

◆JR関西本線「大河原」駅
下車、徒歩15分

南山城村 桜 4月中旬

～

4月下旬

◇やまなみホール駐車
場
・相楽郡南山城村北大
河原

※南山城村産業生活課
TEL.0743-93-0105

やまなみホール駐車場の木津
川べりにアーチ状に続く八重
桜。

◆JR関西本線「大河原」駅
下車、徒歩5分

亀岡市 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇南郷公園
・亀岡市追分町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

吉野桜
丹波亀山城跡お堀に沿って植
栽された桜並木は散策に最適
。公園中央に位置するしだれ
桜がライトアップされ美しい
姿を浮かび上がらせる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約2分
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亀岡市 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇和らぎの道（七谷川
沿い）
・亀岡市千歳町国分

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

吉野桜　他
七谷川堤周辺に整備された全
長2.2kmの散策道で、老木・
若木の桜が約1,500本も咲き
そろう。花の頃には、ライト
アップされ幻想的な花園が演
出される。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市ふるさとバスで「
七谷川」下車

【駐車場】
有（有料）

亀岡市 桜 3月下旬

～
4月上旬

◇亀岡運動公園
・亀岡市曽我部町穴太
土渕

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

広い芝生の淵や堤防道路沿い
に桜並木が続きます。運動の
あとの花の下での休憩には最
高の場所。
開花に合わせてライトアップ
が実施される。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「運
動公園前」下車

【駐車場】
有（705台）

亀岡市 桜 3月下旬

～

4月中旬

◇出雲大神宮
・亀岡市千歳町千歳出
雲無番地
TEL.0771-24-7799
FAX.0771-25-3832
ホームページ:
http://www.izumo-d.o
rg/

山桜
境内の約20本の桜のほか、裏
山の山桜が美しい。

◆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

【駐車場】
有（80台）

亀岡市 桜 3月下旬

～

4月中旬

◇平の沢公園
・亀岡市馬路町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

吉野桜
3つの池の周囲に約100本の吉
野桜が植栽されており、水生
植物や野鳥の宝庫で自然観察
も楽しめる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら亀岡市ふるさとバスで「
池尻」下車

【駐車場】
有

亀岡市 桜 3月下旬

～

4月中旬

◇湯の花温泉
・亀岡市薭田野町

※湯の花温泉観光旅館
協同組合
TEL.0771-22-5645
ホームページ:
http://www.yunohana-
onsen.com/

吉野桜
街道沿いに吉野桜約80本が植
栽されている。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「湯
の花温泉」下車

亀岡市 桜 3月下旬

～

4月中旬

◇大本本部（亀岡市）
・亀岡市荒塚町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

山桜、八重桜
多くの山桜が植裁されており
、なかでも八重桜の変種「コ
ノハナザクラ」がめずらしい
。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約5分

亀岡市 桜 3月下旬

～

4月下旬

◇保津峡
・亀岡市保津町下中島
1

※保津川遊船企業組合
TEL.0771-22-5846
ホームページ:
http://www.hozugawak
udari.jp/

吉野桜
保津川下り乗船場から川下に
植えられた桜は船上から美し
く、乗船客に好評。渓谷に咲
く山桜も都会の喧噪を忘れさ
せてくれる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分
◆嵯峨野観光鉄道「トロッ
コ亀岡」駅から京阪京都交
通バスで「保津川乗船場前
」下車

【駐車場】
有（80台、大型バス可）

南丹市美山町 桜 4月上旬 ◇大野ダム公園
・南丹市美山町樫原

※大野振興会
TEL.0771-75-9110

大野ダム湖畔の河川敷を利用
したこの公園は、府内でも有
数の桜の名所として多くの花
見客でにぎわいます。

◆JR山陰線「和知」駅から
南丹市営バス（大野ダム行
き）で「大野ダム」下車

【駐車場】
有（100台　無料）

南丹市美山町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇長谷運動公園
・南丹市美山町長谷

※宮島振興会
TEL.0771-75-5100

長谷の里では、桜の（シダレ
ザクラ）記念植樹があります
。（1本/2万円）予定

◆JR山陰線「和知」駅から
京丹波町営バスで「大野ダ
ム」下車、市営バスに乗り
換え「上司」下車、徒歩5
分
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南丹市園部町 桜 4月上旬 ◇九品寺
・南丹市園部町船阪
TEL.0771-62-3704

重要文化財の朱塗りの楼門に
桜が映え美しい。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら京阪京都交通バス（八田
線）で「九品寺」下車

南丹市園部町 桜 4月中旬 ◇るり渓
・南丹市園部町大河内

※南丹市商工観光課
TEL.0771-68-0050

名勝るり渓一帯に桜が咲く。 ◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら京阪京都交通バス（八田
線）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

【駐車場】
有（無料）

南丹市八木町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇大堰川堤防、大堰川
緑地公園
・南丹市八木町

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

右岸堤防（約300ｍ)に並ぶソ
メイヨシノは、樹齢100年に
なるものもあり、約30本が川
沿いに点在している。
左岸の緑地公園でも、ソメイ
ヨシノやシダレ桜など約100
本が迎えてくれる。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩8分

南丹市八木町 桜、雪柳 4月上旬

～

4月中旬

◇池上院
・南丹市八木町池上

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

参道の両脇に咲き誇る桜と雪
柳のコントラストが見事。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩30分

南丹市日吉町 桜 4月中旬 ◇多治神社
・南丹市日吉町田原

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

鳥居から本殿までの参道沿い
に大きな桜が立ち並ぶ。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら市営バス（美山園部線）
で「田原」下車、徒歩5分
◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（五ヶ荘線）で「
田原」下車、徒歩5分

南丹市日吉町 桜 4月中旬 ◇スプリングスひよし
　お花見広場
・南丹市日吉町中（日
吉ダム直下）

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

ダムの完成と同時に植栽され
た桜が花を咲かせはじめてい
る。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（ひよし温泉行き
）で「ひよし温泉」下車
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約10分

京丹波町 桜 3月下旬

～

4月上旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※総合受付
TEL.0771-82-0300

ソメイヨシノを中心に約600
本（桜の道ほか）

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「自然運動公園
前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約10分

京丹波町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

ソメイヨシノを中心に約180
本。花色が黄色のウコンザク
ラ、小さな下向きの花がいち
早く咲くキンキマメザクラ、
白花が穂状につくウワミズザ
クラ等があります。
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約20分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で20分
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京丹波町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇グリーンランドみず
ほ
・船井郡京丹波町大朴
皿引1-4
TEL.0771-86-1512

ソメイヨシノ　200本 ◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「桧山」下車、
町営バスに乗り換え「道の
駅前」下車
（町営バスは日曜日、祝日
運休）
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから国道173
号で約15分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道173
号で約15分

