
平成29年1月26日

阪神高速道路株式会社（本社:大阪市中央区、代表取締役社長：幸 和範）は、自動車を運転する
方に、京阪神地区をより楽しく、より快適にドライブして頂くことを目的として、「冬の京都」
に関する調査を実施しました。
まだまだ寒さの厳しい日が続きます。寒い時期だからこそ、空気が澄んだ京都の街並みへ出掛け
てみてはいいかがでしょうか。この時期、冬の京都ではいつもと違う雪化粧した景色を見る事も
できます。冬の京都を楽しく観光して頂く参考に調査結果を公開いたします。

【調査背景】
今回は「冬の京都」をテーマに、京都府、大阪府、滋賀県の男女を対象に「おすすめグルメ・
観光地・撮影場所」「冬の京都へ行ったきっかけ」「冬の京都で嬉しかった思い出」等、おす
すめスポットや今まで経験したエピソードについて調査を行いました。

【調査方法】
１．調査の方法：㈱ネオマーケティングが運営するアンケートサイト「アイリサーチ」の

システムを利用したWEBアンケート方式
２．調査対象者：アイリサーチ登録モニターのうち、月1回以上自動車を運転又は同乗する方

かつ、年2回以上高速道路を利用する方で京都府、大阪府、滋賀県在住の
70歳までの男女 計500名

３．調査実施日：2017年1月5日（木）～2017年1月10日（火）
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＜トピックス＞
■冬こそ京都に行くべき理由
29歳までは「自然が多く山奥に観光スポットが多いこと」に対して魅力を感じ、
60歳～70歳は「冬の京都は他の近畿エリアと比べて格段に景色が綺麗なこと」が最多に。

■冬の京都をドライブで巡って良かったこと
男性の意見は「市内は平地が多く、景色を楽しみながらドライブができたこと」や「観光客の
数がかなり減るので、普段行きにくい場所にもスムーズに行ける」等、他のシーズンと比較して
スムーズに移動できるドライブのメリットを感じている傾向に。
女性の意見は「寒い中、暖かい車中からきれいな景色を眺められる」や「寒いが、夏よりも景色
が澄んできれいに見える」等、冬だからこそ楽しめる季節の魅力を感じている回答が多い傾向に。

ニュースリリース

「冬の京都に関する調査」
地元ならではのおすすめグルメ・観光地・撮影場所を一挙紹介！

京都に冬こそ行くべき利点： 29歳までは「山奥に観光スポットが多数ある」と、
60歳～70歳は「冬の京都は他の近畿エリアと比べて格段に景色が綺麗なこと」と回答。
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■冬こそ京都に行くべき理由としてあてはまるものをお答えください。（複数回答 n=500）

冬こそ京都に行くべき理由として、あてはまるものを年代別で比較してみました。
「お寺や街並に風情がありムードがあること」が全年代で最も多い回答でしたが、 60歳～70歳の
方々では、「冬の京都は他の近畿エリアと比べて格段に景色が綺麗なこと」が43.0%となり、全体と
比べると10ポイントの差がありました。年代別でみると、30～39歳は23.0%となり、60歳～70歳と
比較すると、その差は20ポイントの開きがあることが分かりました。 一方、29歳までの方々は
50.0％が「自然が多く山奥に観光スポットが多いこと」に魅力を感じているようです。冬の京都は、
誰でも楽しむことができますが、歳を重ねていく毎に景色や風情の良さを再確認できる一面もあるの
ではないでしょうか。

■冬の京都を楽しむために準備するべきだと思うものをお答えください。（複数回答 n=500）

冬の京都を楽しむために準備するべきだと思うものを聞いたところ、男女どちらとも、上位に「行き
たい京料理屋の予約」「時期によって開催される行事を調べておく」が選ばれました。1位の「手袋や
マフラー等の防寒具」も寒さを凌ぐ為には重要ですが、京都ならではの楽しみ方が堪能できる行事や
食事も重要だと考えている方が多い傾向が伺えます。

