
東山 （淸水・岡崎・白川・祇園・花山）

■清水寺■ （東山区） 多目的トイレ有り・スロープ（要予） 車いすを持参の場合防災道路利用で内部の拝観が可能

■三十三間堂■ （東山区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 全部のカ所を 車いすで拝観可能

■八坂神社 （東山区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 境内はほぼ平坦で　拝観可能7

■平安神宮 （左京区） 多目的トイレ有り 境内は 介助人が居れば　ほぼ全域拝観が可能

■真如堂■ （左京区） 車で本堂の近くまで行ける　本堂は階段が有るが手助けしてもらえる　境内には一部段差

■銀閣寺■ （左京区） 車いす貸し出し有り 境内の 裏山部分は　坂が急なため 拝観は困難

■建仁寺 （東山区） 一部砂利道で移動しずらいが境内はほぼ平坦　良く拭けば　堂上の入場も可能

■智積院 （東山区） 境内にはスロープがあるのでで自由に回れる　御殿の庭園へは　２段の階段がある

■永観堂■ （左京区） 車いす対応トイレ有り 堂内は階段が多く拝観は無理　境内には障害物は無い

■高台寺■ （東山区） 車いす対応トイレ有り（狭） 南方の駐車場から受付へ　境内は少し凸凹があるが可能

■東福寺■ （東山区） 多目的トイレ有り 方丈南は平坦。通天橋も渡れますが 開山堂は 階段が有り 困難

■南禅寺 （左京区） 手すり付き様式トイレが有り 方丈の入り口には３段の階段　三門上部の 拝観は困難

■知恩院■ （左京区） 車いす貸し出し・スロープ用意有り 大鐘楼は日本一の大きさ　介助人が必要

■法然院 （左京区） 堂内は非公開（境内のみ拝観） 一部　段差が有るため　介助人が必要

■哲学の道 （左京区） 多少段差有り 道が狭くでこぼこなので　介助人が必要

■方広寺 （東山区） 境内の障害物は無い　本堂へは階段３段がある　「国家安泰」の鐘は日本三大名鐘の一つ

■六波羅密寺 （東山区） 境内に障害物は無い　宝物殿は７段の階段が有るが　受付に申し出ると介助してくれる

■大日堂 （山科区） 多目的トイレ有り 青龍殿の奥 京都市内を一望できる大舞台（淸水寺の4.6倍）のみ入れる。

洛北 （下鴨・衣笠・洛北・大原）

■神光院 （北区） 「西賀茂の弘法さん」と親しまれる 京都三弘法の一つ　境内に障害物は無い

■下鴨神社 （左京区） 多目的トイレ有り 境内は　砂利道ですが、全体的に バリアフリー

■上賀茂神社 （北区） 多目的トイレ有り（普段は施錠されています） 境内は　殆どの場所が 拝観可能

■三千院■ （左京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 一部段差　坂道が有り　介助人が必要

■金閣寺■ （北区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 起伏部分が若干有り　介助人が必要

■北野天満宮 （上京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ 境内・梅園内は平坦。宝物殿は 階段が有る。

■しょうざん庭園 （北区） 北庭園には、入り口に３段の階段がある　庭園内には殆ど段差は無い　スロープ多用

■寂光院■ （左京区） 正面からは階段になっているので入れない　表の道を約５０ｍ迂回して境内へ入れる

■今宮神社 （北区） 多目的トイレ（近くの公園） 東門前には 昔の茶店風景が残されていて、あぶり餅が有名

■平野神社 （上京区） 社殿へ行くのには段差があるが　介助人がいれば可能　庭園内は平坦

市中 （洛中・河原町・烏丸）

■本能寺 （中京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 境内には七つの塔頭が有り　ほぼ拝観が可能

■西陣織会館 （上京区） 多目的トイレ有り 館内バリアフリー　ホールで毎日 着物ショーが開催　食堂有り

■枳殻邸 （中京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 境内は　ほぼ拝観が可能

■西本願寺 （中京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ・スロープ有り エレベーターで境内の拝観が出来る

■東本願寺 （中京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り ほぼ境内は拝観が出来る。トイレは駐車場にある

■二条城■ （中京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 庭園へ行くには 遠回りが必要。天守閣跡は 階段が有る

