
「定期報告提出建築物一覧」の閲覧に際し，必ず以下の事項を御確認ください。  

 

令和４年４月２８日 

■ 注 意 事 項 ■ 

１ 

掲
載
対
象 

⑴ 掲載対象は，建築基準法（以下「法」という。）第１２条第１項の規定に基づき

「建築物」の定期調査報告書※が提出された建築物です。 

※ 同法同条第３項の規定に基づく「建築設備」，「防火設備」，「昇降機」等の定

期検査報告書は含まれません。 

⑵ 定期報告が必要な建築物の規模等は別途【２】定期報告の対象建築物について

のページを御参照ください。 

⑶ 建築物の状況（工事中等）により，その時期の定期報告が免除されている場合

があります。 

⑷ 検査済証の交付を受けた直後の定期報告は免除される場合があります。 

２ 

掲
載
時
期 

⑴ 掲載は，報告対象年ごとに取りまとめて，報告対象年の翌年から行います。（掲

載対象は，報告対象年が令和元年以降のものです。） 

⑵ 掲載中の建築物は，一覧表の右肩に表記している年月日時点において報告書が

提出されているものです。 

⑶ 追加更新は，一定期間ごとに取りまとめて行います。 

３ 

一
覧
表
の
見
方 

⑴ 「報告対象年」とは，京都市が用途ごとに規定している報告時期のことです（建

築物の定期報告は３年に１回必要。）。実際に報告書を提出された年とは異なる場

合があります（報告日は掲載しておりません。）。 

⑵ 「主要用途」の表記は定期報告上の用途種別です（報告書中の記載内容とは異

なる場合があります。）。また，複数の用途で使用されている建築物については，

そのうちの一用途を報告に係る用途としている場合があります。 

⑶ 「建築物名称」，「行政区」及び「所在地」の表記は提出された報告書に記載さ

れている内容です。ただし，所在地については地番を除いた表記としています（一

部は区名までの表記としています。）。 

４ 

そ
の
他 

  定期報告提出建築物一覧は，報告書の提出があったことを示しているもので

す。報告内容の概要については，京都市の窓口において定期調査報告概要書を閲

覧いただくことで御確認いただけます（詳細は，別途【７】定期報告概要書の閲

覧等についてのページを御参照ください。）。 

５ 

問
合
せ
先 

京都市都市計画局建築指導部建築安全推進課 安全対策係 

（電話：０７５－２２２－３６１３） 
 

※ 定期報告書の提出状況等についてのお問合せにはお答え致しかねますので御

了承ください。 



定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

四季倶楽部 京都加茂川荘 北 小山下内河原町

ホテル　然林房 北 鷹峯北鷹峯町

東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯＆ＶＩＡＬＡ　パブリック棟 北 衣笠鏡石町

東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯＆ＶＩＡＬＡ　客室棟 北 衣笠鏡石町

日本私立学校振興・共済事業団　京都会館　「京都ガーデ
ンパレス」

上京 烏丸通り下長者町上ル龍前町

ザ・パレスサイドホテル 上京 烏丸通下立売上る桜鶴円町

地方職員共済組合　京都宿泊所　平安会館 上京 烏丸通上長者上る竜前町

国家公務員共済組合連合会　京都宿泊所　くに荘 上京 河原町通荒神口上る東入東桜町

京都ブライトンホテル 上京 新町通中立売下ル仕丁町

ザ グランリゾートエレガンテ京都 上京 中立売通堀川東入ル東橋詰町

公立学校共済組合　京都宿泊所　ルビノ京都堀川 上京 東堀川通り下長者町下ル3丁目

株式会社　京都シティホテル 上京 堀川今出川上ル北船橋町

一般社団法人　霞会館京都支所 上京 油小路通出水上る大黒屋町

プチホテル京都 上京 今出川通大宮東入元伊佐町

京都ブライトンホテル チャペルアクティスホール棟 上京 新町通中立売下る仕丁町

リヴェルト京都鴨川 上京 青龍町

京貴船ひろや 左京 鞍馬貴船町

右源太 左京 鞍馬貴船町

くらま温泉 左京 鞍馬本町

関西セミナーハウス 左京 一乗寺竹の内町

ロテル・ド・比叡 左京 一乗寺病ダレ

ポイントバケーション京都岡崎 左京 岡崎円勝寺町

株式会社　京都トラベラーズ・イン 左京 岡崎円勝寺町

ホテル平安の森京都 左京 岡崎東天王町

古都平安の宿　奏 左京 岡崎法勝寺町

日本私立学校振興・共済事業団　京都宿泊所　「白河院」 左京 岡崎法勝寺町

日本放送協会健康保険組合  京都保養所 洛風荘 左京 岡崎法勝寺町

ホテル  デ・ラ  ピエール 左京 岡崎法勝寺町

グランドプリンスホテル京都 左京 岩倉幡枝町

芝蘭会館別館(国際交流会館） 左京 吉田牛ノ宮町

SAKURA HOTEL MOSAIC 左京 上高野上荒蒔町

錦山荘 左京 聖護院西町

旅館　丸家 左京 聖護院川原町

旅館　さわや本店 左京 聖護院川原町

聖護院　御殿荘 左京 聖護院中町

旅の宿 大原山荘 左京 大原草生町

サンケイ南禅寺倶楽部 左京 南禅寺福地町

南禅寺参道　菊水 左京 南禅寺福地町

南禅会館 左京 南禅寺福地町

エクシブ京都八瀬離宮（ホテル棟） 左京 八瀬野瀬町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

エクシブ京都八瀬離宮（レストラン棟） 左京 八瀬野瀬町

南禅寺参道　菊水　東館 左京 南禅寺福地町

ペンション北白川 左京 北白川上別当町

北白川天然ラジウム温泉 左京 北白川地蔵谷町

芹生 本館 左京 大原勝林院町

鹿麓 左京 鹿ケ谷寺ノ前町

a-un 左京 北門前町

HOSTEL NINIROOM 左京 丸太町通り川端東入東丸太町

ホテル丸福京都東山 左京 新高倉通仁王門下る福本町

NOKU京都ホテル 中京 丸太町烏丸西入大倉町

石長　松菊園・東館 中京 河原町竹屋町東入末丸町

お宿いしちょう 中京 河原町竹屋町東入末丸町

石長　松菊園・西館 中京 河原町竹屋町東入末丸町

京極東宝ビル 中京 京極通り四条上る中之町

ホテル　グラン・エムズ京都 中京 河原町通三条上ル下丸屋町

hotel　NANGOKU 中京 河原町通三条下る恵比須町

京都ホテルオークラ 中京 河原町通二条南入ﾙ一之船入町

NISHIYAMA　RYOKAN 中京 御幸町二条下ル山本町

ホテルシャトレーイン京都 中京 御池通西洞院東入橋之町

ホテルギンモンド京都 中京 高倉通御池下る亀甲屋町

株式会社千總　・三井ガーデンホテル京都三条 中京 三条通り烏丸西入ル御倉町