京丹波町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇ウッディパルわち
・船井郡京丹波町下粟
野向山35
TEL.0771-84-2113

ソメイヨシノ　31本
しだれ桜　19本
桜の花を見ながらバーベキュ
ーやキャンプ、バンガロー泊
ができます。 

◆JR山陰線「和知」駅から
町営バスで「細谷」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約30分

綾部市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇山家城址公園
・綾部市広瀬町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

公園として整備された山家城
址に200本の桜。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（上林線）で「山
家」下車、徒歩15分

綾部市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇紫水ヶ丘公園
・綾部市味方町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

紫水ヶ丘公園250本。 ◆JR山陰線「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

綾部市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇あやべ温泉
・綾部市睦寄町在ノ向
10
TEL.0773-55-0262

あやべ温泉周辺には多数の桜
が植栽されており、施設内の
展望露天風呂やレストランか
らも楽しむことができる。
見頃にはライトアップもされ
る。
【定休日】
毎月第2・第4月曜日（祝日の
場合は翌火曜日）
【日時】
見学自由

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（上林線、於見市
野瀬線）で「あやべ温泉前
」下車すぐ

福知山市 桜 4月上旬 ◇長安寺公園
・福知山市

※長安寺
TEL.0773-22-8768

シダレザクラ、ソメイヨシノ
、ヤマザクラ
約30～40本

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅から京都交
通バスで「半田」下車、徒
歩40分

【駐車場】
有（普通車30台、無料）

福知山市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇三段池公園
・福知山市猪崎337-1

※公益財団法人福知山
市都市緑化協会
TEL.0773-23-6324
ホームページ:
http://www.sandanike
-kouen.or.jp/

三段池公園約1,000本（全体
）
池周辺は約50本
公園の中心にある池の周囲を
囲むように桜が咲き、1.3km
の散策道を散歩しながら花見
ができる。

◆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）
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福知山市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇福知山城
・福知山市内記5

※福知山城（福知山市
郷土資料館）
TEL.0773-23-9564　
※福知山市佐藤太清記
念美術館
TEL.0773-23-2316

福知山城は郷土資料館にもな
っており福知山の歴史が分か
ります。
4月上旬には、光秀忍たま武
道大会が開催される。（小雨
決行。ただし、場所・内容を
変更する場合有り。）福知山
城主 明智光秀と忍者を題材
とした小学生対象の参加型忍
者イベントで、参加者は当日
、忍者衣装を着用し、忍たま
（修行中の子供忍者）に扮し
て、福知山城公園周辺で手裏
剣・吹き矢・川渡りなどの忍
者修行や、福知山の歴史、忍
者学を学習するなど、さまざ
まなアトラクションに挑戦す
る。

◆JR山陰本線「福知山」駅
、または京都丹後鉄道宮福
線「福知山」駅下車、徒歩
20分

【駐車場】
有（普通車60台、バス1台
、無料）

福知山市夜久
野町

桜 4月上旬

～

4月下旬

◇京都府・緑化センタ
ー
・福知山市夜久野町平
野1906

※福知山観光協会夜久
野支部
TEL.0773-37-1103

京都府緑化センターアプロー
チ（約100m）の両側に植裁さ
れているヤエベニシダレ桜が
美しく彩る。
ライトアップやしだれ桜の夕
べを予定。
※平成30年1月に桜並木の改
良作業を行いました。センタ
ー内の56種114本の桜をご覧
ください。
【定休日】
土曜日、日曜日、祝日
※桜の時期は無休
【料金】
入園無料

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅下車、徒歩20分
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ10
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号線で鳥
取方面へ40分

【駐車場】
有（道の駅農匠の郷やくの
駐車場、無料）

福知山市夜久
野町

桜 4月中旬 ◇やくの玄武岩公園
・福知山市夜久野町小
倉8098-1

※福知山観光協会夜久
野支部
TEL.0773-37-1103

京都府自然200選、府指定天
然記念物。
春には桜と相まって見事な景
色となる。

◆JR山陰本線「上夜久野」
駅から市バスで「玄武岩公
園前」下車すぐ（徒歩では
約35分）
◆北近畿豊岡自動車道「山
東」ICから福知山方面へ12
分
◆舞鶴若狭自動車道「福知
山」ICから国道9号線で鳥
取方面へ40分

【駐車場】
有（15台）

宮津市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇滝上公園
・宮津市

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

滝上公園（2.2ha）の中に染
井吉野・八重桜・おおしま桜
等約100本。
瀧上公園手前の山王宮日吉神
社には、かつて宮津藩主永井
尚長が命名し、日本一と称し
た名桜「含紅桜（がんこうざ
くら）」（ヤマザクラの一種
）がある。

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
から丹海バスで「山王橋」
下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分
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宮津市 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇傘松公園
・宮津市

※丹後海陸交通株式会
社
TEL.0772-27-0032

垂れ桜、染井吉野がケーブル
府中駅～傘松駅間に約100本
、傘松公園～成相寺間に約50
本。

◆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
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で30分

【駐車場】
有（200台、料金/500～100
0円）

与謝野町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇板列公園
・与謝郡与謝野町岩滝

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

桜の名所である板列公園は、
町民になじみの深い憩いの広
場となっている。（染井吉野
、八重桜）

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅からタクシーで10
分

与謝野町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇大内峠一字観公園
・与謝郡与謝野町弓木
3211

※大内峠一字観公園管
理事務所
TEL.0772-46-0052

天橋立四大観の勇姿としてそ
の眺望を誇るこの公園は、天
橋立を横一文字に眺望でき、
桜の美しい事で有名。（染井
吉野、八重桜）

◆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

与謝野町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇野田川親水公園
・与謝郡与謝野町滝

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

加悦SL広場に隣接する野田川
親水公園には桜並木があり、
町内有数の桜名所として多く
の見物客が訪れる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで15
分

伊根町 桜 4月上旬

～

4月中旬

◇海蔵寺
・与謝郡伊根町字平田
102

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

230軒の舟屋が建ち並ぶ伊根
湾の高台にある海蔵寺の桜。
対岸の駐車場から舟屋越しに
満開の桜を見ることができる
。
開花後は、ライトアップされ
るので、風情ある夜桜を楽し
むことができる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バスで「
伊根」下車、徒歩5分

京丹後市峰山
町

桜 4月上旬 ◇薬師ヶ丘さくらの森
公園
・京丹後市峰山町室

※京丹後市観光協会峰
山町支部（羽衣ステー
ション内）
TEL.0772-62-8560

奥丹後大震災を記念し、昭和
4年3月にその教訓を後世に残
そうと山上に震災記念館と記
念塔が建てられた。その周辺
には当時から桜の木が沢山植
えられ、桜の名所となってい
る。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅から丹海バスで「峰
山」下車、徒歩5分