お寺や街並みに
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自然が多く

山奥に観光スポット
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～29歳(n=50) 58.0% 50.0% 46.0% 30.0% 10.0% 0.0%

30歳～39歳(n=100) 63.0% 34.0% 40.0% 23.0% 14.0% 1.0%

40歳～49歳(n=125) 62.4% 42.4% 40.8% 36.0% 17.6% 1.6%

50歳～59歳(n=125) 51.2% 40.0% 33.6% 31.2% 21.6% 4.0%

60歳～70歳(n=100) 53.0% 36.0% 42.0% 43.0% 27.0% 6.0%

全体(n=500) 57.4% 39.6% 39.6% 33.0% 19.0% 2.8%
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調査結果

冬の京都をドライブする醍醐味は、混雑を避け自分たちのペースで観光できること、暖かい車内から
冬ならではの景色を眺めることができることだと言えます。ドライブなら、数多くの観光地に赴くこ
とができ、冬の京都の美しさを堪能できるのではないでしょうか。

男性
・三方向の雪化粧の山が見られたこと。（67歳 大阪府）
・観光客の数がかなり減るので、普段行きにくい場所にもスムーズに行ける。（66歳 京都府）
・雨や雪、寒さを気にしなくていい。（31歳 大阪府）
・市内は平地が多く、景色を楽しみながらドライブができたこと。（40歳 京都府）
・裏道をたくさん知っていたら結構車での散策は楽しい。 観光地に行かなくても、古い街中を走っていると
いろんな発見がある。（54歳 京都府）

女性
・寒いが、夏よりも景色が澄んできれいに見える。（52歳 京都府）
・観光地が多く見所が沢山あり、目的地が混雑していても代替地をいくらでも変更可能なこと。
（42歳 京都府）
・寒さを凌ぎ自分達のペースで移動ができた。（30歳 滋賀県）
・寒い中、暖かい車中からきれいな景色を眺められる。（45歳 京都府）

■冬の京都をドライブで巡って良かったと思うことをお答えください。（自由回答 n=500）

■あなたが自分へのご褒美で行きたいと思う冬の宇治周辺・山崎周辺のドライブスポットをお答えくださ
い。（自由回答 n=500）

京都府在住者
・桃山御陵前辺りの昔ながらの景色。（29歳 女性）
・太陽が丘。（40歳 男性）
・宇治田原猿丸神社へドライブ。（37歳 女性）
・山崎・大山崎なら、サントリー工場。 宇治は、平等院や天ヶ瀬ダムのドライブ。（41歳 男性）
・平等院から源氏物語のミュージアム見学と、スイーツは中村藤吉本店か伊藤久右衛門の抹茶スイーツが
おすすめ。（66歳 男性）

大阪府在住者
・平等院から醍醐寺のルートは車が便利で行きやすい。（46歳 男性）
・宇治田原の茶畑。（30歳 女性）
滋賀県在住者
・宇治橋周辺の茶店で抹茶パフェを食べる。（55歳 男性）
・八幡市にある石清水八幡宮。 （39歳 女性）
・大山崎山荘で美術鑑賞とティータイム、淀川沿いでのんびりドライブ。（57歳 女性）

自分へのご褒美で行きたいと思うドライブスポットを宇治・山崎周辺で聞いてみました。ドライブが
てらミュージアムや美術館でゆったりとした時間を過ごしたり、京都ならではのスイーツを堪能した
りと様々な回答が寄せられました。
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■冬の京都で、車でのアクセスが便利なおすすめグルメスポットを教えてください。
（自由回答 n=500）

調査結果

冬の京都は寒いので、車で移動できると快適ですよね。車でのアクセスが便利でおすすめなグルメス
ポットを、京都在住の方とその近隣エリアに住んでいる方に聞いてみました。京都と言えば、抹茶ス
イーツが有名ですが、冬は鶏すきや牡丹鍋といった身体が温まる料理も人気のようです。地元に住ん
でいる人がおすすめする湯葉料理は、冬の京都へ行く際にはぜひ堪能してみたいですね。その他にも、
一風変わった酒粕ラーメンや京都激辛商店街は、京都に馴染みが無いと知れない貴重なグルメ情報で
はないでしょうか。