■妙心寺 （右京区） 多目的トイレ有り 山内はほぼ移動可能　「飛龍の図」拝観は　１０段の階段と敷居が有る

■相国寺 （上京区） 隣の同志社大学に多目的トイレ有り 時期により拝観不可。館内は　段差が有るが拭けば可

■壬生寺 （中京区） 本道のお参りは出来ますが、地下の歴史資料室は難しい

車イスで観光（車椅子で拝観出来る、お勧め観光地を紹介）



■六角堂 （中京区） 本尊の「如意輪観音菩薩」は 清水寺の「十一面千手観音」と同じ 七所観音の一つ

■京都御苑 （上京区） 多目的トイレ有り 砂利道が多く介助者が必要ですが、すべて拝観可能（要予約）

■妙蓮寺 （上京区） 山門に段差は無く自由に入れる　堂上への車いす入場は許可されない

■行願寺 （中京区） 本堂へは６段の階段が有る　（両側には　太い手すりが取り付けてある）

■千本釈迦堂 （北区） 正面の上七軒通りの参道入り口は　２段の階段がある　境内のみ移動可能

洛西 （嵯峨・嵐山・太秦・長岡・乙訓）

■東映映画村 （右京区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り ほぼ　全体的にバリアフリーとなっています

■仁和寺 （右京区） 多目的トイレ有り（駐車場）事前に連絡すると　五重塔・金堂への道を 開けてもらえる

■長岡天満宮 （長岡京市） 多目的トイレ有り 霧島躑躅の参道は シーズン中混雑するので 介助人が必要

■乙訓寺 （西京区） スロープ用意有り 牡丹の寺として有名　境内はほぼ平坦

■天龍寺■ （右京区） 多目的トイレ有り 本堂には 階段・敷居が有るため　介助人が必要

■大原野神社 （西京区） 日本三沢の一つ　鯉沢池の周りは 介助人が必要

■広隆寺 （右京区） 境内は全体的に 石畳で平坦。建物内部に入るには 段差が有るので 介助人が必要

■竜安寺 （右京区） 山門は段差で入りづらい　第二駐車場の手前から　左へ（障害者用）進むと境内へ行ける

■車折神社 （右京区） 商売繁盛、芸能上達、学業向上

■光明寺■ （長岡京市） 念仏発祥の地　境内に少し段差が有り　介助人が必要

■正法寺 （西京区） 正面は１０段の階段があるが　スロープで受付へ行ける　堂上へは階段３段　庭へ入れる

■清涼寺■ （右京区） 境内へは清滝道の駐車場から入る　本堂へは　約１０段の階段があるので難しい

■松尾大社 （西京区） 近く（段差の上）に 多目的トイレ有り 急なスロープで境内へ行けるが庭へは無理

■勝持寺 （西京区） 正面は階段が６段有るが　連絡すると通路扉を開けてもらえる　境内はほぼ平坦

洛南 （山科・醍醐・伏見・宇治）

■大倉記念館 （伏見区） 多目的トイレ有り 酒作りの 珍しい道具などを展示　館内はバリアフリー

■醍醐寺 （伏見区） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 伽藍はスロープが有る。霊宝館に車いすがある。

■毘沙門堂 （山科区） 参道は長い階段になっているが　車で境内の直ぐ側まで行ける　境内はほぼ平坦

■東寺 （南区） 近くにトイレ有り 自動車口から　金堂、講堂には３段の階段が有るが　地上から内部が見える

■御香宮神社 （伏見区） 本殿そばには 香り高い清水（名水百選に選ばれている）が湧く 

■勧修寺 （山科区） 境内の「氷室池」は 菖蒲が綺麗で有名　池の周りは 起伏が有り 介助人が必要

■城南宮神社 （伏見区） 平安の庭は出口３階段　室町の庭は　３ヶ所に階段が有るが介助人が居れば可能

■大石神社 （山科区） 駐車場から境内へは　距離は短いが一部砂利の坂　本殿の前は階段７段がある

■随心院 （山科区） 本堂は階段と段差が有る　駐車場からの境内へは無理　正面山門から境内へ入る

■伏見稲荷■ （伏見区） 多目的トイレ有り 本殿へは急だがスロープが有り　入場可能　裏山は階段で無理

■日野法界寺 （伏見区） 境内へは　障害物も無く入ることが出来る　本堂へは階段が有り難しい

市外 （府下・八幡市・滋賀県）

■平等院 （宇治市） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 砂利用の車いすを貸し出し　鳳凰堂内部は困難

■延暦寺 （大津市） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 受付で聞いて下さい、階段横がスロープになっています

■松花堂 （八幡市） 車いす貸し出し・多目的トイレ有り 境内の拝観、美術館へ入ることが出来る

■日吉大社 （大津市） 多目的トイレ有り 境内の拝観、建造物内は西本堂に限ります

■宇治上神社 （宇治市） 近くに多目的公衆トイレ有り 世界遺産　宇治離宮の遺構と伝えられる　拝観自由

■三井寺 （大津市） 近くにトイレ有り 境内は少し段差があるが、拝観は可能。駐車場にトイレがある

■岩清水八幡宮 （八幡市） 多目的トイレ有り 山上広場の休憩所に有り　山上に通じる道がある　本殿前は階段

■季節により混雑します（11月中）　　　：スタッフお勧め


