景観重要建造物 指定一覧（平成30年6月29日現在）
所在地

指定名称
1

吉田邸

中京区 新町通六角下る六角町362番，363番

2

小島邸

中京区 新町通錦小路上る百足屋町384番

3

山中油店

上京区 下立売通智恵光院西入下丸屋町508番，519番

4

瀬川邸

上京区 下立売通御前通西入堀川町522番1

5

井上邸（旧森留）

上京区 今出川通七本松西入真盛町718番1

6

中村邸（旧中村万治郎邸）

上京区 室町通寺之内上る三丁目上柳原町117番

7

生谷邸（生谷敬之助）

上京区 室町通鞍馬口下る二丁目竹園町15番

8

木村邸（木村不動産鑑定事務所）

上京区 中立売通黒門東入役人町241番2

9

和田邸

下京区 新町通花屋町下る東若松町832番

10 小川邸（文齋窯）

東山区 五条橋東六丁目501番，502番

11 山本邸（仁風庵）

上京区 中立売通西洞院西入三丁町446番

12 西島邸

中京区 車屋町通夷川上る少将井御旅町352番，356番

13 林邸

上京区 今出川通七本松西入真盛町742番1

14 勝間邸

上京区 烏丸通上立売上る柳図子町337番

15 林孝太郎造酢（京西陣孝太郎の酢）

上京区 新町通寺之内上る二丁目道正町455番

16 冨田屋（西陣暮らしの美術館）

上京区 大宮通笹屋町下る石薬師町697番，700番合地

17 岡田邸（岡平）

伏見区 村上町392番1

18 澤井醤油本店

上京区 中長者町通新町西入仲之町292番

19 荒木邸（旧林家住宅）

北区

紫竹西南町17番1

20 下村邸

伏見区 醍醐落保町53番

21 胡乱座（旧長岡家住宅）

下京区 醒ヶ井通綾小路下る要法寺町427番

22 梶田邸

上京区 笹屋町通千本西入笹屋四丁目285番

23 芝田邸

中京区

24 藤田邸

上京区 堀川通今出川上る西入山名町809番，811番

25 松盛邸

上京区 裏門通一条下る今新在家町203番

26 山口邸（苔香居）

西京区 山田上ノ町25番，26番，27番1，30番1，34番

27 藤田邸

上京区 和泉通中立売上る糸屋町203番

28 佐々木邸

上京区 千本通五辻上る末広町33番，34番，35番，38番

29 吉田邸

下京区 御幸町通仏光寺下る橘町441番

30 鳥彌三

下京区

31 松本酒造

伏見区 横大路三栖大黒町2番，4番2，5番2，7番1

六角通堺町西入堀之上町120番，堺町通六角下る甲
屋町383番2

西石垣通四条下る斎藤町136番，137番，140番20，
140番31

景観重要建造物 指定一覧（平成30年6月29日現在）
所在地

指定名称
32 梅辻邸

北区

上賀茂北大路町39番1（一部）

33 樂吉左衞門

上京区 油小路通一条下る油橋詰町84番

34 加藤邸

上京区 笹屋町通浄福寺西入笹屋町二丁目579番2

35 創芸の会

上京区 元誓願寺通大宮西入元妙蓮寺町553番

36 帯屋捨松

上京区 笹屋町通大宮西入桝屋町609番

37 松居邸（旧杉尾家）

上京区 上立売通小川東入上る挽木町529番

38 大島邸

伏見区 京町三丁目181番

39 月の桂・増田德兵衞商店

下鳥羽長田町129番，132番，133番，134番，135番，
伏見区 136番
下鳥羽前田町66番，68番1

40 田中邸（大原茶屋）

左京区 大原来迎院町275番

41 丹波屋

上京区 黒門通上長者町上る榎町383番，385番

42

キンシ正宗堀野記念館（旧堀野家本
宅）

中京区 堺町通二条上る亀屋町172番，173番

43 吉川邸

山科区 椥辻中在家町12番1

44 山ばな平八茶屋

左京区 山端川岸町8番1（一部），8番4（一部），10番2（一部）

45 並河靖之七宝記念館

東山区

46 伏原邸

中京区 堺町通姉小路上る丸木材木町681番

47 官休庵

上京区 武者小路通小川東入西無車小路町613番2，613番3

48 小野邸

中京区 東木屋町通四条上る二丁目下樵木町207番

49 長谷川邸

中京区 東木屋町通四条上る二丁目下樵木町206番3

50 田中邸

右京区 嵯峨伊勢ノ上町3番6

51 一文字屋和輔

北区

三条通北裏白川筋東入堀池町384番2，385番，388
番2

紫野今宮町69番

52 聲々軒

右京区 嵯峨鳥居本六反町3番1，3番2，5番2

53 革島医院

中京区 麩屋町通六角下る坂井町464番，466番，468番1

54 村西邸

中京区 蛸薬師通高倉西入泉正寺町333番

55 片岡邸

