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共通 CC BY-SA プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー
名前、名称 name -
英語の名前、名称 name:en （入力可能なら他の言語も） -
車いすでの利用可否 wheelchair yes （可）/no （不可）/limited （制限） -

主に敷地全体に付加する プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー

amenity place_of_worship
religion shinto （神道）/buddhist （仏教）
denomination 宗派：JA:Key:denomination 参照 ×　※２

宗教施設の敷地 landuse religious land reli
敷地のどこかに車いす用トイレが有るか否か toilets:wheelchair yes/no ×

※1 文字：プリセットの検索でヒットする検索キー
主に敷地の一部のエリアに付加するタグ ※2 ×：プリセットにはない プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー
鑑賞目的の庭園 leisure garden gard
管理されている森林 landuse forest fore
芝生 landuse grass gras

natural water natu wat
water pond ×
highway pedestrian pedes
area yes ×

寺院隣接の墓地 amenity grave_yard grave
駐車場 amenity parking parkin
駐輪場（自転車/バイク） amenity bicycle_parking/motorcycle_parking _parki

主に建物に付加するタグ プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー
建物 building shrine （神社）/temple （寺院）

retail （小売店、売店）
yes (その他、不明）

×

鐘楼 man_made campanile ×
祠（ほこら）、地蔵 historic wayside_shrine ways

建物全体なら建物に、建物の一部ならノードに付加するタグ プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー

tourism information
information office

宗教団体の事務所、寺務所、社務所 office religion ×
宗教関連用品の販売店。
お守り、お札、数珠などの売店、朱印所

shop religion ×

入場券売り場、参拝料を収めるところ shop ticket tick
お土産屋 shop gift gif
トイレ amenity toilets toile
喫茶店 amenity café cafe
レストラン amenity restaurant rest
ファストフード amenity fast_food fast
アイスクリーム屋 amenity ice_cream ×

神社仏閣など、祈りのための場所

京都世界遺産マッピングパーティ

サーベイ対象とタグ

wors
※１

infor

池

境内の広場

案内所



主にウェイに付加するタグ プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー
歩行者専用の通路 highway footway footw
階段 highway steps step
構内道路 highway service high ser
溝 waterway ditch dit
小川 waterway stream strea
並木 natural tree_row tree_
高低差のある石垣（ウェイの右側が石垣の下側） barrier retaining_wall retain
塀 barrier wall wall
フェンス、柵 barrier fence fen
生垣 barrier hedge hed

主にウェイ上のノードに付加するタグ プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー
門、鳥居 barrier gate gate
滝 waterway waterfall waterf

主にノードに付加するタグ ※3 プリセットのダイアログ内で選択 プリセット
地物、属性 キー 値 検索キー

tourism information
information board
board_type history （歴史、来歴、由来）

notice （名称のみ、お知らせ）
(dialog)

※３
tourism information
information map
map_size site （施設内）/city （市域）/

region （広域）
(dialog)

tourism information
information guidepost 
historic memorial memo
memorial statue (dialog)
tourism artwork artw
artwork_type statue (dialog)
tourism artwork artw
artwork_type stone ×

記念碑 historic memorial memo
灯篭 man_made lamp ×
手水 man_made water_tap ×
井戸 man_made water_well water_w
独立した木、記念樹 natural tree tree
独立した自然石、岩 natural stone stone

emergency fire_hydrant fire_h
fire_hydrant:type underground （地下）/pillar (柱、箱）

wall （壁）/pond （池）
(dialog)

消火ホース emergency fire_hose ×
消火器 emergency fire_extinguisher ×
AED emergency defibrillator aed

amenity vending_machine vend
vending admission_tickets （入場券）

cigarettes （タバコ）/drinks （飲料）
ice_cream （アイスクリーム）
parking_tickets （駐車券）

(dialog)

×

payment:coins yes/no （硬貨の使用可否） (dialog)
payment:notes yes/no （紙幣の使用可否） (dialog)
payment:icsf yes/no （交通系電子マネーの可否） ×
amenity telephone tel
payment:coins yes/no （硬貨の使用可否） (dialog)
payment:telephone_cards yes/no （テレホンカードの使用可否） (dialog)

ゴミ箱 amenity waste_basket waste
amenity bench bench
backrest yes/no （背もたれの有無） (dialog)

水飲み場、飲料水 amenity drinking_water drink
ポスト amenity post_box post_b
車止め barrier bollard （棒）/cycle_barrier （アーチ） barri
境界石 historic boundary_stone bound

infor

自動販売機

公衆電話

ベンチ

消火栓

芸術作品（石）

infor

芸術作品（像）、狛犬、仁王像、仏像

案内板

案内地図

道しるべ

歴史的人物像、弘法大師像、二宮金次郎像

infor


