
■認定歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧 様式１
計画変更申請部分

市町村名： 京都市 軽微な変更部分

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

総論

表紙 表紙 認定月の変更

目次 目次 目次の変更

P1 P1 計画期間 新たな基本計画期間との整合

P2 P2 京都市基本構想・基本計画に関する記述 新たな基本計画策定の反映

P3 P3 景観に関する計画の記述 平成23年4月から実施の新景観政策の進化の反映

P4 P4 交通政策に関する計画の記述 文言の見直し

P5 P5 観光に関する計画の記述 「未来・京都観光振興計画２０１０＋５」の策定の反映

P5～6 P5～6 計画策定の目的と役割の記述 上位計画，関連計画の変更等についての反映

P7～8 P7 策定経過 時点修正

P9 P8 協議会委員名簿 誤記等の修正

P11 P10 計画の実施・推進体制 時点修正

P12 P11 実施体制図 歴史まちづくり推進協議会の具体化による修正

P13 P12 文化財行政部局と景観行政部局の連携 文言の見直し

P15 P14 庁内連絡体制図 組織改正による時点修正

第1章

P39 P38 下から9行目：「古器旧物保存方」 誤記等の修正
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P41 P40 下から13行目：「て」の削除 文言の見直し

P41 P40 下から4行目：「息子」の挿入 誤記等の修正

P42 P41 上から5行目：「女の子」から「女子」 文言の見直し

P42 P41 上から11行目：「違い棚」から「押板」へ 誤記等の修正

P51 P50 重要文化財建造物等の件数等 指定の増加等による時点修正，文言の見直し

P52 P51 国指定文化財の分布図 指定の増加等による時点修正

P53 P52 重要文化財建造物等以外の文化財の概要 指定の増加等による時点修正，文言の見直し

P54 P53 府・市指定文化財の分布図 指定の増加等による時点修正

P55 P54 登録文化財の分布図 指定の増加等による時点修正

第2章

P62 P61 「同地は，中世には東寺であったが，」を削除 誤記等の修正

P76 P75 「いかずち」を「いかづち」 誤記等の修正

P76 P75 「辛巳祭」を「辛巳条」 誤記等の修正

P78 P77 「牛車に乗る」を「牛車や」 誤記等の修正

P98 P97 京都薪能の時期「１・２日」を「上旬」 時点修正

P123 P122 「本朝陶器攷登」を「本朝陶器攷證」 誤記等の修正

P154 P153
「⑴　古都の再生と文教地区の形成」
白河（岡崎・吉田）の歴史的背景及び歴史的風致について
の記載追加

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実
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P154～155 －
「ア　白河（岡崎・吉田）の歴史」の項目立てし，近世以前の
歴史的背景として「(ｱ) 近世までの歴史」を追加

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実

P155 P153
「(ｲ) 近代化とうるおいをもたらす琵琶湖疏水」
疏水についての具体的な記載を削除し，文章を整理

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実
琵琶湖疏水の具体的な記載については，歴史的風致の具
体事例「琵琶湖疏水と邸宅群」に記載

P155 P153 図2-61内の「岡崎地区」を「岡崎地域」 語句の統一

P156 P154 琵琶湖疏水の説明に，より具体的な内容を記載 重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実

P156 P154
16行目以降。南禅寺舟溜りの記載をなくし，哲学の道の記
載及び写真を追加

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実

P157～159 －
歴史的風致の中核をなす邸宅群における歴史的風致の具
体事例について新たに記載するとともに，図2-61-3　琵琶
湖疏水と邸宅群や関連写真を追加

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実

P159 P154～155
「(ｲ) 建都千百年記念事業と平安神宮」の表題及び内容に
ついて，記念と紀念の使い分け等を整理

誤記等の修正

P159 P154～155 平安神宮の指定を修正 重要文化財への指定

P161 P156
「(ｲ) 文教地区としての岡崎」を「(ｳ) 文教地区としての白河
（岡崎・吉田）」

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実

P161 P156～157 大正大礼，昭和大礼の関連事業などについて追記
重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実
文教地区の歴史的背景として重要