京都府在住者
・伊藤久右衛門の抹茶スイーツ（53歳 男性）
・南禅寺周辺の湯豆腐。（32歳 男性）
・丹後のカニ。（38歳 女性）
・中村藤吉本店。駐車場があり京都宇治の本格的な抹茶スイーツが食べられる。（22歳 男性）
・嵐山 北大路でパン屋巡り。（26歳 女性）
・向日市の京都激辛商店街。（26歳 女性）
・伏見の玄屋というラーメン屋。酒粕ラーメンが有名。（31歳 女性）
・宝ヶ池にある「ゆば泉」という湯葉専門レストラン。駐車場完備なので安心して行ける。（38歳 女性）
・六盛のスフレ。（39歳 女性）
・舞鶴とれとれ市場（43歳 男性）
・楽膳柿沼のランチはどれも美味しい。最後に釜飯が出る。（46歳 女性）
・国道１号の国道十条の交差点を曲がったところにあるおたべ本館。 工場見学をした後、
その場で作りたてが試食でき、売店の試食もすごい数がある。こわれバームクーヘンは超お得！
（48歳 女性）
・貴船の牡丹鍋。（63歳 男性）
・水尾の柚子風呂と鶏鍋。（46歳 男性）
・大原の鶏すき。（63歳 男性）
・木津にあるカフェ マフィン マジック。特大マフィンがおいしい！（30歳 女性）

大阪府在住者
・ふたばの豆餅。（27歳 女性）
・湯葉料理。（31歳 男性）
・フルーツパーラーヤオイソのフルーツサンドイッチ。（46歳 男性）
・大原三千院のそば。貴船の猪鍋。（53歳 女性）
・吉兆松花堂庭園店。 （64歳 男性）
・車を停めるなら清水のある辺りが高速からも近くオススメ。円山公園の付近には湯葉の美味しいお店も多く、
お豆腐もあるので、冬はほっこり出来そう（33歳 女性）

滋賀県在住者
・今宮神社のあぶり餅。（39歳 女性）
・田中里ノ前にあるトンカツおくだ。（24歳 男性）
・一乗寺はラーメン街道と言われるほどラーメン屋が多い。寒い日のラーメンは格別。ラーメン好きに
おすすめ。（30歳 女性）
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■冬の京都で、車でのアクセスが便利なおすすめ観光地を教えてください。（自由回答 n=500）

次に、車でのアクセスが便利な観光地を聞いてみました。雪化粧した金閣寺は、観光客のみならず地
元の方にも愛されていることがわかります。他にも回答があった温泉巡りや梅の花見等は、寒い時期
にドライブがてら楽しめる観光のひとつではないでしょうか。大阪在住の方には、比較的近距離の宇
治方面が人気のようです。

京都府在住者
【金閣寺】
・雪化粧した金閣寺はきれい。（32歳 男性）
【嵐山】
・嵐山の天龍寺駐車場を利用して大河内山荘までの竹の小路散策。 （66歳 男性）
【大原】
・大原方面の雪の京都の山が美しい。道の駅では山菜や京都のお土産もたくさん買える。（54歳 男性）
・大原 三千院。（36歳 男性）
【伏見】
・京都伏見の酒蔵。十石船乗船場あたりは特に風情があって良いと思う。（53歳 女性）
・伏見稲荷大社。（29歳 男性）
【宇治】
・宇治の平等院鳳凰堂は、駐車場もありおすすめです。（22歳 男性）
【京都御苑】
・京都御苑の駐車場に車を止めて、京都御所を見学するのが、冬の寒い時期でもおすすめ。（61歳 男性）