株式会社 加茂川館 中京 三条通東入中島町

日昇別荘 中京 三条通富小路西入中之町

THE　SHARE　HOTELS　TSUGU京都三条 中京 三条通柳馬場西入桝屋町

THE SCREEN 中京 寺町丸太町下ル下御霊前町

ヴィアイン京都四条室町 中京 室町通錦小路上ル山伏山町

京都ガーデンホテル 中京 室町通御池南入円副寺

ロテル・デ・フルール京極 中京 新京極通三条下る東入る桜之町

京都新町倶楽部 中京 六角町

アークホテル京都 中京 壬生賀陽御所町

ヴィラージュ京都 中京 壬生坊城町

東横イン京都四条大宮 中京 壬生坊城町

杵屋旅館 中京 西ノ京北聖町

ホテルピーチパイ 中京 西木屋町通姉小路上る下丸屋町

平新 中京 蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町

ダイヤモンド京都ソサエティ 中京 中筋通竹屋町上ル末丸町

ザ　ロイヤルパークホテル　京都三条 中京 三条通河原町東入中島町

ハートンホテル京都 中京 東洞院通押小路下る船屋町

シティペンションリオンドール 中京 東堀川通夷川上ル八丁目

ホテル杉長 中京 富小路通御池上ル守山町

2 / 31 ページ



定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

グリッズ京都四条河原町ホテル＆ホステル 中京 富小路通錦小路下ル西大文字町

ビジネスホテル　京都堀川イン 中京 堀川通三条上る姉東堀川町

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 中京 堀川通二条下る土橋町

ホテルニュー金波樓 中京 柳馬場通錦小路下る瀬戸屋町

松井本館 中京 柳馬場通六角下る井筒屋町

綿善旅館 中京 柳馬場通六角下る井筒屋町

旅館　こうろ 中京 六角通高倉東入堀ノ上町

松井別館　花かんざし 中京 六角通高倉東入堀之上町

花心苑 中京 六角通東洞院西入堂之前町

旅庵  花月 中京 六角通東洞院東入ル勝屋町

三木半旅館 中京 六角通麸屋町東入八百屋町

ホテルモントレ京都 中京 烏丸通三条下ル饅頭屋町

かぎ平 中京 麩屋町通蛸薬師下る梅屋町

炭屋旅館 中京 麸屋町通三条下る白壁町

柊家　旅館 中京 麸屋町通姉小路上ル中白山町

俵屋旅館（本館，新館,） 中京 麸屋町通姉小路上ル中白山町

河原町三条ビル 中京 河原町通三条上ル恵比須町

カプセルリゾート京都スクエア 中京 押油小路町

THE　SHARE　HOTELS　RAKURO　京都 中京 丸太町通室町東入常真横町

からくさホテル京都　I 中京 壬生坊城町

ザ・リッツ・カールトン京都 中京 鉾田町

旅館　三賀 中京 富小路三条下ル朝倉町

サンフローラ丸太町 中京 聚楽廻東町

三井ガーデンホテル京都新町別邸 中京 新町通六角下る六角町

アーバンホテル京都二条プレミアム 中京 聚楽廻南町

烏丸アネックスⅠ棟 中京 三条通烏丸東入梅忠町

日昇別荘　右近橘 中京 柳馬場通三条下ル槌屋町

姉小路別邸 中京 姉小路通油小路東入ル宮木町

ゲストハウス鈴二条城 中京 猪熊通姉小路下る姉猪熊町

ホテルエムズプラス四条大宮 中京 四条通大宮西入錦大宮町

クレールコート西大路御池 中京 西ノ京南上合町

京都ホステル禅 中京 柳馬場通六角下る井筒屋町

RIJOICE STAY 京都烏丸御池 中京 塗師屋町

三条ogawa 中京 小川三条通下ル猩々町

京都　シャラガム 中京 富小路三条南入る朝倉町

REJOICE　STAY　京都二条城南 中京 西ノ京池ノ内町

京都モーリスホステル 中京 新烏丸通竹屋町上る梅之木町

ホテルリソルトリニティ京都　御池麩屋町 中京 麩屋町通御池上る上白山町

ホテルリソル京都　河原町三条 中京 河原町三条下る大黒町

マルダ京都 中京 堺町通御池下る丸木材木町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

ウェスティン都ホテル京都 東山 粟田口華頂町

粟田山荘 東山 粟田口三条坊町

舞風館 東山 下河原通八坂鳥居前下る上弁天町

坂の上 東山 下河原通八坂鳥居前下鷲尾町

長楽館 東山 八坂鳥居前東入円山町

花楽 東山 祇園町南側

アパホテル　（京都祇園）　ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ 東山 祇園町南側

ホテル　と、いうわけで 東山 宮川筋四条下ル2丁目

ホテル　秀峰閣 東山 五条橋東二丁目

旅館 元奈古 東山 高台寺北門前通下河原鷲尾町

東急バケーションズ京都 東山 三条通白川橋西

ハイアットリージェンシー京都 東山 三十三間堂廻り

日昇館　尚心亭 東山 三条大橋東入ル二丁目

柚子屋旅館 東山 四条通大和大路東入祇園町南側

日本通信機器株式会社　京都東山荘 東山 松原通広道東入清水４丁目

知恩院　和順会館 東山 新橋通大和大路東入林下町

祗をん新門荘 東山 祗園花見小路新門前

アメニティーホテル 東山 清水４丁目

ささりんどう 東山 大和大路四条下ル小松町

ホテルリバージュ 東山 東大路松原上ル四丁目毘沙門町

ホテル　サンデーブランチ 東山 東大路松原上る4丁目毘沙門町

GOZAN 東山 大橋東三町目

ラブインパートⅡ 東山 弘道通松原上る4丁目毘沙門町

アーバイン京都　清水五条 東山 五条通大橋東入東橋詰町

エムズイン東山 東山 大和通四条下る四丁目小松町

京都花ホテル 東山 三条通大橋東二町目

Ｍｕｍｅ 東山 新門前通大和大路東入三丁目梅本町

アークリード東山五条 東山 五条橋東六丁目，東大路通五条下る東音羽町

Rinn　Shichijo　Ohashi　Bridge 東山 上堀詰町

THE HOTEL KIYOMIZU 祇園 東山 松原通大和大路東入弓矢町

フォーシーズンズホテル京都 東山 東大路通渋谷下る妙法院前側町

JAPANING　HOTEL　祇園 東山 大和大路通四条下ル4丁目小松町

京都清水三年坂庵 東山 清水２丁目

レジステイ東山三条 東山 三条通大橋東入三町目

京都グランベルホテル 東山 大和大路通四条下る大和町

Ｒｉｎｎ　Ｇｉｏｎ　Ｂｉｓｈａｍｏｎ　 東山 毘沙門町

京阪三条南ビル 東山 大和大路通三条下ル新五軒町

リジョイススティ大和大路 東山 大和大路通五条上る山崎町

ZiZi 東山 古門前通花見小路東入古西町

Ｋｙｏｔｏ　Ｙｕｒａ　Ｈｏｔｅｌ　Ｍｇａｌｌｅｒｙ 東山 三条通大橋東入大橋町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