京丹後市大宮
町

桜 4月上旬

～

4月中旬

◇峯空園
・京丹後市大宮町河辺

※大宮町河辺区自治会
TEL.0772-64-2343

戦時中この地に峯山海軍航空
隊の飛行場があったことを示
す記念碑が建てられている。
毎年ソメイヨシノをはじめ約
130本の桜が咲き、桜まつり
が開かれる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「京
丹後大宮」駅から丹海バス
で「三ツ橋」下車、徒歩5
分
◆京都丹後鉄道宮豊線「京
丹後大宮」駅からタクシー
で10分

京丹後市大宮
町

桜 4月上旬

～

4月中旬

◇倉垣桜公園
・京丹後市大宮町

※奥大野自治会（平日
8時30分～17時、休日
は閉館）
TEL.0772-64-2017

ソメイヨシノ、シダレザクラ
など約35種類、1,000本の桜
が園内をうめつくす。

◆京都丹後鉄道宮豊線「京
丹後大宮」駅から車で約5
分
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京丹後市網野
町

桜 4月中旬 ◇離湖公園
・京丹後市網野町小浜

※京丹後市観光協会
TEL.0772-72-6070

網野町にある府下最大の淡水
湖「離湖」は、春には桜の名
所として賑わう。

◆京都丹後鉄道宮豊線「網
野」駅から丹海バスで「小
浜」下車、徒歩5分

他府県 桜 4月中旬 ◇比叡山ドライブウェ
イ
・滋賀県大津市坂本本
町

※比叡山ドライブウェ
イ事務所
TEL.077-529-2216

うららかな陽射しの中、青々
と水をたたえたびわ湖を眺め
ながら走る比叡山ドライブウ
ェイ沿いは染井吉野が楽しめ
ます。

◆各線「京都」駅、または
京阪本線「三条」駅から比
叡山延暦寺直通バス「延暦
寺バスセンター」へ
◆京都市内からは北白川別
当町から下鴨大津線（山中
越）で田の谷峠ゲートへ

他府県 桜 4月下旬

～

5月上旬

◇奥比叡ドライブウェ
イ
・滋賀県大津市坂本本
町

※奥比叡ドライブウェ
イ事務所
TEL.077-578-2139

うららかな陽射しの中、青々
と水をたたえたびわ湖を眺め
ながら走る奥比叡ドライブウ
ェイ沿いは5月上旬まで八重
桜を楽しめます。

◆各線「京都」駅、または
京阪本線「三条」駅から比
叡山延暦寺直通バス「延暦
寺バスセンター」へ
◆京都市内からは北白川別
当町から下鴨大津線（山中
越）で田の谷峠ゲートへ
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左京区 つつじ 5月上旬 ◇平安神宮
・京都市左京区岡崎西
天王町97
TEL.075-761-0221
ホームページ:
http://www.heianjing
u.or.jp

霧島つつじ、平戸つつじ、さ
つき

◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」下車
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
無

右京区 つつじ 4月下旬

～

5月上旬

◇梅宮大社
・京都市右京区梅津フ
ケノ川町30
TEL.075-861-2730
ホームページ:
http://www.umenomiya
.or.jp

霧島つつじ（4月下旬）・平
戸つつじ（5月上旬）700株
サツキ（5月中旬）
【日時】
9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
庭園拝観料　大人550円

◆市バス「梅宮大社前」下
車
◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/無
料）
※大型バスは要予約

伏見区 つつじ 4月下旬

～

5月上旬

◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7
TEL.075-623-0846
ホームページ:
http://www.jonangu.c
om/

霧島つつじ（5月上旬）、平
戸つつじ（4月下旬）、さつ
き（5月上旬）
【料金】
神苑拝観料　600円

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
下車
◆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

山科区 つつじ 5月上旬 ◇隨心院
・京都市山科区小野御
霊町35
TEL.075-571-0025
ホームページ:
http://www.zuishinin
.or.jp

白壁の塀に囲まれた隨心院で
、参道や本堂の庭にキリシマ
ツツジやサツキなどが見頃を
迎える。

◆京阪バス「小野」下車す
ぐ
◆地下鉄東西線「小野」駅
下車、徒歩5分

長岡京市 キリシマツツ
ジ

4月下旬 ◇長岡天満宮
・長岡京市天神2丁目1
5-13
TEL.075-951-1025

境内の八条ヶ池の中堤には樹
齢約150年のキリシマツツジ
の鮮やかな深紅の花が咲き競
う。

◆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

宇治市 きりしまつつ
じ、平戸つつ
じ

4月下旬

～

5月中旬

◇平等院
・宇治市宇治蓮華116
TEL.0774-21-2861
ホームページ:
http://www.byodoin.o
r.jp/

阿字池の周辺に多数生育して
いる。

◆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
）

宇治市 平戸つつじ 4月下旬

～

5月中旬

◇三室戸寺
・宇治市菟道滋賀谷
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

境内の南側に約20,000株のつ
つじの咲く庭園が広がってい
る。

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）
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宇治市 平戸つつじ 5月中旬 ◇興聖寺
・宇治市宇治山田
TEL.0774-21-2040

境内によく手入れの行き届い
た株が生育している。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩15分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩25分

京田辺市 つつじ 4月上旬

～

4月中旬

◇甘南備山
・京田辺市薪甘南備山

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810

標高221mの小高い山。
生活環境保全林として整備さ
れ、四季折々の花木が栄え、
バードウォッチングも楽しめ
る。

◆近鉄京都線「新田辺」駅
、またはJR学研都市線「京
田辺」駅下車、麓まで徒歩
30分、麓から山頂まで徒歩
30分

井手町 ツツジ 5月中旬

～

6月上旬

◇万灯呂山展望台
・綴喜郡井手町多賀大
峰

※井手町産業環境課
TEL.0774-82-6168

約300mの高さから、京都市内
から奈良市内まで見渡せる展
望台。
頂上周辺にツツジが咲く。

◆JR奈良線「山城多賀」駅
下車、徒歩約60分
◆国道24号山城大橋東詰交
差点から車で15分

【駐車場】
有（乗用車15台）

木津川市山城
町

みつばつつじ 4月上旬

～

4月中旬

◇神童寺
・木津川市山城町神童
子不晴谷112
TEL.0774-86-2161　

桜とうす赤紫色のつつじが咲
き競う。

◆JR奈良線「棚倉」駅から
車で10分（徒歩の場合40分
）
◆近鉄京都線「新祝園」駅
から車で20分

【駐車場】
有

亀岡市 平戸つつじ 4月下旬

～

5月上旬

◇南郷公園
・亀岡市追分町

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

南郷池沿いの遊歩道200ｍに
平戸つつじが鮮やかに咲く。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約2分

