
お知らせコーナー

秋も一段と深まり、京都では紅葉が美しく、神社や寺院を訪れる方も多いのではないでしょうか。
京都府の神社と寺院について、平成 26 年経済センサス -基礎調査（平成 26 年７月１日現在）でみると、
京都府の神社（神道系宗教）は 378 事業所（都道府県順位第９位）、面積 100㎢当たりでは 8.2 事業所（同第
７位）で、人口１万人当たりでは 1.45 事業所（同第 17 位）となっています。また、寺院（仏教系宗教）は
2446 事業所（同第５位）で、面積 100㎢当たりでは 53.0 事業所（同第６位）で、人口１万人当たりでは 9.37
事業所（同第 11 位）となっています。� （表１）

京都府の民営事業所数（事業内容不詳を除く）は 11 万 9145 事
業所となっており、事業所全体に占める割合をみると、神社は
0.3％（都道府県順位第 15 位）、寺院は 2.1％（同第９位）となっ
ています。全国の割合は神社 0.2％、寺院 1.1％となっていますの
で、いずれも全国平均より高いことがわかります。� （表２）

京都府の神社と寺院に占める市町村別の構成比をみると、神社
で最も多いのは京都市の 64.3％（243 事業所）、次いで亀岡市の
5.6％（21 事業所）、第３位が京丹後市の 4.5％（17 事業所）となっ
ており、寺院で最も多いのは京都市の 62.4％（1527 事業所）、次
いで亀岡市の 4.2%（103 事業所）、第３位が福知山市の 4.2％（102
事業所）となっています。神社と寺院いずれも上位３市で京都府
全体の７割以上を占めています。� （図）

京都は神社や寺院が全国でも多く、また貴重な文化財も数多く
あります。旅行・行楽などで訪れるときには、マナーを守り紅葉
の秋のひと時を過ごしましょう。

※神道系宗教：神道系の神社、教会、布教所等
　仏教系宗教：仏教系の寺院、教会、布教所等

京都の神社、寺院

出典 : 平成 26 年経済センサス -基礎調査（総務省）

神道系宗教 仏教系宗教
順位 都道府県 数 順位 都道府県 数
－ 全　国 0.2 － 全　国 1.1
1� 島根県 0.9 1� 滋賀県 4.1
2� 鳥取県 0.7 2� 福井県 2.7
3� 山口県 0.6 3� 富山県 2.6
略 ～ 略 ～

15 京都府 0.3 9 京都府 2.1

事 業 所 数
神道系宗教 仏教系宗教

順位 都道府県 数 順位 都道府県 数
－ 全　国 11,650 － 全　国 60,799
1� 東京都 674 1� 愛知県 3,633
2� 大阪府 649 2� 大阪府 3,074
3� 兵庫県 582 3� 東京都 2,872
略 ～ 略 ～

9 京都府 378 5 京都府 2,446
面積 100㎢当たり事業所数

神道系宗教 仏教系宗教
順位 都道府県 数 順位 都道府県 数
－ 全　国 3.1 － 全　国 16.1
1� 大阪府 34.1 1� 大阪府 161.4
2� 東京都 30.8 2� 東京都 131.1
3� 神奈川県 15.4 3� 神奈川県 73.8
略 ～ 略 ～

7 京都府 8.2 6 京都府 53.0
人口１万人当たり事業所数

神道系宗教 仏教系宗教
順位 都道府県 数 順位 都道府県 数
－ 全　国 0.92 － 全　国 4.78
1� 島根県 4.81 1� 滋賀県 16.42
2� 鳥取県 3.21 2� 福井県 14.67
3� 山口県 2.47 3� 富山県 13.03
略 ～ 略 ～

17 京都府 1.45 11 京都府 9.37

表２　事業所数構成比 都道府県順位
（全産業 =100％）

表１　事業所数都道府県順位

図　市町村別事業所数構成比（神道系宗教、仏教系宗教）

出典：平成 26 年経済センサス -基礎調査（総務省）
　　　平成 26 年全国都道府県市区町村別面積調
　　　（国土交通省）
　　　人口推計　平成 26 年 10 月 1 日現在（総務省）

仏教系宗教

その他 22.4％
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神道系宗教

京都市 64.3％
亀岡市 5.6％

京丹後市 4.5％
舞鶴市 3.4％

宇治市 2.6％
南丹市 2.6％

その他 16.9％

出典：平成 26 年経済センサス -基礎調査（総務省）