料亭　わらびの里 山科 小山中島町

ホテルパルコ 山科 上花山坂尻

インサイトコート山科 山科 御陵天徳町

ホテルリブマックス京都駅前 下京 七条通夷之町

からすま京都ホテル 下京 烏丸通り綾小路下ﾙ二帖半敷町

スーパーホテル京都・烏丸五条 下京 烏丸通五条下る大坂町

ホテル日航プリンセス京都 下京 烏丸高辻東入高橋町

日本館 下京 烏丸通七条下る西入東塩小路町

京都タワービル 下京 烏丸通七条下ル東塩小路町

東横イン京都五条烏丸 下京 烏丸通松原下る五条烏丸町

ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 下京 烏丸通仏光寺下ル大政所町

ホテルカンラ京都本館 下京 烏丸通六条下ル北町

松本旅館 下京 塩小路通烏丸西入ル東塩小路町

ホテル法華クラブ京都 下京 塩小路通り室町東入東塩小路町

京都新阪急ホテル 下京 塩小路新町東入ル東小路町

ホテル　サンマルタン 下京 河原町通り正面上ル万屋町

シタディーン京都烏丸五条 下京 五条通烏丸東入松屋町

東横イン　京都四条烏丸 下京 四条通烏丸東入ル長刀鉾町

京都セントラルイン 下京 四条通寺町西入二丁目御旅町

スマイルホテル京都四条 下京 四条西洞院西入ル傘鉾町

ホテルマイステイズ京都四条 下京 四条通油小路東入ル傘鉾町

ホテルステーション京都西館 下京 七条烏丸東入る真苧屋町

SmartStaySHIZUKU 京都駅前 下京 七条通烏丸東入真苧屋町

若みや 下京 七条通り西洞院東入ル夷之町

アランヴェールホテル京都 下京 小田原町，東錺屋町

京都タワーホテル　アネックス 下京 新町通七条下ル東塩小路町

湯の宿　松栄 下京 西新屋敷上之町

尾張屋旅館 下京 西中筋通花屋町下ル境町

和泉屋旅館 下京 西中筋正面下ル丸屋町

魚岩旅館 下京 西中筋通北小路下ル菱屋町

旅館あづまや 下京 堀川通七条上る丸屋町

アパホテル（京都駅前） 下京 西洞院通塩小路下ル南不動堂町

コートホテル京都四条 下京 西洞院通り四条下る妙伝寺町

三井ガーデンホテル京都四条 下京 西洞院通四条下ル妙伝寺町

緑風荘 下京 西洞院六条上ル金星町

東横イン京都五条大宮 下京 大宮通五条下る二丁目西側中堂寺前町

ホテル・サンクレイン 下京 御幸町通五条上る安土町

京都東急ホテル 下京 猪熊通り五条下ル柿本町

ホテルリブマックス京都五条 下京 猪熊通五条西入柿本町

都シティ　近鉄京都駅 下京 東塩小路殿町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

なごみ宿 都和 下京 東中筋通七条上ル文覚町

アパヴィラホテル京都駅前 下京 東洞院通下る塩小路町

井筒安旅館 下京 東洞院通下珠数屋町上る笹屋町

たき川旅館本館 下京 東洞院花屋町下る富田町

天然温泉　花蛍の湯　ドーミーイン　PREMIUM　京都駅前 下京 東洞院通七条下ル東塩小路町

京都センチュリーホテル 下京 東洞院通七条下ル東塩小路町

ホテル佐野家 下京 東洞院通七条下ル二丁目東塩小路町

ホテルステーション京都 下京 東洞院通七条通上る飴屋町

リーガロイヤルホテル京都 下京 東堀川通リ塩小路下ル松明町

京家 下京 不明門通塩小路上る東塩小路町

ホテル飯田 下京 不明門通塩小路上る東塩小路町

京の宿 北海館 お花坊 下京 不明門通数珠屋町上ル卓屋町

ひふみ旅館 下京 不明門通七条下ル東塩小路町

京らく 下京 不明門通七条上る粉川町

山田屋旅館 下京 不明門通正面上る亀町

聞法会館 下京 堀川通花屋町上る柿本町

株式会社　田鶴 下京 木屋町通り松原上ル美濃屋町

さと茂旅館 下京 木津屋橋室町西入東塩小路町

アパホテル京都駅堀川通 下京 油小路通塩小路西油小路町

株式会社森茂 下京 室町通高辻上ル山王町

ベッセルホテルカンパーナ京都五条 下京 下万寿寺町

京都糸屋ホテル 下京 烏丸通松原上る薬師前町

京湯元ハトヤ瑞鳳閣 下京 西洞院通塩小路下る南不動堂町

ホテルユニゾ　京都四条烏丸 下京 四条通西洞院東入郭巨町

六乃家　 下京 木屋町通仏光寺上ル天王町

ゲストイン京都 下京 花屋町通櫛筍西入薬園町

ホテルカンラ京都 下京 烏丸通六条下ル北町

村上重ビル 下京 木屋町四条下ル船頭町

ナインアワーズ京都 下京 寺町通四条下る貞安前之町

旅館　ゆはら 下京 木屋町通正面上る鍵屋町

ホテル・京都・ベース 下京 松原通烏丸東入南側俊成町，五条烏丸町

ホテルグランバッハ京都セレクト 下京 四条通寺町西入奈良物町

アーバイン京都河原町通 下京 土手町通正面上る溜池町

カラタチ七条間之町 下京 間之町通七条上る堀詰町

京都リゾート室町五条 下京 室町通五条下る大黒町

ダイワロイネットホテル京都駅前 下京 烏丸通七条下る東塩小路町

ステライン烏丸五条 下京 福島町

JAPANING　HOTEL　ブリエ　京都 下京 若宮通花屋町下る四本松町

ＣＭＭ京都駅前 下京 東塩小路向畑

大宮高辻ビル 下京 大宮通り高辻下ル高辻大宮町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

相鉄フレッサイン京都四条烏丸 下京 綾小路通烏丸西入童侍者町

Le　Studio　五条高倉 下京 高倉通五条上る亀屋町

レジステイ　烏丸五条 下京 烏丸通五条下る大坂町

R.STAR HOSTEL KYOTO JAPAN 下京 室町通松原下る元両替町

Ａｐａｒｔｍｅｎｔ　Ｈｏｔｅｌ　７ｋｅｙ　Ｓ　Ｋｙｏｔｏ 下京 新町通綾小路下ル船鉾町

アーバン樹下京都駅前 下京 下魚棚通油小路東入東町

葵HOTEL　プレミアム 下京 木屋町通松原上ル三丁目天王町

FUGA　STAY　四条大宮 下京 岩上通四条下ル佐竹町

ホテルリソル京都　四条室町 下京 室町通高辻上る山王町

ハレ京都丹波口 下京 西新屋敷下之町

Enzo Kyoto Gojo 下京 富小路通松原下る本上神明町

RESISTAY　cotorune　KYOTO 下京 東洞院通七条上る飴屋町

おおきにホテルズ烏丸五条アパートメント 下京 新町通り五条下る蛭子町

TUNE STAY KYOTO 下京 七条通新町西入夷之町

京都街宿　四条烏丸 下京 新町通高辻下る御影町

清栄ホテル京都河原町 下京 松原中之町

東寺洛南会館 南 九条町

株式会社近鉄・都ホテルズ　都ホテル　京都八条 南 西九条院町

京都第一ホテル 南 東九条下殿田町

いまいビル 南 東九条上殿田町

イビスタイルズ　京都ステーション 南 東九条上殿田町

アルモントホテル京都 南 東九条西岩本町

ホテル　エルシエント京都　　（旧エルイン京都） 南 東九条東山王町

ホテルセントノーム京都 南 東九条東山王町

ピースホステル京都 南 東九条東山王町

ダイワロイネットホテル京都八条口 南 東九条北烏丸町

ホテル　アンテルーム京都 南 東九条明田町

サクラテラス 南 東九条烏丸町

ＨＯＴＥＬ　ＳＨＥ，ＫＹＯＴＯ 南 東九条南烏丸町

グリーンリッチホテル京都駅南 南 東九条下殿田町

SAKURA TERRACE THE GALLERY South 南 東九条上殿田町

ＳAKURA TERRACE THE GALLERY Nｏｒｔｈ 南 東九条上殿田町

サクラテラス　ザ・アトリエ 南 東九条北烏丸町

LAホテル京都 南 東九条上御霊町

京都ゲストハウス　RIRASO 南 唐橋門脇町

SUNRISE　SUITES 南 西九条比永城町，西九条南田町

相鉄フレッサイン京都駅八条口 南 東九条西山王町

ＨＯＴＥＬ　ＫＩＲＯ　ＫＹＯＴＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ 南 東九条上御霊町

ＣＭＭクリステート京都 南 東九条西山王町

株式会社　ネットウェーブ 南 東九条河西町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　ホテル，旅館

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

Hotel KANSO 南 東九条北松ノ木町

ハレ京都東寺 南 東寺東門前町

花園会館 右京 花園木辻北町

サンメンバーズ京都嵯峨 右京 嵯峨広沢南野町

観光旅館　嵯峨グレースホテル 右京 嵯峨新宮町

公立学校共済組合 嵐山保養所 右京 嵯峨天竜寺角倉町

出版健康保険組合　京都保養施設　すみのくら 右京 嵯峨天竜寺造路町

京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん 右京 嵯峨天竜寺芒ノ馬場町

株式会社　嵐山辨慶 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

もみぢ家 別館　川の庵 右京 梅ケ畑西ノ畑町

もみぢ家本館　高雄山荘 右京 梅ヶ畑西ノ畑町

オリックス京都嵐山荘 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア 右京 嵯峨天龍寺造路町

旅亭　嵐月 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都　E・F棟 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都　B・C・D棟 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

THE LIMELIGHT KYOTO 右京 花園伊町

MUNI　KYOTO 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

ホテル和茶和茶 西京 大枝沓掛町

ホテル　ラ・シエスタ 西京 大枝沓掛町

京都　嵐山温泉　花伝抄 西京 嵐山西一川町

星のや京都 西京 嵐山元録山町

京嵐山亭 西京 嵐山西一川町

三井物産株式会社　嵐山寮 西京 嵐山中尾下町

株式会社　渡月亭　（秀山閣） 西京 嵐山中尾下町

株式会社　渡月亭　（碧川閣） 西京 嵐山中尾下町

合歓の旅籠　嵐山 西京 嵐山中尾下町

The Grand West Arashiyama 西京 嵐山上海道町

リバーサイド嵐山 西京 嵐山中尾下町

ホテル　シャルマン 伏見 下鳥羽広長町

清和荘 伏見 深草越後屋敷町

電源開発　深草荘 伏見 深草願成町

アーバンホテル京都 伏見 深草西浦町

宗教法人　伏見稲荷大社　参集殿 伏見 深草藪之内町

アーバン イン 伏見 伏見 西大手町，周防町

HOTEL　IN　THE　GREEN 伏見 竹田西小屋ノ内町

ホテル　BRIO 伏見 竹田西小屋ノ内町

ホテル 星の砂 伏見 竹田西小屋ノ内町

ホテル　サラ・デル・レイ 伏見 竹田小屋ノ内町

京都　和蔵 伏見 竹田西小屋ノ内町
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主要用途：　ホテル，旅館
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建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

ホテル　ハグハグ　京都店 伏見 竹田西小屋ノ内町

ロータス 伏見 竹田東小屋ノ内町

ＨＯＴＥＬ　MYTH　Rinata　 伏見 竹田東小屋ノ内町

ＨＯＴＥＬ　ＧＲＡＳＳＩＮＯ　ＵＲＢＡＮ　ＲＥＳＯＲＴ 伏見 竹田東小谷ノ内町

ホテル　ゆめや 伏見 中島秋ノ山町

近畿荘 伏見 南新地

ホテル　Wスタイル 伏見 淀美豆町

ホテル　ティアラ 伏見 淀美豆町

ホテルグレース 伏見 羽束師菱川町

寿々喜荘 伏見 成町

HOTEL　Kara　hana　（ホテル　カラハナ） 伏見 羽束師菱川町

HOTEL Ｓtyle＆Lish 伏見 羽束師菱川町

バロンゲストハウスＰＪ 伏見 深草秡川町
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（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