亀岡市 平戸つつじ 4月下旬

～

5月下旬

◇クニッテルフェルト
通
・亀岡市

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

約40mに平戸つつじが鮮やか
に咲く。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車

南丹市園部町 山つつじ 4月下旬

～

5月上旬

◇ポテポテパークほか
・南丹市園部町大河内

※南丹市商工観光課
TEL.0771-68-0050

るり渓一帯に山つつじが咲き
乱れる。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら京阪京都交通バス（八田
線）で「八田」下車、ぐる
りんバスに乗り換え「南八
田」から「奥るり渓」下車

【駐車場】
有（300台）

南丹市日吉町 コバノミツバ
ツツジ

4月上旬

～

4月中旬

◇府民の森ひよし、日
吉ダム湖周辺道路
・南丹市日吉町

※日吉町観光協会
TEL.0771-72-0196

山を彩る紫色の鮮やかな花が
、府民の森ひよしや日吉ダム
湖周辺道路沿いに自生してお
り、散策やドライブが楽しめ
る。

◆JR山陰線「日吉」駅から
市営バス（ひよし温泉行き
）で「ビジターセンター」
、「府民の森」下車
◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約10分

京丹波町 つつじ 4月上旬

～

6月下旬

◇長老ヶ岳
・船井郡京丹波町仏主

※京丹波町和知支所
TEL.0771-84-0200

◆JR山陰線「和知」駅から
町営バスで「仏主」下車、
約2時間で登頂できる
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号～府道12号～府道51号

【駐車場】
有（長老山森林公園駐車場
）
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京丹波町 つつじ、山つ
つじ

5月上旬

～

5月下旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※総合受付
TEL.0771-82-0300

園内一円、中央分離帯 500ｍ
に咲く。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「自然運動公園
前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約10分

綾部市 みつばつつじ 4月中旬

～
4月下旬

◇楞厳寺
・綾部市舘町楞厳寺6

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

大師山一帯に約2,000株のつ
つじが咲く。
「関西花の寺25ヶ所」の第2
札所としても知られています
。

◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（志賀南北線）で
「舘」下車、徒歩15分
◆JR山陰線「綾部」駅から
車で約10分

綾部市 つつじ 4月下旬

～

5月上旬

◇紫水ヶ丘公園
・綾部市味方町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

紫水ヶ丘公園　約4,000株。 ◆JR山陰線「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

宮津市 つつじ 4月中旬

～

5月中旬

◇雪舟観展望所
・宮津市字獅子崎

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

展望所周辺には、鮮やかなピ
ンク色のみつばつつじが咲き
乱れる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「宮
津」駅からタクシーで5分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で10分

宮津市 つつじ 4月中旬

～

5月中旬

◇滝上山
・宮津市

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

瀧上山周辺をこよなく愛した
当時の宮津藩主、永井尚長の
頃から、計3万本植えられた
とされるツツジ。最近まで雑
木に埋もれていたが、地元団
体が3年の歳月をかけて整え
、美しい姿を取り戻した。登
山道も整備され、展望所から
はツツジとともに宮津湾が一
望できる。

◆京都丹後鉄道「宮津」駅
から丹海バスで「山王橋」
下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で5分

与謝野町 つつじ 4月上旬

～

4月中旬

◇雲岩公園
・与謝郡与謝野町岩屋

※与謝野町観光協会
TEL.0772-43-0155

毎年約5,000本のつつじが咲
き、「京都の自然200選」、
「京都百景」でもある公園。
園内には山岳寺院の雲岩寺跡
があり、数々の文化財も有し
ている。

◆京都丹後鉄道宮豊線「与
謝野」駅からタクシーで15
分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら15分

【駐車場】
有（20台）

伊根町 どうだんつつ
じ

4月上旬

～

5月下旬

◇舟屋の里公園
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277
ホームページ:
http://www.funayapar
k.com

敷地内に色々な木や花が植え
られている。
鑑賞：花、樹姿、紅葉、葉、
新葉、低木　1m～2m、花色：
白

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（蒲
入、経ヶ岬行き）で55分「
伊根」下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら国道176号～国道178号（
約45分）

【駐車場】
有（普通車130台、大型バ
ス4台、無料）
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伊根町 つつじ 4月下旬

～

5月上旬

◇舟屋の里公園
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277

舟屋群が取り囲む伊根湾を見
下ろす公園は、春にはつつじ
が満開になる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（蒲
入、経ヶ岬行き）で55分「
伊根」下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら国道176号～国道178号（
約45分）

【駐車場】
有（普通車130台、大型バ
ス4台、無料）

伊根町 平戸つつじ 5月上旬

～

5月下旬

◇舟屋の里公園
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277
ホームページ:
http://www.funayapar
k.com

敷地内に色々な木や花が植え
られている。
鑑賞：花、樹姿、低木　1m～
2m、花色：白、桃

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（蒲
入、経ヶ岬行き）で55分「
伊根」下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら国道176号～国道178号（
約45分）

【駐車場】
有（普通車130台、大型バ
ス4台、無料）

京丹後市久美
浜町

つつじ 4月上旬

～

4月中旬

◇東山公園
・京丹後市久美浜町十
楽

※京丹後市観光協会久
美浜町支部（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

毎年4月には公園内一面に約1
5,000本のミツバツツジが咲
きほこる。頂上広場には金刀
比羅神社があり、広場からは
かぶと山や久美浜湾が眺望で
きる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅からタクシーで5
分
◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩15分

京丹後市久美
浜町

みつばつつじ 4月上旬

～

4月中旬

◇如意寺
・京丹後市久美浜町西
本町1845
TEL.0772-82-0163
FAX.0772-82-0563
ホームページ:
http://www.nyoiji.co
m

「関西花の寺25ヵ所」第七番
札所。
境内周辺に自生する約一万株
のみつばつつじが見事です。
他にも、年間数百種の花が咲
くお寺。山野草も多い。

◆京都丹後鉄道宮豊線「久
美浜」駅下車、徒歩15分
◆山陰近畿自動車道野田川
大宮道路「京丹後大宮」IC
から約40分（28km）

【駐車場】
有（普通車100台、バス10
台、料金/無料）
※トイレ（車椅子可）、休
憩所あり
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北区 カキツバタ 5月上旬

～

5月中旬

◇大田神社
・京都市北区上賀茂本
山340

※上賀茂神社社務所
TEL.075-781-0011

「神山や大田の沢の杜若ふか
きたのみは色に見ゆらむ。」
平安の歌人、藤原俊成に詠ま
れたように、平安時代から杜
若の名所で、参道入口の脇に
広がる大田の沢に群落地があ
る。この季節、沢は葉の緑と
花の紫の2色に包まれる。
【日時】
9時～15時頃
【料金】
400円