大阪府在住者
・鞍馬 くらま温泉。（30歳 女性）
・宇治植物園。（42歳 女性）
・平等院鳳凰堂と天ヶ瀬ダム。（66歳 男性）
・宇治の京都アニメーションのショップ。（34歳 男性）

滋賀県在住者
・平安神宮。（24歳 男性）
・寂光院・三千院。（47歳 女性）
・北野天満宮。年末には、この時期にしかいただくことのできない縁起物の福梅が販売される。
年明けは、花の季節にしか入園できない境内の一郭の梅林を散策して、梅の花の香りと愛らしい姿を
愛でることもできる。（57歳 女性）

調査結果
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■冬の京都で、車でのアクセスが便利でおすすめな撮影スポット場所を教えてください。
（自由回答 n=500）

京都府在住者
・河原町の八坂神社前は写真映えする。（22歳 男性）
・府立植物園は温室だと冬でも写真映えのする花が咲いていたりするのでお勧め。（27歳 女性）
・青龍殿からの京都市内の一望。（32歳 男性）
・国道24号と第二京阪道路の間くらいに八幡と久御山を結ぶ流れ橋がある。時代劇にもよく使われ、
そこで写真を撮ったら珍しいかも。夕方はとても映える。（48歳 女性）

・コインパーキングを利用して鴨川上流や京都市役所（建物）。宇治の平等院などが冬の寒さで空気が澄んで
映し方もいろいろできる。（50歳 女性）

・東福寺の通天閣。紅葉の時期も綺麗ですが、雪が積もって真っ白な景色も綺麗で神秘的。（60歳 女性）
大阪府在住者
・祇園。（22歳 女性）
・雪の三千院。スタッドレスがあれば、冬の三千院へのアクセスは空いている。（63歳 男性）
滋賀県在住者
・金閣寺。（39歳 女性）
・高雄・嵐山パークウェイ。 保津峡を見下ろせる。（60歳 女性）

京都に行った際には、写真撮影に力を入れる方も多いのではないでしょうか。せっかく写真を撮るな
ら、冬の京都ならではの絶景を撮影したいですよね。車で行けば、行きたい撮影場所を多数巡れるこ
とができるのでおすすめです。

■あなたはどういうきっかけで冬の京都へ行かれましたか。また、冬の京都へ行って嬉しかった思い出や
感動のエピソードをお聞かせください。（自由回答 n=500）

きっかけ
・春や秋は混雑しているので冬はゆっくり落ち着いて観光できるから冬に行った。（34歳 男性 大阪府）
・雪化粧が綺麗なので。（25歳 男性 京都府）
・毎年ニュースで流れる雪の薄化粧をした金閣寺の美しい姿が忘れられなくてそれを見に行った。
（67歳 女性 京都府）
思い出
・植物園のイルミネーションを見に行ったのは良い思い出。 結構しっかりとイルミネーションの飾りがして
あったり、温室でポインセチア展が開かれているのも見物。（27歳 女性 京都府）

・ロームのイルミネーションがきれいで、京都っぽくないところがよかった。（30歳 女性 京都府）
感動のエピソード
・夜の清水寺から見下ろした二年坂。（30歳 女性 大阪府）
・金閣寺で雪化粧を見たとき。（56歳 女性 京都府）
・ ある年の成人式の日、雪が積もっていて着物姿の新成人は歩きにくそうだったけれど、 平安神宮の朱の鳥居、
雪、振袖の組み合わせが絵のようだった。（60歳 女性 滋賀県在住）

冬の京都へ行くきっかけや思い出をお聞きしたところ、混雑していない冬を選び、冬の時期にしか堪
能できないイルミネーションや雪景色を観に行ったなどの回答が寄せられました。ぜひ、皆さんも冬
の京都で新しい魅力を再発見してみてはいかがでしょうか？

調査結果

【企業概要】
社名 ：阪神高速道路株式会社（Hanshin Expressway Company Limited）
代表者 ：幸 和範
所在地 ：大阪市中央区久太郎町4-1-3
設立 ：平成１７年１０月１日