はま寿司　金閣寺店 北 衣笠天神森町

お食事処　錦鶴 北 衣笠馬場町

株式会社　キャピタル東洋亭本店 北 上賀茂岩ケ垣内町

エンターティメントオメガ　白梅町店 北 北野上白梅町

串八・傳七寿司　白梅町店 北 北野上白梅町

カラオケビルド白梅町店 北 北野上白梅町

びっくりドンキー河原町店 上京 河原町通丸太町下る伊勢屋町

第２高橋ビル 上京 今出川通室町東入今出川町

畑かく 上京 御霊前通烏丸西入る内構町

キング千本店 上京 千本通一条下る北伊勢殿構町

スーパードーム千本中立売店 上京 中立売通千本東入丹波屋町

ＳＡＫＵＲＡ　ＢＬＤ　今出川Ⅱ 上京 今出川通室町東入今出川町

貴船荘 左京 鞍馬貴船町

エンターテイメントオメガ北白川 左京 一乗寺宮ノ東町

六盛西店 左京 岡崎西天王町

株式会社　下鴨茶寮　本店 左京 下鴨宮河町

京都ハンディクラフトセンター（東館） 左京 聖護院円頓美町

南禅寺順正（涼庭閣・別館） 左京 南禅寺草川町

かに道楽　北白川店 左京 北白川下別当町

株式会社ワールドコーヒー　本社ビル 左京 北白川久保田町

恵美須ビル 左京 川端通丸太町下る下堤町

貴船温泉水源の森　天山之湯 左京 鞍馬貴船町

京料理　萬重 中京 大宮通上立売下る芝大宮町

平田観光株式会　社商業ビル（京都西木屋町店） 中京 河原町三条下る二丁目東入北車屋町

ラウンドワン京都河原町店 中京 河原町通三条下る山崎町

からふね屋珈琲店　本店 中京 河原町通三条下る大黒町

アサヒビール京都三条ビル 中京 河原町通三条下ル大黒町

フォーラム西木屋町 中京 河原町通三条下る大国町

佐野ビル 中京 河原町通三条下る二丁目東入る北車屋町

ジャンボカラオケ広場 河原町六角店 中京 河原町通三条下ル山崎町

六角テラス 中京 河原町通三条下る二丁目山崎町

古城ビル 中京 河原町通蛸薬師下ル塩屋町

スーパージャンカラ　河原町店 中京 河原町通三条下ル３丁目奈良屋町

膳処漢　ぽっちり 中京 錦小路通室町西入ル天神山町

神泉苑　平八　平安殿 中京 御池通神泉苑町東入門前町

ジャンボカラオケ広場　三条河原町店 中京 三条通河原町西入ル石橋町

文明堂京都ビル 中京 三条通河原町東入大黒町

1928ビル 中京 三条通御幸町東南角弁慶石町

かに道楽　京都本店 中京 三条通寺町西入天性寺前町

主要用途：　飲食店，遊技場，公衆浴場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
　　　　　　　　待合，料理店
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　飲食店，遊技場，公衆浴場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
　　　　　　　　待合，料理店

エンターテイメントオメガ寺町（Aブレイクビル） 中京 寺町通錦小路下ル東大文字町

ウィズユー 中京 寺町通錦小路上ㇽ円福寺前町

デ・マッセ大宮店 中京 壬生御所ノ内町

壬生温泉はなの湯 中京 壬生松原町

星池ビル 中京 西ノ京星池

いづもやビル 中京 先斗町通四条上る柏谷町

大宮オメガ 中京 大宮通四条上ル錦大宮町

ＦＳ木屋町ビル 中京 東木屋町通四条上る三丁目材木町

リバースイート京都鴨川迎賓館 中京 木屋町通三条上る上大阪町

料亭竹 中京 木屋町通二条下ル上樵木町

キヤマチジャンクションビル 中京 木屋町通三条上る上大阪町

黄桜株式会社　三条木屋町ビル 中京 三条通木屋町下ル材木町

吉村ビル 中京 室町通四条上ル菊水鉾町

TATビル 中京 寺町通御池上る上本能寺前町

文椿ビルヂング 中京 三条烏丸西入御倉町

梅軒ビル 中京 烏丸通四条上ル笋町

ＤＵＣＥ　mix　ビルヂング 中京 三条高倉東入枡屋町

ＷＥＳＴ１８ 中京 六角通東洞院西入堂之前町

幸楽ビル 中京 河原町通蛸薬師下ル奈良屋町

コリキビル 中京 木屋町通四条上る２丁目下樵木町

フォーラム木屋町・先斗町 中京 木屋町通四条上る鍋屋町

いろはかるた本店 中京 東木屋町通四条上下樵木町

三条館ビル 中京 三条通河原町西入大黒町

レストランスター京極店 中京 新京極通四条上ル中之町

京都牛懐石　稲吉 中京 先斗町通蛸薬師下る梅之木町

小町ビル 中京 新京極通三条下る桜之町

リベルタス錦小路 中京 錦小路通東洞院東入西魚屋町

先斗町朝日ビル 中京 先斗町四条上ル西側鍋屋町

遊里香ビル 中京 木屋町通三条上る上大阪町

京町屋すいしん本店 中京 先斗町通三条下る材木町

六角ミュージアム 中京 河原町通三条下る二丁目山崎町

ＳＳＳビル 中京 河原町二条下ル一之船入町

栞ビル 中京 先斗町四条上る松本町

ＣＥＯ　ＫＩＹＡＭＡＣＨＩ 中京 河原町通三条上る恵比須町

木屋町ＢＥＳＴ．ＢＬＤ 中京 河原町通三条下る大黒町

三条ＣＯＨＪＵ　ＢＬＤＧ 中京 三条烏丸通東入ル梅忠町

伊藤ビル 中京 東木屋町通四条上る鍋屋町

永原ビル 中京 西木屋町通四条上る紙屋町

三条大橋近江屋 中京 三条通河原町東入中島町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　飲食店，遊技場，公衆浴場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
　　　　　　　　待合，料理店

ＣＵＢＥ　御池 中京 烏丸通姉小路下る場之町

河原町くらもとビル 中京 河原町通四条上ル米屋町

三条木屋町ビル I 中京 中島町

エリゼビル 中京 恵比須町

三条木屋町ビルⅡ 中京 中島町

河原町　ＤＥＣＫ　bｙ　ＣＯＡＳＴ 中京 河原町通蛸薬師上る奈良屋町

餃子の王将　四条大宮店 中京 四条通大宮西入錦大宮町

京のとんぼ店 中京 河原町通蛸薬師下る塩屋町

京都府旅館会館 中京 御池通御幸町亀屋町

東洞院ハクセイビル 中京 東洞院通四条上ル阪東屋町

ザ　ソウドウ　東山　京都　（A棟） 東山 八坂通下河原東入八坂上町

菊の井 東山 下河原通八坂鳥居前下る下河原町

花見小路ビル 東山 新橋大和大路東入二丁目清本町

札幌　かに家　京都店 東山 祇園町南側

株式会社　一力亭 東山 祇園町南側

株式会社　桝梅 東山 祇園町南側

祇園辻利　祇園本店 東山 祇園町南側

ムーンビューティ祇園ビル 東山 祇園町北側

ヴァンドーム祇園 東山 四条通大和大路東入ル祇園町北側

ニュー祇園ビル 東山 祇園町北側
冨貴ビル 東山 祗園町北側

松湯ビル 東山 祇園八坂新地清本町

高台寺ひらまつ（レストランひらまつ高台寺）　A棟 東山 高台寺南門通下河原東入桝屋町

高台寺ひらまつ（高台寺＋牛庵）　B棟 東山 高台寺南門通下河原東入桝屋町

尚美ビル 東山 三条通大橋東入大橋町

祇園ＯＫＩビル 東山 四条通大和大路西入ル中之町

ヤサカ衹園ビル 東山 衹園町北側

ビルオークラ 東山 新橋通大和大路東入2丁目橋本町

株式会社梅山堂第三営業所 東山 清水一丁目

株式会社梅山堂第一営業所 東山 清水一丁目

清水順正（おかべ家） 東山 清水二丁目

 kiyomizuビル 東山 清水門前松原産寧坂西入清水４丁目

レストラン菊水 東山 川端四条上ル川端町

焼肉天壇　祗園本店 東山 川端四条下ル宮川筋1丁目

Ｆ－１ 東山 宮川筋一丁目

祇園大和ビル 東山 大和大路通三条下ル弁財天町

備前屋ビル 東山 八坂新地富永町

ビルミヤザキ 東山 八坂新地清本町

ザ・バレル祇園井みねビル 東山 八坂新地末吉町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　飲食店，遊技場，公衆浴場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
　　　　　　　　待合，料理店