◆市バス「上賀茂神社前」
下車、徒歩10分

【駐車場】
無（上賀茂神社駐車場を利
用）

北区 さつき 5月中旬 ◇等持院
・京都市北区等持院北
町63
TEL.075-461-5786

さつきが多い。霧島つつじ・
平戸つつじ（5月中旬）
【日時】
9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
参拝料
　大人（高校生以上）500円
　小人（小・中学生）300円
抹茶（等持院特製菓子付き）
500円
番茶（等持院特製菓子付き）
300円

◆嵐電北野線「等持院」駅
下車、徒歩8分

左京区 カキツバタ 5月上旬

～

5月下旬

◇平安神宮
・京都市左京区岡崎西
天王町97
TEL.075-761-0221
ホームページ:
http://www.heianjing
u.or.jp

中神苑の蒼竜池には、すいれ
んが水に浮き、岸辺には杜若
が咲き、池は紫と紅と緑色に
染まる。

◆市バス「岡崎公園　美術
館・平安神宮前」下車
◆地下鉄東西線「東山」駅
下車、徒歩10分

【駐車場】
無

左京区 さつき 5月下旬

～

6月上旬

◇詩仙堂
・京都市左京区一乗寺
門口町27
TEL.075-781-2954
ホームページ:
http://www.kyoto-shi
sendo.com

江戸時代初期の漢詩人・石川
丈山が造営した山荘跡。白砂
が敷き詰められ、小川が流れ
る書院前の庭園は、唐様庭園
で、整然と丸く刈り込まれた
サツキが華やぎを見せる。

◆市バス「一乗寺下り松町
」下車、徒歩7分

【駐車場】
有（民間の有料駐車場）

東山区 さつき 5月中旬 ◇清水寺
・京都市東山区清水1
丁目294
TEL.075-551-1234
ホームページ:
http://www.kiyomizud
era.or.jp/

さつきが多い。平戸つつじ（
5月上旬）

◆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）

右京区 アセビ 2月下旬

～

3月下旬

◇直指庵
・京都市右京区北嵯峨
北ノ段町3
TEL.075-871-1880
ホームページ:
http://www5e.biglobe
.ne.jp/~jikisian/

約150年もの間、白い小さな
壷型の花をたくさん咲かせた
アセビの木を、本堂の廊下や
、茶室から眺めることができ
ます。

◆市バス「大覚寺」下車、
徒歩15分
◆京都バス「大覚寺」下車
、徒歩15分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、北口から徒歩30分

【駐車場】
無
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右京区 源平しだれ桃 4月上旬

～

4月中旬

◇直指庵
・京都市右京区北嵯峨
北ノ段町3
TEL.075-871-1880
ホームページ:
http://www5e.biglobe
.ne.jp/~jikisian/

阿弥陀堂付近の庭にて、一本
の木に紅白の花を咲かせる源
平しだれ桃を眺めることがで
きます。白と紅色が競い合う
ように咲き乱れ、私たちの目
を楽しませてくれます。 

◆市バス「大覚寺」下車、
徒歩15分
◆京都バス「大覚寺」下車
、徒歩15分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、北口から徒歩30分

【駐車場】
無

右京区 日本石楠花 4月上旬
～

4月下旬

◇直指庵
・京都市右京区北嵯峨
北ノ段町3
TEL.075-871-1880
ホームページ:
http://www5e.biglobe
.ne.jp/~jikisian/

本堂の廊下から、うすいピン
ク色に染まった日本石楠花を
眺めることができます。また
、愛逢い地蔵様や待合付近な
ど、境内の至るところで石楠
花を楽しむことができます。

◆市バス「大覚寺」下車、
徒歩15分
◆京都バス「大覚寺」下車
、徒歩15分
◆JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」
駅下車、北口から徒歩30分

【駐車場】
無

右京区 牡丹 4月下旬 ◇常照皇寺
・京都市右京区京北井
戸町
TEL.075-853-0003

◆各線「京都」駅からJRバ
ス（高雄・京北線）で1時
間30分「周山」下車、京北
ふるさとバス（山国方面行
き）に乗り換え「山国御陵
前」下車、徒歩7分

【駐車場】
有（大型バス10台、普通車
50台、無料）

右京区 アヤメ、カキ
ツバタ

4月下旬

～

5月中旬

◇梅宮大社
・京都市右京区梅津フ
ケノ川町30
TEL.075-861-2730
ホームページ:
http://www.umenomiya
.or.jp

【日時】
9時～17時（16時30分受付終
了）
【料金】
庭園拝観料　大人550円

◆市バス「梅宮大社前」下
車
◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
有（普通車20台、料金/無
料）
※大型バスは要予約

西京区 山吹 4月上旬

～

5月上旬

◇松尾大社
・京都市西京区嵐山宮
町3
TEL.075-871-5016
ホームページ:
http://www.matsunoo.
or.jp

境内を横切る一ノ井川のほと
りには、桜を過ぎた頃山吹が
水面に黄金の花を垂れる。

◆阪急嵐山線「松尾大社」
駅下車、徒歩3分
◆市バス「松尾大社前」下
車、徒歩3分

【駐車場】
有（普通車100台、大型観
光バス6台、料金/参拝者の
み1時間無料）
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伏見区 青もみじ 5月中旬

～

8月上旬

◇城南宮
・京都市伏見区中島鳥
羽離宮町7
TEL.075-623-0846
ホームページ:
http://www.jonangu.c
om/

もみじ100本。
青苔とともに清々しい緑の葉
が美しい。
【料金】
神苑拝観料　600円

◆地下鉄烏丸線「竹田」駅
下車、徒歩15分
◆近鉄京都線「竹田」駅下
車、徒歩15分
◆市バス「城南宮東口」下
車、徒歩3分
◆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

山科区 カキツバタ 5月上旬

～

5月中旬

◇勧修寺
・京都市山科区勧修寺
仁王堂町27-6
TEL.075-571-0048

氷室池や中島を縁どるように
杜若が咲き、池面にすいれん
が浮かび、一年中で池庭が一
番美しい季節を迎える。

◆地下鉄東西線「小野」駅
下車、西へ徒歩6分

【駐車場】
有（普通車30台、バス4台
、料金/無料）

長岡京市 ボタン 4月下旬

～

5月上旬

◇乙訓寺
・長岡京市今里3丁目1
4-7
TEL.075-951-5759

真言宗豊山派長谷寺の末寺で
、境内には約2,000 株の牡丹
が大輪の美しい花を咲かせる
。
【料金】
入山料　500円

◆阪急京都線「長岡天神」
駅下車、徒歩20分
◆JR京都線「長岡京」駅下
車、徒歩40分
◆阪急京都線「長岡天神」
駅、またはJR京都線「長岡
京」駅から阪急バスで「薬
師堂」下車、徒歩5分