P161 P156～157 岡崎地区を岡崎地域に変更 語句の統一

P162 P157
旧武徳殿における歴史的風致について追記するとともに，
写真を追加

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実
重要文化財を核とした歴史的風致

P163 P157 京都会館の築年数の書き方を変更 語句の統一

P163 P157 会館→開館 誤記等の修正

163 P157 京都市動物園について追記，写真を追加
重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実
地区の歴史的風致やその構成要素の例

163 P157 京都大学等の教育施設群について追記，写真を追加
重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実
地区の歴史的風致やその構成要素の例
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P163～165 P157～158
文教施設を取り巻くまちの営みや住宅地について追加し，
写真・図等も追加
その他，前後の文章の変更に伴う変更

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実
地区の歴史的風致やその構成要素の例

P165 P158
「ウ　古都の再生と文教地区の形成に見る歴史的風致」に
ついて，部分的に変更・追記

重点区域の拡大予定区域の歴史的風致の充実

第3章

P200,202 P193,195 「山ろく」を「山麓」 文言の見直し

P200 P193 高度地区面積算定日 時点修正

P201 P194 風致地区面積算定日 時点修正

P202 P195
歴史的風土保存地区及び歴史的風土保存特別地区面積算
定日

時点修正

P203 P196 自然風景保全地区面積算定日 時点修正

P203 P196 近郊緑地保全区域及び特別緑地保全地区面積算定日 時点修正

P204 P197 伝統的建造物群保存地区面積算定日 時点修正

P205 P198 歴史的景観保全修景地区面積算定日 時点修正

P205 P198 界わい景観整備地区面積算定日 時点修正

P206 P199
歴史的細街路の維持のための建築基準法第４２条第３項の
活用　の記載内容

文言の見直し，誤字等の修正

P207 P200 美観形成地区追加 文言の見直し

P208 P201 美観地区，美観形成地区面積算定日 時点修正

P209 P202 建造物修景地区・沿道景観形成地区の記述 文言の見直し

P209 P202 年号の挿入 表記の統一
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P209 P202 建造物修景地区面積算定日 時点修正

P210 P203 屋外広告物規制区域等面積算定日他の記述 時点修正及び数値記載の見直し

P211 P204 水辺の眺め「疏水」から「琵琶湖疏水」へ
景観政策の進化（平成23年4月より実施）における文言の見
直しに伴う修正

P212 P205 芸術家の育成や活動支援の推進の記述 時点修正

P212 P205
市民の文化芸術鑑賞の促進や活動の振興の記述（集客
数）

時点修正

P213 P206 名称「京都市工業試験場」から「京都市工業研究所」へ 誤記等の修正

P213 P206 京都市工業研究所の説明 時点修正

P213 P206 京都市伝統技術功労者顕彰制度の記述（被顕彰者数） 時点修正

P214 P207 京都市伝統産業振興館に関する記述の削除 取組終了に伴う時点修正

P215 P208 歴史的建造物の課題に関する記述の追加 重点区域拡大に伴う拡充

P217 P210 地域まちづくりの課題に関する記述の追加 重点区域拡大に伴う拡充

P225 P218 京都市基本計画に関する記述の変更 新たな基本計画策定の反映

P225 P218 京都市基本計画に関する図の変更 新たな基本計画策定の反映

P225 P218 「部門別」を「分野別」 文言の見直し

P225 P218 「京都市都市計画マスタープラン」の計画期間削除 誤記等の修正

P226 P219 未来・京都観光振興計画の追記
新たに「未来・京都観光振興計画２０１０＋５」を策定したこと
による追記

P226 P219 計画の位置づけに関する図の変更 上位計画，関連計画の変更等についての反映
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P227 P220 大学との連携による未指定文化財庭園の調査の追加 未指定文化財に関する取組の事例追加

P277 P220
京都の財産として残したい建物や庭園を市民から募集～
を追加

関連施策の変更等についての反映

P228 P221 地域景観づくり協議会に関する記述の変更 新景観政策の進化（平成23年4月より実施）の反映

P229 P222 岡崎活性化ビジョンに関する記述の追加 まちづくりの事例の追加

P229-P230 P222-P223 「歩くまち・京都」の取り組みの推進に関する記述の変更 文言の見直し

第4章

P231 P224
下から4行目，「江戸期から明治期には既に市街地が形成
又は市街化が進められた地域であり」を「江戸期から明治期
には既に市街地が形成され」に変更