日宝ベルジェ祇園 東山 大和大路通四条上ル弐筋目東入ル末吉町

プレサージュ祇園 東山 林下町

ウインズ京都 東山 大和大路四条下ル4丁目小松町

清水順正（五龍閣） 東山 清水二丁目

ザ　ソウドウ　東山　京都　　（C・D棟） 東山 八坂通下河原東入八坂上町

勢州楼 東山 祇園

ザ　ソウドウ　東山　京都　　（H棟） 東山 八坂通下河原東入八坂上町

Ｃabin　三条　AQUA 東山 大和大路通三条下ル新五軒町

リバティービル 東山 八坂新地清本町

志満家ビル 東山 四条通大和大路西入中之町

白川ビル 東山 大和大路通四条上ル常盤町

祇園華月ビル 東山 大和大路四条上る廿一軒町

室谷ビル 東山 八坂新地末吉町

アサヒ６号館 東山 大和大路通四条上ル二丁目常盤町

ぎおん　上田ビル 東山 大和大路四条上る富永町

井澤ビル 東山 祇園町北側

ルイ１世ビル 東山 大和大路三条下る弁財天町

GION　WEST　bldg 東山 富永通大和大路東入ル富永町

祇園東ビル 東山 祇園町北側

第2ＥＦビル 東山 祇園町北側

ギオンプラザ 東山 祇園町北側

阪下ビル（ぎおん石） 東山 祇園町南側

京料理　いそべ 東山 円山町

祇園ホワイトビル 東山 四条大和大路東入ル祇園町北側

祇をん　松乃 東山 祇園南座東四軒目

美人茶屋　祇園店 東山 大和大路通四条上ル常盤町

鴨東四条ビル 東山 大和大路通四条上る常盤町

祇園下河原ビル　（京ばんビル） 東山 祇園清井町

アップルビル 東山 大和大路四条下ル大和町

豆寅 東山 祇園町南側

道場ビル 東山 富永町通東大路西入ル祇園町北側

新橋クリスタルビル 東山 花見小路新橋東入る橋本町

わたぢビル 東山 大和大路四条下ル大和町

ラ・クープ 東山 新橋通花見小路東入る橋本町

嘉祥窯作品陳列舗・阿古屋茶屋 東山 清水寺門前産寧坂北入清水三丁目

今井アートビル 東山 清本町

ＫＯＮＡビル 東山 大和大路通四条上る廿一軒町

上柳ビル 東山 四条通大和大路東入る祇園町北側

ＫＯＴＯＷＡ　京都　八坂 東山 祇園町北側
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　飲食店，遊技場，公衆浴場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
　　　　　　　　待合，料理店

JR山科駅NKビル 山科 安朱中小路町

鶴喜そば　山科店 山科 小山北溝町

天壇 The Dining 山科 大宅烏田町

百萬ドル山科東野店 山科 東野百拍子町

カラオケBanBan山科店 山科 椥辻西潰

グラビィ 下京 烏丸通七条下る東境町

ブーケガルニ 下京 七条烏丸桜木町

大将軍京都駅前ビル 下京 塩小路通烏丸西入東塩小路町

飯田ビル 下京 塩小路通烏丸東入東塩小路町

KCS四条橋本町 下京 四条通橋本町

京都証券ビル 下京 四条通東洞院東入立売西町

マクドナルド四条河原町店 下京 寺町通四条東下ル貞安前之町

京料理　ちもと 下京 斎藤町

メルパルク京都 下京 東洞院通七条下ル東塩小路町

雪月花 下京 木屋町通松原上る2丁目和泉屋町

FUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORT 下京 木屋町松原上る美濃屋町

四条烏丸大西ビル 下京 四条通新町東入月鉾町

大和開発　京都駅前ビル 下京 東洞院通七条下ル2丁目東塩小路町

池坊学園 エントランス棟 下京 室町通四条下る鶏鉾町

ＰＯＮＴＯビル 下京 四条小橋東入橋本町

ニューイケゼンビル 下京 四条通寺町東入御旅町

北阪ビルディング 下京 万寿寺通烏丸西入御供石町

京栄第一ビル 下京 寺町通五条上ル西橋詰町

サンプレ京都ビル 下京 西洞院通七条下ル東塩小路町

京の焼肉処　弘　京都駅前店 下京 東洞院通七条下る塩小路町

京都駅前SKビル 下京 東洞院通七条下ル2丁目東塩小路町

露庵　菊乃井 下京 西石垣通四条下る斎藤町

四条ビヨンドビル 下京 四条通烏丸東入長刀鉾町

ドトールコーヒーショップ京都四条大橋店 下京 四条通小橋東入橋本町

四条河原町ビル 下京 順風町

藤吉ビル 下京 東塩小路町

ＧＲＡＮＤ　ＣＵＢＥ四条 下京 四条高倉西入る立売西町

京料理　田ごと　四条本店 下京 四条通河原町西入ル御旅町

マインズ・コム四条大宮 下京 立中町

エビススクエア 下京 七条通新町西入夷之町

アトールテラス鴨川 下京 木屋町通五条上ル下材木町

ブライトン京都駅前 下京 東塩小路町

ジェイズ 南 吉祥院内河原町

パーラールート１ 南 上鳥羽上調子町

14 / 31 ページ



定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　飲食店，遊技場，公衆浴場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
　　　　　　　　待合，料理店

西大路ラッキー 南 唐橋西平垣町

ＬＯＦＴ１６ 南 唐橋西平垣町

玉ちゃん倶楽部 南 東九条南山王町

トップワン十条店 南 東九条柳下町

嵐山　熊彦 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

さがの温泉　天山の湯 右京 嵯峨野宮ﾉ元町

西院ラッキー（ジャンボカラオケ広場西院駅前店） 右京 西院高山寺町

平田観光株式会社　商業ビル（京都西院店） 右京 西院三蔵町

冨士ビル 右京 西院三蔵町

パラ西院店 右京 西院四条畑町

キューブ 右京 西院春栄町

スーパードーム西院店スロット館 右京 西院東淳和院町

スーパードーム西院店パチンコ館 右京 西院東淳和院町

ノア京都西ビル 右京 町ノ坪町

かっぱ寿司西京極店 右京 西京極東大丸町

コード太秦店 右京 太秦下刑部町

嵯峨野ラッキー 右京 太秦御所ﾉ内町

ケービーグランド　梅津店 右京 梅津段町

デ・マッセ梅津店 右京 梅津南広町

傳七すし　西院店 右京 西院巽町

小川珈琲株式会社 本社 右京 西京極北庄境町

筍亭 西京 樫原鴫谷

チファジャ上桂店 西京 桂徳大寺町

ビッグエコー京都桂店 西京 上桂前田町

京都嵐山温泉　湯浴み処　風風の湯 西京 嵐山上河原町

あそび場　洛西店 西京 中山町

平安建設ビル 西京 上桂三ノ宮町

桂ビル 西京 山田平尾町

玉光湯ひじりのね伏見店＆株式会社瓦熊　本社事務所 伏見 羽束師菱川町

新堀川スーパードーム 伏見 下鳥羽浄春ヶ前町

スロットバーコードエス 伏見 下鳥羽南六反長町

ラウンドワン京都伏見店 伏見 下鳥羽平塚町

魚三楼 伏見 京町３丁目

京の台所月の蔵人 伏見 上油掛町

天壇　竹田店 伏見 竹田久保

伏見　力の湯 伏見 竹田青池町

かに道楽 伏見店 伏見 竹田藁屋町

スーパードーム桃山店 伏見 桃山町西尾

イチバン久御山淀店 伏見 淀生津町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　飲食店，遊技場，公衆浴場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
　　　　　　　　待合，料理店

両替町４丁目　テナントビル 伏見 両替町4丁目

キザクラカッパカントリー 伏見 塩屋町

くれたけビル 伏見 京町４丁目

仁科ビル 伏見 京町４丁目

ユートピアプラザビル 伏見 納屋町

ＯＮＯＧＯＲＯ　ビル 伏見 段川原町

ジャンボカラオケ広場　六地蔵店 伏見 桃山町西尾
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

衣笠幼稚園 北 衣笠衣笠山町

佛教大学　１２号館 北 衣笠東開キ町

立命館大学 衣笠キャンパス 西園寺記念館 北 衣笠氷室町

学校法人　桃林幼稚園 北 紫竹高縄町

今宮幼稚園 北 紫野今宮町

京都教育大学附属京都小学校　本館・給食室 北 紫野東御所田町

京都教育大学附属京都小学校 多目的教室棟 北 紫野東御所田町

体育館　(大谷大学) 北 小山上総町

立命館小学校 北 小山西上総町

京都教育大学附属京都中学校 特別教室北棟 北 小山南大野町

京都教育大学附属京都中学校 本館 北 小山南大野町

洛星中学校・洛星高等学校 北校舎（中央棟・EW・WW） 北 小松原南町

洛星中学校・洛星高等学校 大講堂 北 小松原南町

洛星中学・洛星高等学校 芸術棟 北 小松原南町

洛星中学校・洛星高等学校 ミレニアム館 北 小松原南町

京都産業大学 本館 北 上賀茂本山

京都産業大学 神山天文台 北 上賀茂本山

京都産業大学 １号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 ４号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 新５号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 大教室棟（６号館） 北 上賀茂本山