長岡京市 アヤメ、カキ
ツバタ

5月上旬

～

5月中旬

◇八条ヶ池カキツバタ
園
・長岡京市天神2丁目1
5

※長岡京市商工観光課
TEL.075-955-9515

無料 ◆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

長岡京市 カキツバタ、
ハナショウブ
、ハス

5月上旬

～

7月下旬

◇八条ヶ池
・長岡京市天神2丁目1
5-13

※長岡京市商工観光課
TEL.075-955-9515

八条ヶ池の西池には水生植物
が咲き誇り、市民や観光客の
目を楽しませている。

◆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

宇治市 寄木（やどり
ぎ）

12月

～

3月

◇平等院東側、宇治川
堤防
・宇治市

※公益社団法人宇治市
観光協会
TEL.0774-23-3334

平等院東側、宇治川堤防のム
クの古木に球形のヤドリ木10
数株が冬枯れの空にくっきり
と浮かんで、訪れる人に源氏
物語宇治十帖の平安の昔をし
のばせる。

◆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15分

宇治市 木瓜(ぼけ) 3月上旬 ◇平等院
・宇治市宇治蓮華116
TEL.0774-21-2861
ホームページ:
http://www.byodoin.o
r.jp/

浄土院前と正門前にある。 ◆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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宇治市 白木蓮 3月下旬 ◇黄檗山萬福寺
・宇治市五ケ庄三番割
34
TEL.0774-32-3900

開山堂横に、宇治市名木100
選に選ばれた樹齢200年と推
定される白木蓮の巨木がある
。

◆JR奈良線「黄檗」駅、ま
たは京阪宇治線「黄檗」駅
下車、徒歩5分

【駐車場】
有（有料）

宇治市 こぶし 4月上旬 ◇JR新田駅舎前庭
・宇治市

樹齢250年の宇治市名木100選
認定木。

◆JR奈良線「新田」駅下車

宇治市 山吹 4月上旬 ◇恵心院
・宇治市宇治山田
TEL.0774-21-3942

山門前に数十株が生育してい
る。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩10分

宇治市 山吹 4月中旬 ◇大吉山（東海自然歩
道周辺）
・宇治市

※宇治市商工観光課
TEL.0774-22-3141

大吉山登り口から展望台まで
（約20分）の登山道で見るこ
とができる。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩10分

宇治市 しゃくなげ 4月中旬

～

5月中旬

◇三室戸寺
・宇治市菟道滋賀谷
TEL.0774-21-2067
ホームページ:
http://www.mimurotoj
i.com/

境内の南側の庭園に約1,000
株のしゃくなげが、花を咲か
せます。

◆京阪宇治線「三室戸」駅
下車、徒歩15分

【駐車場】
有（有料）

宇治市 藤 4月下旬

～

5月上旬

◇平等院
・宇治市宇治蓮華116
TEL.0774-21-2861
ホームページ:
http://www.byodoin.o
r.jp/

推定樹齢は約200年の宇治市
名木100選認定木で、花房が
長く、全盛期には1ｍ余りに
なる。

◆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
）

宇治市 さつき 5月下旬

～

6月上旬

◇平等院
・宇治市宇治蓮華116
TEL.0774-21-2861
ホームページ:
http://www.byodoin.o
r.jp/

阿字池のまわりで見られる。 ◆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
）

宇治市 さつき 5月下旬

～

6月上旬

◇興聖寺
・宇治市宇治山田
TEL.0774-21-2040

山門（龍宮門）付近や本堂前
の庭園にきれいな花を咲かせ
る。

◆京阪宇治線「宇治」駅下
車、徒歩15分
◆JR奈良線「宇治」駅下車
、徒歩25分

京田辺市 菜の花 3月下旬

～

4月上旬

◇大御堂観音寺周辺
・京田辺市普賢寺下大
門

※京田辺市駅ナカ案内
所
TEL.0774-68-2810

観音寺周辺の田園に一面に菜
の花が植えられ、黄色い絨毯
のように満開になる。

◆近鉄京都線「三山木」駅
、または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

【駐車場】
有（乗用車30台、無料）

井手町 山吹 4月中旬

～

5月上旬

◇玉川堤一帯
・綴喜郡井手町井手

※井手町産業環境課
TEL.0774-82-6168

山吹 約15,000本。
玉川は「平成の名水百選」に
選定。

◆JR奈良線「玉水」駅下車
、徒歩3分

木津川市 牡丹 4月中旬

～

5月上旬

◇安楽寺（木津川市）
・木津川市相楽大里81
TEL.0774-72-3890

赤い牡丹がいくつも群れ咲い
ている様子は見応え有り。

◆JR学研都市線「西木津」
駅下車、徒歩15分

【駐車場】
無
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木津川市加茂
町

みつまた 3月

～

4月

◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43
TEL.0774-76-3390

石室不動明王立像を飾るよう
に咲く。
【料金】
入山拝観志納料　500円

◆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」下車すぐ
◆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」
下車すぐ

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

山桃 3月

～

4月

◇海住山寺
・木津川市加茂町例幣
海住山20
TEL.0774-76-2256

6～7月には赤い実を結ぶ。 ◆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（平日のみ）
◆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

木津川市加茂
町

馬酔木(あせ
び)

3月中旬

～

4月上旬

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
TEL.0774-76-2390

参道沿いに咲いている。 ◆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」下車す
ぐ
◆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」下車すぐ

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

サンシュ 3月中旬

～

4月上旬

◇浄瑠璃寺
・木津川市加茂町西小
札場40
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」下車す
ぐ
◆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」下車すぐ

【駐車場】
有

木津川市加茂
町

木蓮 3月下旬

～

4月

◇高田寺
・木津川市加茂町高田
奥畑54
TEL.0774-76-3682

境内に咲く木蓮の華やかさは
ひときわ目を引く光景。

◆JR大和路線「加茂」駅か
ら奈良交通バスで5分「高
田東口」下車、徒歩2分

木津川市加茂
町

シャクナゲ 4月下旬～ ◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43
TEL.0774-76-3390

四季折々の花が楽しめる花の
寺。
【料金】
入山拝観志納料　500円

◆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」下車すぐ
◆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に乗り
換え「岩船寺」下車すぐ

【駐車場】
有
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木津川市加茂
町

黄菖蒲 5月 ◇岩船寺
・木津川市加茂町岩船
上ノ門43
TEL.0774-76-3390

多数の黄色い花が咲き水面に
映し出される姿が鮮やか。
【料金】
入山拝観志納料　500円

◆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」下車すぐ
◆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」
下車すぐ

【駐車場】
有

亀岡市 ねこやなぎ 3月中旬

～

4月下旬

◇保津峡
・亀岡市保津町下中島
1

※保津川遊船企業組合
TEL.0771-22-5846
ホームページ:
http://www.hozugawak
udari.jp/

保津渓谷一体に自生しており
、保津川下りで楽しめる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅下
車、徒歩約10分
◆嵯峨野観光鉄道「トロッ
コ亀岡」駅から京阪京都交
通バスで「保津川乗船場前
」下車