重点区域の設定の考え方として，これまでは明治期に既に
市街化していた地域を対象としていたが，今回は明治期に
市街化が進められていったエリアも対象としている

P232 P225
上段部分　指定対象区域として，山並み美観，山ろく美観，
風致地区等を追記し，「中心に」という記載の仕方とした。

重点区域拡大のため

P232 P225 東山の景観規制についての経過を明記 重点区域拡大による説明の追加

P233 P226
美観地区の説明を拡充するとともに，風致地区の説明を追
加

重点区域拡大のため

P234 P227
図4-1　「市街地形成の変遷」と重点区域　の重点区域を拡
大区域を含めた図に変更

重点区域拡大のため

P235 P228
図4-2「国指定文化財の分布」と重点区域　の重点区域を拡
大区域を含めた図に変更するとともに，建造物プロットを追
加

重点区域拡大のため　及び　建造物指定の時点修正

P236 P229
図4-3　「国登録文化財の分布」と重点区域　の重点区域を
拡大区域を含めた図に変更するとともに，建造物プロットを
追加

重点区域拡大のため　及び　建造物指定の時点修正

P237 P230
図4-4　「府・市指定文化財等の分布」と重点区域　の重点
区域を拡大区域を含めた図に変更するとともに，建造物プ
ロットを追加

重点区域拡大のため　及び　建造物指定の時点修正

P238 P231
図4-5　「美観地区，美観形成地区及び建造物修景地区に
関する指定概要図」と重点区域　の重点区域を拡大区域を
含めた図に変更するとともに，景観規制図を更新

重点区域拡大のため　及び　景観政策の進化（平成23年4
月より実施）による景観規制の変更を反映

P239 P232 重点区域の面積 重点区域拡大のため

P239 P232 図4-6　重点区域図（歴史的市街地地区）　の変更 重点区域拡大のため
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P239 P232 6行目の段落　今回の拡大重点区域に関する記載を追記 重点区域拡大のため

P240 P233 4行目の段落　今回の拡大重点区域に関する記載を追記 重点区域拡大のため

P240 P233 9行目の段落　今回の拡大重点区域に関する記載を追記 重点区域拡大のため

P240～241 P233 下から3行目の段落及び次頁の表　区域設定の根拠 重点区域拡大のため

P242 P234
図4-7　「景観規制図」と重点区域　の重点区域を拡大案の
区域を含めた図に変更するとともに，景観規制以外の境界
を根拠とする部分の拡大図を追加，景観規制図を更新

重点区域拡大のため　及び　景観政策の進化（平成23年4
月より実施）による景観規制の変更を反映

P243 P235 図４－８の変更（拡大エリアを示せるように） 重点区域拡大のため

P244 P236 図４－９の変更（拡大エリアを示せるように） 重点区域拡大のため

P246 P238 国指定選定文化財の分布の記述
重点区域拡大，指定の増加等による時点修正，誤記等の修
正

P246 P238 国指定選定文化財の京都市，地区内指定件数の表
重点区域拡大，指定の増加等による時点修正，誤記等の修
正

P247 P239 国指定選定以外の指定文化財等の記述（件数）
重点区域拡大，指定の増加等による時点修正，誤記等の修
正

P248 P240
国指定選定以外の文化財の京都市，地区内指定・登録件
数の表

重点区域拡大，指定の増加等による時点修正，誤記等の修
正

P248 P240 景観法，市条例関連の指定物件等の記述（件数） 重点区域拡大，指定の増加等による時点修正

P248 P240 景観法，市条例関連の京都市，地区内指定件数の表 重点区域拡大，指定の増加等による時点修正

P249 P241 涅槃会に関する一覧の追加 重点区域拡大のため

P250 P242 京都薪能に関する一覧の追加 重点区域拡大のため

P250 P242 お十夜に関する一覧の追加 重点区域拡大のため
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P253 P245 国指定文化財の分布に関する記述の削除 誤記等の修正