京都産業大学 ８号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 ９号館（大学院） 北 上賀茂本山

京都産業大学 １０号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 １１号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 １２号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 １３号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 １４号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 １５号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 第１研究室棟 北 上賀茂本山

京都産業大学 第２研究室棟 北 上賀茂本山

京都産業大学 第3研究室棟・第4研究室棟 北 上賀茂本山

京都産業大学 第５研究室棟 北 上賀茂本山

京都産業大学 第１実験室棟（生物）　１６号館 北 上賀茂本山

京都産業大学 第２実験室棟（情報） 北 上賀茂本山

京都産業大学 中央図書館・書庫棟 北 上賀茂本山

京都産業大学 神山ホール 北 上賀茂本山

京都産業大学 総合体育館 北 上賀茂本山

京都産業大学 第１・第２課外活動棟 北 上賀茂本山

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

京都産業大学 総合グラウンド管理棟 北 上賀茂本山

京都産業大学 総合グラウンド屋内野球練習場 北 上賀茂本山

京都産業大学 第２体育館 北 上賀茂津ノ国町

立命館大学 衣笠キャンパス 柊野室内練習場 北 上賀茂柊谷町

京都府立医科大学花園学舎 体育館 北 大将軍西鷹司町

佛教大学 ８号館 北 鷹峰旧土居町

佛教大学　１０号館 北 鷹峰旧土居町

佛教大学 ５号館 北 鷹峰木ノ畑町

立命館大学 衣笠キャンパス 存心館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 志学館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 以学館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 研心館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 学而館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 有心館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 啓明館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 洋洋館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 恒心館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 諒友館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 修学館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 尽心館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 明学館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 尚学館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 敬学館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 至徳館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 充光館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 末川記念会館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 学生会館 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス アートリサーチセンター 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス アカデメイア立命21 北 平野上柳町

立命館大学 衣笠キャンパス 歴史都市防災研究所 北 等持院北町

立命館大学 衣笠キャンパス 創思館 北 等持院北町

立命館 衣笠キャンパス 究論館 北 平野上柳町

佛教大学　1号館 北 紫野北花ノ坊町

佛教大学　礼拝堂 北 鷹峰木の畑町

総合地球環境学研究所 北 上賀茂本山

京都産業大学　サギタリウス館　雄飛館 北 上賀茂本山

京都産業大学　万有館 北 上賀茂本山

同志社大学　寒梅館 上京 御所八幡町

平安女学院　中学・高等学校（４号館） 上京 下立売通烏丸西入武衛陣町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

平安女学院　中学・高等学校（６号館） 上京 下立売通烏丸西入養安町

平安女学院　中学・高等学校　（昭和館） 上京 下立売通烏丸西入武衛陣町

平安女学院　大学・短期大学　（室町館） 上京 下立売通烏丸西入武衛陣町

平安女学院　中学・高等学校（体育館） 上京 下立売通烏丸西入武衛陣町，養安町

京都府立医科大学　基礎医学学舎 上京 河原町通広小路上ル梶井町

京都府立医科大学 大学本部棟 上京 河原町通広小路上ル梶井町

京都府立医科大学　管理棟 上京 河原町通広小路上ル梶井町

京都府立医科大学 看護学学舎 上京 清和院口寺東入中御霊町

長浜バイオ大学　京都ＣＡＭＰＵＳ河原町学舎 上京 九軒町

コナミスポーツクラブ京都丸太町 上京 駒之町

京都府立医科大学 体育館 上京 清和院口寺東入中御霊町

本門佛立宗　佛立教育専門学校 上京 下竪町

同志社大学　神学館 上京 今出川烏丸東入新北小路町

同志社大学 図書館 上京 今出川通烏丸東入玄武町

同志社大学　寧静館 上京 今出川烏丸東入相国寺門前町

同志社大学　光塩館 上京 今出川烏丸東入玄武町

同志社大学　志高館 上京 今出川烏丸東入相国寺門前町

同志社女子中学校・高等学校 希望館・静和館・新生館 上京 今出川通寺町西入三丁目常盤井殿町

同志社女子大学　 栄光館 上京 今出川通寺町西入玄武町

同志社女子大学 ジェームズ館 上京 今出川通寺町西入玄武町

同志社女子大学 デントン館 上京 今出川通寺町西入玄武町

同志社女子大学 心和館 上京 今出川通寺町西入玄武町

同志社女子大学 純正館 上京 今出川通寺町西入玄武町

同志社女子大学 図書館 上京 今出川通寺町西入玄武町

新島会館(同志社大学) 上京 松蔭町

同志社幼稚園 上京 常盤井殿町

裏千家学園茶道専門学校 上京 小川通寺之内上る本法寺前町

同志社大学　渓水館 上京 新町今出川上る西入元本満寺町

同志社大学 尋真館 上京 近衛殿表町

同志社大学　新町別館 上京 西大路町

京都府立医科大学　附属図書館・合同講義棟 上京 清和院口寺町東入中御霊町

京都美容専門学校 上京 竹屋町通千本東入主税町

学校法人　京都保健衛生専門学校 上京 千本通竹屋町東入主税町

駿台予備学校　京都校 上京 堀川丸太町下ル下堀川町

アフィシオン堀川 上京 堀川通今出川上る南船橋町

平安女学院　中学・高等学校　（２号館） 上京 下立売通烏丸西入五町目町，武衛陣町

ひまわり幼稚園 上京 西堀川通竹屋町上ル下堀川町，中之町

京都美山高等学校 上京 一条通西洞院東入元真如堂町及び讃州寺町

北村美術館 上京 御車道通清和院口上ル梶井町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

中信美術館 上京 下立売通油小路東入ル西大路町

相国寺 承天閣美術館 上京 今出川通り東入ル相国寺門前町

同志社女子大学　新心館 上京 今出川通寺町西入玄武町

エルスポーツ京都 左京 一乗寺高槻町

永観堂学園　幼稚園 左京 永観堂町

東山中学校・高等学校 北館校舎 左京 永観堂町

京都国立近代美術館 左京 岡崎円勝寺町

京都文教中学校・高等学校　１号館 左京 岡崎円勝寺町

京都文教中学校・高等学校　２号館 左京 岡崎円勝寺町

京都文教中学校・高等学校　第一体育館 左京 岡崎円勝寺町

京都文教短期大学付属小学校 左京 岡崎円勝寺町

京都外国語専門学校　本館 左京 岡崎徳成町

ノートルダム学院小学校 講堂・体育館 左京 下鴨南野々神町、左京区下鴨梁田町

ノートルダム学院小学校　プール 左京 下鴨南野々神町、左京区下鴨梁田町

京都ノートルダム女子大学　ソフィア館 左京 下鴨南野々神町、左京区下鴨梁田町

京都ノートルダム女子大学　テレジア館 左京 下鴨南野々神町、左京区下鴨梁田町

京都ノートルダム女子大学 ユージニア館（別館） 左京 下鴨南野々神町,左京区下鴨梁田町

京都ノートルダム女子大学 ユニソン会館 左京 下鴨南野々神町,左京区下鴨梁田町

京都ノートルダム女子大学 キャロライン館 左京 下鴨南野々神町、下鴨梁田町

京都府立大学 　本館・合同講義室棟 左京 下鴨半木町

京都府立大学 １号館 左京 下鴨半木町

京都府立大学 ２号館 左京 下鴨半木町

京都府立大学 ３号館 左京 下鴨半木町

京都府立大学 ４号館 左京 下鴨半木町

京都府立大学 ５号館 左京 下鴨半木町

京都府立大学　６号館 左京 下鴨半木町

京都府立大学 　7号館 左京 下鴨半木町

京都府立大学 体育館 左京 下鴨半木町

京都府立大学 第２体育館 左京 下鴨半木町

同志社中学校・同志社高等学校 恵潤館・柔志館 左京 岩倉大鷺町、岩倉忠在地町

同志社中学校・同志社高等学校 立志館・想遠館・万象館 左京 岩倉大鷺町、岩倉忠在地町

同志社中学校・高等学校 メデュアセンター知創館 左京 岩倉大鷺町,岩倉忠在地町

同志社中学校・高等学校 宿志館 左京 岩倉大鷺町,岩倉忠在地町

同志社中学校・高等学校　雄飛館 左京 岩倉大鷺町，岩倉忠在地町

同志社小学校 左京 岩倉大鷺町

学校法人京都精華大学 ５号館 左京 岩倉木野町

学校法人　京都精華大学 風光館 左京 岩倉木野町

学校法人京都精華大学 ７号館 左京 岩倉木野町

学校法人 京都精華大学 春秋館 左京 岩倉木野町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

学校法人　京都精華大学 自在館 左京 岩倉木野町

京都大学　大学文書館(河原) 左京 吉田河原町

京都精華学園中学高等学校 左京 吉田河原町

京都大学　第一臨床研究棟 左京 聖護院川原町

京都大学　医学部Ｅ棟 左京 吉田橘町

京都大学　医学部図書館 左京 吉田橘町

京都大学　総合解剖センター 左京 吉田橘町

京都大学　医学・生命科学総合研究棟 左京 吉田本町

京都大学　近衛館 左京 吉田近衛町

京都大学　楽友会館 左京 吉田近衛町

吉田幼稚園 左京 吉田上大路町

京都大学　総合体育館 左京 吉田泉殿町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 研究交流施設
（まりこうじ会館）