【駐車場】
有（80台、大型バス可）

亀岡市 こぶし 4月中旬

～

4月下旬

◇東別院、西別院
・亀岡市

※JR亀岡駅観光案内所
TEL.0771-22-0691

山林内に散在して咲く。 ◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「学
園大学」下車、亀岡市ふる
さとバスに乗り換え「柚原
」下車

亀岡市 藤 5月中旬

～

6月上旬

◇千代川　　
・亀岡市千代川町北ノ
庄

川沿いに自生している。（府
道長谷八木線）

◆JR嵯峨野線「千代川」駅
下車、徒歩40分

亀岡市 バラ 5月中旬

～

6月下旬

◇ガレリアかめおか
・亀岡市余部町宝久保
1番地の1
TEL.0771-29-2700
FAX.0771-25-5881
ホームページ:
http://www.galleria.
city.kameoka.kyoto.j
p/

36種類約1,300本のバラが咲
き、心地よい香りと色とりど
りのバラの花が楽しめる。

◆JR嵯峨野線「亀岡」駅か
ら京阪京都交通バスで「ガ
レリアかめおか」、または
亀岡市コミュニティバス（
西コース）で「ガレリアか
めおか」下車
◆京都縦貫自動車道「亀岡
」ICから約3分

【駐車場】
有（地上191台、地下187台
）

南丹市美山町 こぶし 3月下旬

～

4月中旬

◇美山町内各地の山
・南丹市美山町

※（一社）南丹市美山
観光まちづくり協会
TEL.0771-75-1906

美山町内各地の山々では、新
緑の木々の中に真っ白のこぶ
しの花が浮かび上がったよう
にきれいに咲く。

◆各線「京都」駅からJRバ
スで「周山」下車、市営バ
スに乗り換え、美山町へ
◆JR嵯峨野線「園部」駅、
またはJR山陰線「日吉」駅
から市営バスで美山町へ

南丹市美山町 しゃくなげ 5月上旬

～

5月下旬

◇芦生研究林
・南丹市美山町芦生

※美山町自然文化村
TEL.0771-77-0014

由良川の源流に位置する芦生
の研究林では、しゃくなげの
群落が見られる。

◆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「知見口」
下車
※自然文化村河鹿荘主催の
ハイキングは、河鹿荘より
バスで現地です。
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南丹市美山町 ベニバナヤマ
シャクヤク

5月中旬

～

5月下旬

◇美山町内久保
・南丹市美山町

※（一社）南丹市美山
観光まちづくり協会
TEL.0771-75-1906
ホームページ:
https://kyotomiyama.
jp/

京都府のレッドデータブック
に登録されている。
内久保地区の保存会により保
護活動がすすめられ、花の時
期に一般公開されている。
【日時】
春の鑑賞会　5/26～5/27
【料金】
協力金　300円

◆JR嵯峨野線「園部」駅、
またはJR山陰線「日吉」駅
から南丹市営バスで「大内
」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。

南丹市園部町 こぶし 3月下旬 ◇るり渓高原の山
・南丹市園部町大河内

※南丹市商工観光課
TEL.0771-68-0050

府立るり渓自然公園深山半国
山連峰一帯。

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
ら京阪京都交通バス（八田
線）で「八田」下車、ぐる
りんバスに乗り換え「南八
田」から「奥るり渓」下車

【駐車場】
有（300台）

南丹市八木町 梅 3月中旬

～

3月下旬

◇龍興寺
・南丹市八木町八木本
郷西

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

境内に70～80本の梅が咲く観
梅スポット。しだれ梅がひと
きわ美しい。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩20分

南丹市八木町 桜、雪柳 4月上旬

～

4月中旬

◇池上院
・南丹市八木町池上

※八木町観光協会
TEL.0771-42-5850

参道の両脇に咲き誇る桜と雪
柳のコントラストが見事。

◆JR嵯峨野線「八木」駅下
車、徒歩30分

南丹市日吉町 セツブン草 3月中旬 ◇日吉町中世木公民館
周辺
・南丹市日吉町中世木

白い可憐な花が春の訪れを告
げます。「春の妖精、春のは
かない命」などと呼ばれてい
ます。

◆京都縦貫自動車道「園部
」ICから約15分

京丹波町 カタクリ 4月上旬 ◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

茎から片栗粉がとれる山野草
。
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約20分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で20分

京丹波町 ミズバショウ 4月上旬

～

4月中旬

◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

湿性植物のエリアではミズバ
ショウの花が顔をのぞかせる
。
【料金】
入園料
　大人　310円
　小人　210円

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約20分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で20分

京丹波町 パンジー 4月上旬

～

4月下旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※総合受付
TEL.0771-82-0300

 
 

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「自然運動公園
前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約10分
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京丹波町 チューリップ 4月中旬

～

5月上旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※総合受付
TEL.0771-82-0300

こどもの広場 ◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「自然運動公園
前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約10分

京丹波町 エビネ、シャ
クナゲ

4月下旬

～
5月中旬

◇わち山野草の森
・船井郡京丹波町坂原
TEL.0771-84-2041
FAX.0771-84-2045

【料金】
入園料
大人　310円
小人　210円

◆JR山陰線「和知」駅下車
、徒歩25分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから国道27号で
10分
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号で約20分
◆舞鶴若狭道「綾部」ICか
ら国道27号で20分

京丹波町 スイレン 5月上旬

～

5月下旬

◇京都府立丹波自然運
動公園
・船井郡京丹波町曽根
崩下代

※総合受付
TEL.0771-82-0300

菖蒲池
【日時】
9時～17時

◆JR嵯峨野線「園部」駅か
らJRバスで「自然運動公園
前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから約5分
◆京都縦貫自動車道「京丹
波みずほ」ICから約10分

京丹波町 シャクナゲ、
ササユリ

5月上旬

～

6月下旬

◇長老ヶ岳
・船井郡京丹波町仏主

※京丹波町和知支所
TEL.0771-84-0200

◆JR山陰線「和知」駅から
町営バスで「仏主」下車、
約2時間で登頂できる
◆京都縦貫自動車道「丹波
」ICから国道9号～国道27
号～府道12号～府道51号

【駐車場】
有（長老山森林公園駐車場
）

綾部市 ミツマタ 3月下旬

～

4月中旬

◇綾部市老富町（市茅
野）

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

黄色い可憐なミツマタの群生
が杉林一面を埋め尽くします
。

◆JR山陰線「綾部」駅から
車で約60分

綾部市 ミツマタ 3月下旬

～

4月中旬

◇市志ミツマタの群生
地
・綾部市五泉町（市志
）

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

山肌一面を覆うミツマタが黄
色に美しく彩ります。

◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから約50分（市
志公民館）、公民館から徒
歩1.6km（山道を登ります
。）