P253 P245 国指定文化財の京都市，地域内指定件数の表 指定の増加等による時点修正

P253 P245 景観法，市条例関連の京都市，地区内指定件数の表 指定の増加等による時点修正

P258 P250 国指定文化財の京都市，地区内指定件数の表 指定の増加等による時点修正

P258 P250 国指定以外の指定文化財に関する記述 文言の見直し

P258 P250 国指定以外の文化財の京都市，地区内指定件数の表 指定の増加等による時点修正

P258 P250 景観法，市条例関連の指定物件等に関する記述（件数） 指定の増加等による時点修正

P259 P251 景観法，市条例関連の京都市，地区内指定件数の表 指定の増加等による時点修正

P262 P254 国指定文化財京都市，地区内指定件数の表 指定の増加等による時点修正

P262 P254 国指定以外の文化財の京都市，地区内指定件数の表 指定の増加等による時点修正

P263 P255
景観法，市条例関連の指定物件等に関する記述（件数及び
景観重要建造物追加）

指定の増加等による時点修正

P263 P255
景観法，市条例関連の京都市，地区内指定件数の表（件数
及び景観重要建造物追加）

指定の増加等による時点修正

第5章

P264 P256 景観地区の記述内　風致地区を除く
重点区域拡大範囲に風致地区が入っているため（風致地区
と美観地区は重ならない）

P265 P257 形態意匠の制限に係る許可基準の内容 景観政策の進化（平成23年4月より実施）の反映

P266 P258
旧市街地型美観地区の形態意匠の制限に係る許可基準の
内容

景観政策の進化（平成23年4月より実施）の反映

P266 P258
歴史遺産型美観地区の形態意匠の制限に係る許可基準の
内容

景観政策の進化（平成23年4月より実施）の反映
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P267 P259 風致地区の記述 重点区域拡大範囲に入っているため

P269 P261 図５－１　重点区域，高度の変更 重点区域拡大のため

P270 P262 図５－２　重点区域，景観規制図
重点区域拡大のため，景観政策の進化（平成23年4月より
実施）の反映

P272 P264 図５－３　重点区域の反映 重点区域拡大のため

P273 P265 古都保存行政との連携に関する記述
重点区域拡大範囲に入っているため
時点修正

P274 P266-P267 京都市市街地景観整備条例に関する記述 文言の見直し

P275 P267 眺望空間保全区域の説明の記述 文言の見直し

P275 P267 重点区域内の眺望景観保全区域の名称
景観政策の進化の反映（平成23年4月より実施），誤字等の
修正

P276 P268 図５－４　重点区域，眺望規制図
重点区域拡大のため，景観政策の進化の反映（平成23年4
月より実施）

P278 P270 図５－５　重点区域，広告規制図
重点区域拡大のため，景観政策の進化の反映（平成23年4
月より実施）

第6章

P283 P275 文化財の防災に関する方針の記述（体制件数） 指定の増加等による時点修正

P285 P277 文化財の保存・活用に係る体制と今後の方針に関する記述 時点修正

P286 P278
文化財の保存・活用の現況と今後の具体的な計画に関する
記述

重点区域の拡大，取組の推進等に伴う内容の拡充，時点修
正

P287 P279
二条城二ノ丸御殿他構造及び破損調査工事事業，二条城
二之丸御殿障壁画等保存修理事業に関する記述

取組の推進等に伴う内容の拡充

P288 P280 にぎわい広場から芝生広場へ 文言の見直し

P289 P281 京都市指定登録文化財修理等助成事業の参照頁 時点修正
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P289 P281 伝統的建造物群保存事業の参照頁 時点修正