左京 吉田泉殿町

京都大学　吉田南４号館 左京 吉田二本松町

京都大学　吉田南１号館 左京 吉田二本松町

 京都大学　総合人間学部棟 左京 吉田二本松町

京都大学　吉田南2号館 ・3号館 左京 吉田二本松町

京都大学　総合研究17号棟 左京 吉田本町

京都大学　特高変電所 左京 吉田本町

京都大学　総合研究１５号館(旧建築学教室本館) 左京 吉田本町

京都大学　学術研究支援棟 左京 吉田本町

京都大学　総合研究１号館・プロジェクトラボ 左京 吉田本町

京都大学　文学部東館 左京 吉田本町

京都大学　本部棟 左京 吉田本町

京都大学　法経済学部本館 左京 吉田本町

京都大学　附属図書館 左京 吉田本町

京都大学　福井謙一記念研究センター本館 左京 高野西開町

 公益財団法人　泉屋博古館 左京 鹿ヶ谷下宮ノ前町

ノートルダム女学院　中学高等学校　本館 左京 鹿ケ谷桜谷町

ノートルダム女学院　中学高等学校　体育館 左京 鹿ヶ谷桜谷町

国立大学法人　京都工芸繊維大学　東3号館 左京 松ケ崎橋上町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 美術工芸資料館 左京 松ケ崎海道町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 東１・２号館・デザイン
ファクトリー

左京 松ケ崎海道町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 付属図書館 左京 松ケ崎橋上町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 西実験棟 左京 松ケ崎海道町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 体育館 左京 松ケ崎橋上町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 ３・４・５号館・合同講義
室

左京 松ケ崎海道町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 １・２号館 左京 松ケ崎御所橋上町
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国立大学法人　京都工芸繊維大学 総合研究棟・10・11・12
号館

左京 松ケ崎御所糺田町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 ６・７・８号館 左京 松ケ崎海道町

国立大学法人　京都工芸繊維大学　大学センターホール 左京 松ケ崎御所橋上町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 大学会館 左京 松ケ崎糺田町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 創造連携センター南北
棟

左京 松ケ崎糺田町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 ベンチャーラボラトリー
棟

左京 松ケ崎海道町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 KIT HOUSE 左京 松ケ崎海道町

京都大学　南部総合研究１号館・ウイルス再生研１号館 左京 聖護院川原町

京都大学医学部附属病院　サービスサプライ棟 左京 聖護院川原町

京都大学　特高変電所　(南部) 左京 聖護院川原町

京都大学　ウイルス再生研２号館 左京 聖護院川原町

京都大学　 分子生物実験研究棟 左京 聖護院川原町

京都大学　医学部人間健康科学科棟 左京 聖護院川原町

京都踏水会体育施設 左京 川端通丸太町下る東竹屋町

学校法人　京都コンピュータ学院　鴨川校 左京 田中下柳町

京都大学　清風会館 左京 田中関田町

京都大学　総合研究棟 左京 田中関田町

スポーツクラブ・ヘミング出町 左京 田中関田町

東山中学校・高等学校 西館校舎 左京 永観堂町

京都造形芸術大学 松麟館 左京 北白川瓜生山町

京都造形芸術大学 天心館 左京 北白川瓜生山町

京都造形芸術大学 地心館 左京 北白川瓜生山町

京都造形芸術大学　高原北館 左京 田中高原町，田中東高原町

京都造形芸術大学　希望館 左京 北白川上終町

京都造形芸術大学 秀徳館 左京 北白川上終町

京都朝鮮中高級学校 左京 北白川外山町

京都大学　北部総合教育研究棟 左京 北白川追分町

京都大学　理学研究科１号館 左京 北白川追分町

京都大学　農学部総合館 左京 北白川追分町

京都大学　東アジア人文情報学研究センター 左京 北白川東小倉町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 遺伝子資源センター 左京 松ヶ崎街道町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 科学教育研究センター 左京 松ヶ崎街道町

京都府立大学　教養教育共同化施設 (稲盛記念会館) 左京 下鴨半木町

京都ノートルダム女子大学　ユージニア館 左京 下鴨南野々神町、下鴨梁田町

学校法人　京都精華大学　友愛館 左京 岩倉木野町

東山中学校・高等学校 南館校舎 左京 永観堂町

国立大学法人　京都工芸繊維大学 14・15号館 左京 松ヶ崎街道町

ノートルダム学院小学校　本館 左京 下鴨南野々神町，下鴨梁田町
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報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

国立大学法人　京都工芸繊維大学　9号館 左京 松ヶ崎御所海道町

認定子ども園　京都きらら幼稚園 左京 上高野西明寺山,岩倉三宅町

京都大学　国際科学イノベーション棟 左京 吉田本町

京都大学　南部給水センター 左京 吉田下阿達町

京都大学　東一条館 左京 吉田中阿達町

京都大学　学生集会所 左京 吉田近衛町

ノートルダム女学院　中学高等学校　ユージニア館 左京 鹿ケ谷桜谷町

京都大学　iPS細胞研究所第2研究棟 左京 聖護院川原町

京都造形芸術大学 創々館 左京 北白川上終町

京都大学　国際高等教育院 左京 吉田二本松町

京都文教中学校・高等学校　3号館 左京 岡崎円勝寺町

菊の花幼稚園 左京 上高野東氷室町，上高野氷室山

京都情報大学院大学 左京 田中門前町

京都大学　iPS細胞研究所第3研究棟 左京 聖護院川原町

キャリエールホテル旅行専門学校 中京 河原町三条上ル

京都カトリック信愛幼稚園 中京 河原町通二条下ル二丁目下丸屋町

京都文化医療専門学校 中京 御池通堀川西入池元町

京都医健専門学校 第1校舎 中京 三条通室町西入衣棚町

京都医健専門学校 第2校舎 中京 三条通室町西入衣棚町

大西清右衛門美術館 中京 三条通新町西入ル釜座町

河合塾京都校 中京 三条通東洞院東入ル菱屋町

学校法人両洋学園 京都両洋高等学校 本館棟 中京 壬生上大竹町

学校法人両洋学園 京都両洋高等学校 体育館棟 中京 壬生上大竹町

学校法人両洋学園 京都両洋高等学校 翔志館棟 中京 壬生上大竹町

洛陽総合高等学校 洛陽会館 中京 西ノ京春日町

洛陽総合高等学校　A、Ｂ、C棟 中京 西ノ京春日町

近畿高等看護専門学校 中京 西ノ京小堀池町

コ・ス・パ　二条 中京 西ノ京星池町

洛陽幼稚園 中京 西ノ京中御門西町

立命館大学朱雀キャンパス 中京 西ノ京東栂尾町

佛教大学　 二条キャンパス 中京 西ノ京栂尾町

一般社団法人　京都府歯科医師会　口腔保健センター 中京 西ノ京東栂尾町

花園大学  真人館 中京 西ノ京壺ノ内町

花園大学 拈花館 中京 西ノ京春日町

コナミスポーツクラブ西大路御池支店 中京 西ノ京東中合町

長尾谷高等学校京都校 中京 西洞院通四条上ル蟷螂山

ウェルネスクラブ オーク21 中京 蛸薬師通り烏丸東入一蓮社町

京都看護大学 中京 壬生東高田町

京都ココクルビル 中京 恵比須町
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報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

京都両洋高等学校　第二体育館 中京 西ノ京南原町

京都仏眼鍼灸理寮専門学校 東山 一橋宮ノ内町

大谷中・高等学校 旧体育館 東山 今熊野池田町

大谷中・高等学校 新体育館 東山 今熊野池田町

大谷中・高等学校 北館 東山 今熊野池田町

大谷中・高等学校 プール棟 東山 今熊野池田町

大谷中学校・高等学校 東館 東山 今熊野池田町

大谷中・高等学校 西館 東山 今熊野池田町

京都女子高等学校・京都女子中学校体育館，体育館管理
棟及びサブホール

東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　 Q校舎 東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　音楽棟実習棟 東山 今熊野日吉町