綾部市 白藤 4月上旬

～

5月上旬

◇藤波神社
・綾部市西方町

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

樹齢約700年の古木。 ◆JR山陰線「綾部」駅から
あやバス（志賀南北線）で
「藤波神社前」下車

綾部市 スイセン 4月中旬

～

4月下旬

◇スイセンとヒガンバ
ナの丘
・綾部市五泉町（市志
）

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

5～6万本のスイセンが山あい
の棚田を一面に彩ります。

◆京都縦貫自動車道「京丹
波わち」ICから約50分（市
志公民館）、公民館から徒
歩1km
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綾部市 ストロベリー
キャンドル

4月下旬

～

5月上旬

◇綾部ふれあい牧場
・綾部市位田町

※綾部ふれあい牧場内
レストラン「ハイジの
キッチン」
TEL.0773-48-1000

クローバーの仲間「ストロベ
リーキャンドル」が牧場一面
に花を咲かせます。

◆JR山陰線「綾部」駅から
車で15分
◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから20分

綾部市 シャガ 4月下旬

～
5月中旬

◇綾部市老富町（市茅
野）

※あやべ観光案内所
TEL.0773-42-9550

杉林一面に、白い絨毯を広げ
たようなシャガの群生が見渡
す限り広がります。

◆JR山陰線「綾部」駅から
車で約60分

綾部市 バラ 5月中旬

～

6月中旬

◇綾部バラ園
・綾部市青野町亀無（
あやべグンゼスクエア
内）

※あやべ特産館
TEL.0773-43-0811

平和と命の大切さを伝える「
アンネのバラ」を始め、1,20
0本のバラが植栽されている
。
【定休日】
火曜日（祝日の場合は翌日）
※バラまつり期間中は無休
【日時】
9時～17時
【料金】
無料

◆舞鶴若狭自動車道「綾部
」ICから約5分
◆JR山陰線「綾部」駅下車
、北口から東へ徒歩10分

【駐車場】
有（乗用車53台、大型バス
2台）

福知山市 ぼたん 4月下旬

～

5月上旬

◇洞玄寺
・福知山市字石原1256
TEL.0773-27-5036

天正15年（1587）に大槻氏の
居城跡に創建。
五月頃、30種約250株の色と
りどりのボタンが訪れる人の
目を楽しませてくれます。5
月の連休が見頃。
福知山市指定文化財の石原城
跡（土塁・空堀）有り。

◆JR山陰本線「石原」駅下
車、徒歩10分

【駐車場】
有（無料）

福知山市 さつき 5月上旬

～

5月中旬

◇三段池公園
・福知山市猪崎337-1

※公益財団法人福知山
市都市緑化協会
TEL.0773-23-6324
ホームページ:
http://www.sandanike
-kouen.or.jp/

約1000本 ◆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）

福知山市大江
町

日向水木 3月中旬

～

4月上旬

◇大江山一帯
・福知山市大江町仏性
寺

※福知山観光協会大江
支部（福知山市役所大
江支所）
TEL.0773-56-1102

蛇紋岩地帯に多い落葉低木。
うすい黄色の花を咲かせます
。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市バスで約20分
「大江山の家」下車

福知山市大江
町

藤（才ノ神の
藤）

5月上旬

～

5月中旬

◇才ノ神の藤公園
・福知山市大江町南有
路

※福知山観光協会大江
支部（福知山市役所大
江支所）
TEL.0773-56-1102

藤の樹齢は推定2000年、京都
府天然記念物に指定されてい
ます。
毎年5月に美しい花を咲かせ
ます。5月上旬には地元主催
による祭が行われます。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市バスで約15分
「南有路」下車、徒歩20分

【駐車場】
有
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福知山市大江
町

タニウツギ 5月上旬

～

6月下旬

◇大江山一帯
・福知山市大江町

※福知山観光協会大江
支部（福知山市役所大
江支所）
TEL.0773-56-1102

大江山の登山道沿いに多い落
葉低木です。華やかな淡紅色
の花が登山客を楽しませてく
れます。

◆京都丹後鉄道宮福線「大
江」駅から市バスで約20分
「大江山の家」下車

宮津市 シャクナゲ 4月下旬

～
5月上旬

◇成相寺
・宮津市成相寺339
TEL.0772-27-0018
FAX.0772-27-1409
ホームページ:
http://www.nariaiji.
jp/

西国28番札所の成相寺の広い
境内には、約1,000株のシャ
クナゲをはじめ、いろいろな
種類の花々が咲き乱れる。

◆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15分

【駐車場】
有（普通車50台、大型4台
、無料）

宮津市 はまなす 5月上旬

～

5月下旬

◇天橋立小天橋
・宮津市

※天橋立駅観光案内所
TEL.0772-22-8030

天橋立に一部群生し、夏の到
来を前に大きなピンク色の花
を咲かせる。

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅下車、徒歩5分
◆京都縦貫自動車道綾部宮
津道路「宮津天橋立」ICか
ら車で10分

伊根町 オオムラサキ 4月下旬

～

5月下旬

◇舟屋の里公園
・与謝郡伊根町亀島

※伊根町観光協会
TEL.0772-32-0277
ホームページ:
http://www.funayapar
k.com

敷地内に色々な木や花が植え
られている。
鑑賞：花、樹姿、低木1m～2m
、花色：紅紫、紫

◆京都丹後鉄道宮豊線「天
橋立」駅から丹海バス（蒲
入、経ヶ岬行き）で55分「
伊根」下車、徒歩10分
◆京都縦貫自動車道宮津与
謝道路「与謝天橋立」ICか
ら国道176号～国道178号（
約45分）

【駐車場】
有（普通車130台、大型バ
ス4台、無料）

京丹後市弥栄
町

芝桜 5月中旬

～

5月下旬

◇森林公園スイス村
・京丹後市弥栄町野中
　

※株式会社スイス村管
理組合
TEL.0772-66-0036

標高683mのスキー場ゲレンデ
に色鮮やかな9万3千株の芝桜
がじゅうたんのように広がり
ます。
西日本でも有数の規模を誇る
。

◆京都丹後鉄道宮豊線「峰
山」駅、または京都丹後鉄
道宮豊線「網野」駅から車
で約40分

京丹後市久美
浜町

梨の花 4月中旬 ◇久美浜町平田
・京丹後市久美浜町平
田

※京丹後市観光協会久
美浜町支部（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

梨の産地では小高い山に白い
花が咲く。

◆京都丹後鉄道宮豊線「小
天橋」駅からタクシーで5
分

京丹後市久美
浜町

桃の花 4月中旬 ◇久美浜町浦明
・京丹後市久美浜町浦
明

※京丹後市観光協会久
美浜町支部（久美浜町
観光総合案内所内）
TEL.0772-82-1781

一面の桃畑に一斉にピンクの
花が咲く。

◆京都丹後鉄道宮豊線「小
天橋」駅下車、徒歩5分
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