P289 P281 歴史的町並み再生事業の参照頁 時点修正

P291 P283 文化財市民レスキュー体制の箇所数 時点修正

P293 P285 京都市文化財マネージャーに関する記述 取組の推進等に伴う時点修正

P298 P290 図６－１　重点区域拡大 重点区域拡大のため

第7章

P302-303 P293-294 「道路修景整備事業小川通周辺地区」の記載内容修正 誤記等の修正

P307 P297-298 「無電柱化事業」　に事業追加，文章変更 取組の推進等に伴う内容の拡充，時点修正

P308 P298 「無電柱化事業（国直轄事業）」の記載内容変更 事業の記載方法の整理

P309 P298-299 「横断防止策への間伐材活用事業」の記載内容変更 事業の推進等に伴う時点修正

P311 P300-301 「観光案内板の整備」の記載内容変更 事業の推進等に伴う時点修正

P311 - 「観光案内標識アップグレード推進事業」の追加 事業の追加

P312 P301
「ぐるり界わい・観光案内標識ネットワーク化」の記載内容変
更

事業の推進等に伴う時点修正

P312～313 P301～302
「観光案内標識のネットワーク化の推進（東山区）」の記載
内容変更

事業の推進等に伴う内容の拡充，時点修正

P314 P302 「「まちかどまっぷ」の整備事業」の期間変更 事業計画の見直し

P315～316 P303～304 「「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進」の記載内容変更
事業の推進等に伴う時点修正，新たな計画との整合のため
文言の見直し，H23からの支援の明記

P316～317 P304～305 「新・駐車場整備計画の策定」の記載内容変更
事業の推進等に伴う時点修正，新たな計画との整合のため
文言の見直し，支援の明記
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P317 P305 「観光地交通対策」の記載内容変更
事業の推進等に伴う時点修正，新たな計画との整合のため
文言の見直し

P318～319 P306～307
「都心部放置自転車等対策アクションプログラム」の記載内
容変更

事業の推進等に伴う時点修正

P320 P308 「御薗橋改修事業」の記載内容変更 事業の推進等に伴う時点修正

P321 P309
「文化財とその周辺を守る防災水利整備事業」の記載内容
変更

事業の推進等に伴う時点修正，支援制度の変更

P323 P311
二之丸御殿に関する記載内容の変更と「二之丸御殿唐門・
築地保存修理事業」の追加

事業の推進等に伴う事業拡大，時点修正

P323～324 P311～312 「岩倉具視幽静旧宅保存修理事業」の記載内容変更 支援事業の時点修正，写真番号の整理

P324 - 「名勝無鄰庵庭園の整備」の追加 重点区域拡大に伴う事業の追加

P325 P312
「京都市指定登録文化財修理等助成事業」の記載内容変
更，写真変更

記載が重複するため整理，前掲載建造物が重要文化財と
なったため

P339 P326 「姉小路界わい地区街なみ環境整備事業」の記載内容変更 項ずれの反映，支援制度の変更

P340 P327
京町家耐震診断・耐震改修に関する事業　の記載内容変更
（事業为体拡充，事業区域拡充）

項ずれの反映，事業の推進等に伴う事業の拡充，支援事業
等の時点修正

P341 P328 「京町家まちづくりファンド」の項の変更 項ずれの反映

P342 P329 「京町家まちづくり調査」の記載内容変更，調査図変更
項ずれ，写真番号の整理，事業の推進等に伴う時点修正，
誤記の修正

P343 - 「大学との連携による未指定文化財庭園の調査」の追加 事業の追加

P344 P330 自然・歴史的景観の保全　の記載内容変更 時点修正

P345 P331
「三山森林景観保全・再生ガイドラインの作成」の記載内容
の変更

事業の推進等に伴う時点修正，文言整理

P346 P332 良好な景観の誘導　の記載内容変更 文言の見直し

P347 P333
「職住共存地区整備推進事業」の継続事業として「まちづくり
に係る調査・企画・支援事業」を追加し，文章を整理

事業の推進等に伴う時点修正，事業追加
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P348-350 -
「岡崎地域活性化の推進「官民連携エリアマネジメント組織
の運営・事業推進」「京都会館再整備」「京都市動物園再整
備事業」」の追加