上京区 小川通中立売上る小川町205番1（一部），205番2

56 遠藤邸

下京区 楊梅通室町西入上柳町227番

57 小西邸

伏見区

58 七味六兵衛

上京区 御前通下立売下る下之町404番1（一部）

59 北岡邸

上京区 椹木町通油小路西入西山崎町236番2

60 田中邸（近江屋吉兵衛）

下京区

深草直違橋六丁目303番，302番（一部），304番（一
部）

室町通五条下る大黒町212番，鍵屋町通烏丸西入鍵
屋町326番1，327番1

景観重要建造物 指定一覧（平成30年6月29日現在）
所在地

指定名称
61 千歳邸

伏見区 阿波橋町401番，402番(一部)

62 山本邸

伏見区 両替町三丁目345番1，342番1（一部）

63 木村邸（木村利左衛門）

上京区

64 芦田邸

下京区 新町通五条下る蛭子町112番1，114番

65 滋賀邸

上京区 寺之内通千本東入二丁目新猪熊東町342番

日暮通下立売上る天秤町598番（一部），下立売通大
宮西入浮田町600番（一部）

66 櫻谷文庫（旧木島櫻谷家）

北区

等持院東町56番1

67 谷寛（たにかん）

北区

上賀茂菖蒲園町5番31

68 創庵

上京区 大宮通鞍馬口下る筋違橋町576番

69 藤野邸

中京区 高倉通竹屋町上る坂本町707番

70 三上邸

上京区 油小路通上長者町下る亀屋町135番

71 御霊神社（上御霊神社）

上京区

72 梨木神社

上京区 寺町通広小路上る染殿町680番

73 下御霊神社

中京区 寺町通竹屋町上る下御霊前町
上京区 新烏丸通丸太町下る信富町324番，324番1

74 愛染工房

上京区 中筋通大宮西入横大宮町215番，218番

75 壽ビルディング

下京区

76 日本聖公会京都聖三一教会

中京区 聚楽廻中町45番1，45番2

77 室賀邸

山科区 小山北林町36番5

78 釖菱弥

下京区 醒ヶ井通四条下る高野堂町411番

79 圓通寺

東三本木通丸太町上る上之町492番，492番2
上京区 河原町通荒神口下る上生洲町210番，210番2，210番
3

80 西方尼寺・本光院

上京区 今出川通七本松西入真盛町745番1，742番7

81 柊家旅館

麩屋町通御池下る中白山町273番，274番，277番，
279番，281番，283番
中京区
富小路通御池下る松下町136番2，140番，140番1，
141番（一部），143番（一部），144番（一部）

82 柊家別館

中京区 御幸町通二条下る山本町426番，431番

83 塩芳軒

上京区

84 町宿枩邑

伏見区 京町北八丁目82番1，82番2

上御霊鳥居前通鞍馬口下る上御霊竪町495番，494
番1（一部），447番2

西木屋町通松原上る三丁目市之町251番2，
251番4，251番5，251番6，251番7，252番2

黒門通中立売上る飛弾殿町178番，180番
大宮通一条下る庇町187番17

景観重要建造物 指定一覧（平成30年6月29日現在）
所在地

指定名称
85 臥月亭

左京区 吉田神楽岡町8番196

86 四条町大船鉾会所

下京区 新町通四条下る四条町355番

87 田中邸

下京区 七条通間之町東入材木町485番

88 河井寬次郎記念館

東山区

89 寺田邸

上京区 椹木町通堀川西入講堂町243番

渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町568番，569番
五条坂若宮八幡前下る慈法院庵町577番

90 智慧夢工房 二九

南区

唐橋川久保町29番，29番4（一部），29番13（一部）

91 神光院

北区

西賀茂神光院町120番地

92 速水邸

中京区 富小路通三条上る福長町108番，109番の一部

93 山田邸

伏見区 醍醐落保町36番

94 熊野神社

左京区

95 中村軒

西京区 桂浅原町60番１（一部），60番10，100番2，100番5

96 吉村家（松雲荘）

左京区 松ヶ崎雲路町6番

97 六孫王神社

南区

聖護院山王町43番3（一部），43番9（一部），43番20
（一部），43番21（一部）

壬生通八条上る八条町509番1（一部除く）

98 井上邸

右京区 嵯峨観空寺明水町59番，55番

99 横山邸

上京区 中立売通堀川西入役人町242番

100 奥田邸

山科区 西野山階町36番1，36番2，36番3，37番1，38番1

101 旧前川邸

中京区 壬生賀陽御所町49番

102 髙田恒治郎邸

北区

出雲路立テ本町103番4