重点区域拡大に伴う事業の追加

P351 P333 「ニューツーリズム創出事業」の項の変更 項ずれの反映

P351 P334
「東山わがまち「地域資源」マップ（仮称）の作成」の記載内
容変更

項ずれの反映，事業の推進等に伴う時点修正

P352 P335 「下京区内全域スタンプラリー」の項の変更 項ずれの反映

P352 P335 「京都・花灯路」の記載内容変更 項ずれの反映，誤記等の修正，時点修正

P353 P336 「保勝会事業補助」の項の変更 項ずれの反映

P354 P337 「京都市伝統産業「未来の名匠」認定制度」の追加 事業の推進に伴う事業の拡充

P354～355 P337～338 「「伝統産業の日」関連事業」の記載内容変更 誤記等の修正，文章整理

P355～356 P338～339 「京都市伝統産業ふれあい館の運営」の記載内容変更 事業の推進等に伴う時点修正

P358 P341 「和装産業活性化戦略プランの推進」の記載内容変更 事業の推進等に伴う時点修正

P358 P341 「北区伝統プランドいきいき発信事業」の記載内容変更 平成22年度で終了

P359 P342 「五感で感じる和の文化事業」の記載内容変更 文言の見直し

P360 P343 「京都文化祭典」の記載内容変更 文言の見直し，事業の推進等に伴う時点修正

P361 P344 「京都薪能」の記載内容変更 文言の見直し，事業の推進等に伴う時点修正

P362 P345 「花街の伝統芸能保存育成事業」の記載内容変更 説明の追加

P363 P345～346 「伝統文化体験総合推進事業」の記載内容変更 文言の見直し
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P365 P348 写真7-34,7-35の変更 最新のものに更新

P366 P349
「世界歴史都市連盟を通した国際社会における京都の魅力
発信の拡大」の記載内容変更

事業の推進等に伴う時点修正

P367 P349
「「木の文化を大切にするまち・京都」推進事業」の記載内容
変更

支援事業等の時点修正，平成22年度で終了

第8章

P372 P353 丹波屋一覧追加 新規指定の追加

P372 P353 キンシ正宗掘野記念館一覧追加 新規指定の追加

P373 - きんせ旅館一覧追加 新規指定の追加

巻末

P375 P355 「旧武徳殿为屋修理工事報告書」追加 第2章関連参考文献

P378 P358 「琵琶湖疏水」追加 第2章関連参考文献

P378 P358 「公爵山懸有朊傳　下巻」追加 第2章関連参考文献

P378 P358 「植治の庭」追加 第2章関連参考文献

P378 P358
「近代京都における住宅の発展に関する考察‐吉田神楽岡
町を事例として‐」追加

第2章関連参考文献

P378 P358
「近代化産業遺産軍　続３３‐近代化産業遺産群が紡ぎ出す
先人たちの物語‐」追加

第2章関連参考文献

P378 P358 「日出新聞」追加 第2章関連参考文献

P379 P359 「財団法人　京都府剣道連盟」追加 第2章関連参考文献

P381 P361 図２－６１－１追加 第2章関連図追加

P381 P361 図２－６１から図２－６１－２ 第2章関連図変更
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P381 P361 図２－６１－３追加 第2章関連図追加

P381 P361 岡崎と疏水から文教施設へ（図２－６２） 第2章関連図変更

P387 P366-P367 南禅寺溜りから哲学の道へ（写真２－９５） 第2章関連写真変更

P387 P366-P367 写真２－９７から写真２－９７－１へ 第2章関連写真変更

P387 P366-P367 写真２－９７－２追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－９７－３追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－９７－４追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－１０１から写真２－１０１－１へ 第2章関連写真変更

P387 P366-P367 写真２－１０１－２追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－１０１－３追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－１０１－４追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－１０２から写真２－１０２－１へ 第2章関連写真変更

P387 P366-P367 写真２－１０２－２追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－１０２－３追加 第2章関連写真追加

P387 P366-P367 写真２－１０３から写真２－１０３－１へ 第2章関連写真変更

P387 P366-P367 写真２－１０３－２追加 第2章関連写真追加

P389 P368-P369 写真７－１４から写真７－１４－１へ 第7章関連写真変更
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P389 P368-P369 写真７－１４－２追加 第7章関連写真追加

P389 P368-P369 写真７－１５名称変更 第7章関連写真変更

P389 P368-P369 写真７－２４－１，２追加 第7章関連写真追加

P389 P368-P369 写真７－２４から写真７－２５－１へ 第7章関連写真変更

P389 P368-P369 写真７－２５から写真７－２５－２へ 第7章関連写真追加

別表

別表１１ 別表１１ 梅小路機関車庫告示年月日変更 誤記等の修正

別表１５ 別表１５ 杉本家住宅为屋一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 杉本家住宅大蔵一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 杉本家住宅隅蔵一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 杉本家住宅中蔵一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 杉本家住宅附旧米蔵，旧漬物小屋，高塀一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 杉本家住宅宅地一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 清流亭为屋一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 清流亭寄付一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 清流亭立札席一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 清流亭立札席一覧追加 新規指定の追加
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別表１５ 別表１５ 清流亭附，正門，裏門一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 清流亭宅地一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 平安神宮大極殿一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 平安神宮東西歩廊（２棟）一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 平安神宮蒼龍楼一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 平安神宮白虎楼一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 平安神宮應天門一覧追加 新規指定の追加

別表１５ 別表１５ 平安神宮附龍尾壇石段及び石積，彩色図面一覧追加 新規指定の追加

別表１６－
別表２０

別表１６－
別表２０

番号１７２－２８８から番号１－８９へ 番号の整理

別表２０ 別表２０ 杉本氏庭園一覧追加 新規指定の追加

別表２１ 別表２１
重要伝統的建造物群保存地区番号２８２－２８５から番号１
－４へ

番号の整理

別表２１ 別表２１ 重要無形民俗一覧８行詰 整理

別表２２ 別表２２ 三宅八幡神社奉納子育て祈願絵馬一覧追加 新規指定の追加

別表２８ 別表２８ 梶井町，告示月日追加 誤記等の修正

別表２９ 別表２９ 建仁寺法堂一覧追加 新規指定の追加

別表２９ 別表２９ 建仁寺浴室一覧追加 新規指定の追加

別表２９ 別表２９ 建仁寺大鐘楼一覧追加 新規指定の追加
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別表２９ 別表２９ 建仁寺小鐘楼一覧追加 新規指定の追加

別表２９ 別表２９ 建仁寺楽神廟一覧追加 新規指定の追加

別表２９ 別表２９ 建仁寺西門一覧追加 新規指定の追加

別表２９ 別表２９ 建仁寺北門一覧追加 新規指定の追加

別表２９ 別表２９ 建仁寺向唐門一覧追加 新規指定の追加

別表２９ 別表２９ 建仁寺庫裏一覧追加 新規指定の追加

別表３０ 別表３０ 絞り染一覧一覧追加 新規指定の追加

別表３０ 別表３０ 鋳込み硝子一覧追加 新規指定の追加

別表３０ 別表３０ 切子硝子一覧追加 新規指定の追加

別表３８ 別表３８ 春日神社宝蔵一覧追加 新規指定の追加

別表３８ 別表３８ 妙光寺方丈一覧追加 新規指定の追加

別表３９－
別表４２

別表３９
別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧表（番
号１から番号９２）新規追加

記載漏れとなっていた一覧表の追加

別表４５ 別表４１
京都大学農学部演習林事務所から京都大学農学部演習林
事務室へ

誤記等の修正

別表５４ 別表５０ 大聖寺本堂一覧追加 新規指定の追加

別表５４ 別表５０ 大聖寺宮御殿一覧追加 新規指定の追加

別表５４ 別表５０ 大聖寺残月亭一覧追加 新規指定の追加

別表５４ 別表５０ 大聖寺渡り廊下一覧追加 新規指定の追加
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別表５４ 別表５０ 大聖寺玄関一覧追加 新規指定の追加

別表５４ 別表５０ 大聖寺表門一覧追加 新規指定の追加

別表５４ 別表５０ 大聖寺高塀一覧追加 新規指定の追加

別表５４ 別表５０ 大聖寺東面築地一覧追加 新規指定の追加

別表５４ 別表５０ 大聖寺南面築地一覧追加 新規指定の追加
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