京都女子大学　音楽棟レッスン棟 東山 今熊野日吉町

京都女子大学　F校舎 東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　附属小学校校舎 東山 今熊野北日吉町

京都国際中・高等学校　学校校舎 東山 今熊野本多山町

京都国際中・高等学校　屋内体育館 東山 今熊野本多山町

京都女子大学　T校舎 東山 渋谷通東大路東入三丁目上馬町

京都女子大学　J校舎 東山 渋谷通東大路東入三丁目上馬町

華頂女子中学高等学校 東山 林下町

霊山歴史館 東山 清閑寺霊山町

泉山幼稚園 東山 泉涌寺山内町

京都女子大学　K校舎 東山 馬町通大和大路東入八丁目上馬町

華頂短期大学　2号館 東山 白川筋三条下る梅宮町

京都華頂大学　 3号館 東山 新橋通大和大路東入三丁目林下町

華頂短期大学 本館・図書館 東山 林下町

漢検　漢字博物館・図書館 東山 祇園町南側

八源ビル 東山 大和大路四条上ル常盤町

京都国立博物館　平成知新館 東山 茶屋町

京都美術工芸大学　京都東山キャンパス　北・東棟 東山 鞘町通正面下ル上堀詰町

清水台幼稚園 山科 勧修寺丸山町

京都薬科大学  S棟 山科 御陵四丁野町

京都薬科大学 グラウンド 学生会館 山科 御陵中筋町

京都薬科大学 育心館 山科 御陵中内町

京都薬科大学 教育研究総合センター 山科 御陵中内町

燈影学園　本校舎 山科 四ノ宮柳山町

 山科グランドボール 山科 西野楳本町

京都橘大学 リバティホール 山科 大宅山田町

京都橘大学 管理・特別教室棟 山科 大宅山田町

京都橘大学 清和館 山科 大宅山田町
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報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

京都橘大学 優心館 山科 大宅山田町

スポーツクラブルネサンス京都山科 山科 大宅神納町

山科幼稚園 山科 竹鼻四丁野町

東山幼稚園 園舎 山科 東野八代町

京都府医師会看護専門学校 山科 椥辻西浦町

洛和会京都厚生学校 山科 音羽八ノ坪

京都産業大学　すみれ幼稚園 山科 椥辻平田町

京都薬科大学　バイオサイエンス研究センター 山科 御陵四丁野町

京都薬科大学　創立130年記念館 山科 御陵中内町

学校法人龍谷大学　大宮学舎 南黌 下京 七条通大宮東入ル大工町

 学校法人龍谷大学　大宮学舎 北黌 下京 七条通大宮東入ル大工町

京都ＩＴ会計法律専門学校 下京 烏丸通七条下る東塩小路町

大原簿記法律専門学校　京都校 下京 烏丸通仏光寺下る大政所町

京都鉄道博物館 下京 観喜寺町

京都水族館 下京 観喜寺町

ディーズファッション専門学校 下京 堺町通松原下ル鍛冶屋町

学校法人龍谷大学 大宮学舎 清和館 下京 七条通大宮東入ル大工町

学校法人龍谷大学　大宮学舎 清風館 下京 七条通大宮東入ル大工町

池坊学園 洗心館 下京 室町通四条下る鶏鉾町

池坊学園 美心館 下京 室町通四条下る鶏鉾町

池坊学園 和心館 下京 室町通四条下る鶏鉾町

つくば開成高等学校　京都校 下京 西洞院通七条上ル福本町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校 （本館） 下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校 　(体育館) 下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校 (北校舎・北校舎新
館)

下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校(東校舎) 下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校 (南校舎) 下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校 (西校舎) 下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校 （記念体育館） 下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属　平安中学校・高等学校(至心館) 下京 大宮通七条上ル御器屋町

龍谷大学付属 平安中学校・高等学校(光顔館) 下京 大宮通七条上ル御器屋町

アーバネックス　丹波口ビル 下京 中堂寺栗田町

京都産業大学　大学施設及び付属中学校・高等学校校舎 下京 中堂寺命婦町

大原スポーツ＆メディカル専門学校京都校 下京 二帖半敷町

本願寺中央幼稚園 下京 堀川通花屋町下る本願寺門前町

学校法人龍谷大学　龍谷ミュージアム 下京 油小路正面下ル玉本町

京都中央学院 下京 油小路塩小路下る西油小路町

スポーツプラザ エース 南 吉祥院向田西町

洛南高等学校 総黌記念館 南 壬生通八条下ル東寺町
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報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

洛南高等学校　本館 南 壬生通八条下ル東寺町

洛南高等学校 第一体育館 南 壬生通八条下ル東寺町

洛南高等学校 北館 南 壬生通八条下ル東寺町

京都コンピュータ学院 京都駅前校　西館 南 西九条戒光寺町

京都コンピュータ学院 京都駅前校 南 西九条寺ノ前町

駿台予備学校　京都南校 南 西九条北ノ内町

京都メディックスビル 南 唐橋羅城門町

学校法人日整学園　アミューズ美容専門学校 南 東九条河辺町

（専）京都中央看護保健大学校　(本館） 南 東九条松田町

駿台京都駅前校 南 東九条上殿田町

イリアス朝日商事ビル 南 東九条西岩本町

（専）京都中央看護保健大学校（東館） 南 東九条松田町

イオンモール京都桂川フィットネス棟 南 久世高田町

京都自動車専門学校 南 西九条藤ノ木町

学校法人京都光楠学園　京都学園中学・高等学校 第2体
育館

右京 花園寺ノ中町

中央仏教学院 右京 山ノ内御堂殿町

京都外大西高等学校　体育館 右京 西院笠目町

花園中学高等学校 １号館 右京 花園木辻北町

学校法人　京都外国語大学　１１・１２号館 右京 西院笠目町

学校法人　京都外国語大学 第二分館武道体育館 右京 山ノ内荒木町

学校法人　京都外国語大学　第一分館体育館 右京 山ノ内早苗町

花園中学高等学校 ２号館 右京 花園木辻北町

花園中学高等学校 ３・４号館 右京 花園木辻北町

花園中学高等学校 　６号館 右京 花園木辻北町

花園中学高等学校 体育館 右京 花園木辻北町

花園中学高等学校　 第２体育館 右京 花園木辻北町

花園大学　緑水軒 右京 京北周山町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 ３号館 右京 西京極葛野町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 ４号館 右京 西京極葛野町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 ５号館 右京 西京極葛野町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 ６号館 右京 西京極葛野町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 瑞風
館

右京 西京極葛野町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 賢風
館

右京 西京極葛野町

花園大学　対雲館 右京 西ノ京春日町

花園大学 直心館 右京 右京区八ツ口町

ノアインドアステージ　京都西 右京 西京極町ノ坪町

光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 小学校
本館

右京 西京極野田町

学校法人京都光楠学園　京都学園中学・高等学校 本館 右京 花園寺ノ中町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学部 研心館（A棟） 右京 嵯峨五島町

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学部 遊意館（B棟） 右京 嵯峨五島町

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学部 講堂棟（C棟） 右京 嵯峨五島町

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 管理棟（D棟） 右京 嵯峨五島町

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学　研究棟（F棟） 右京 嵯峨五島町

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 有響館（G棟） 右京 嵯峨五島町

自然幼稚園 右京 太秦東蜂岡町

高雄ゴルフクラブ 右京 梅ヶ畑向ノ地町

佛教大学 宗教文化ミュージアム 右京 嵯峨広沢西裏町

京都朝鮮第二初級学校 右京 梅津尻溝町

立命館大学 衣笠キャンパス 京都衣笠体育館 右京 龍安寺御陵ノ下町

学校法人京都光楠学園　京都学園中学・高等学校 光楠
館，翠嵐館

右京 花園寺ノ中町

立命館大学 衣笠キャンパス 尚友館 右京 鳴滝宇多野谷

京都先端科学大学　北館 右京
山ノ内西八反田町，五反田町，太秦安井一町田
町，太秦安井松本町

京都先端科学大学　東館 右京
山ノ内西八反田町，五反田町，太秦安井一町田
町，太秦安井松本町

学校法人 京都外国語大学　５号館 右京 西院笠目町

京都栄養医療専門学校  １号館・２号館 右京 嵯峨天竜寺瀬戸川町

学校法人　京都外国語大学　４号館 右京 西院笠目町

学校法人京都光楠学園　京都学園中学・高等学校 ３号館 右京 花園寺ノ中町

嵯峨幼稚園 右京 嵯峨天龍寺瀬戸川町

学校法人京都光楠学園　京都学園中学・高等学校 体育館 右京 花園寺ノ中町

嵯峨嵐山文華館 右京 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

京都保育福祉専門学院 西京 樫原百々ヶ池

京都大学　福利棟 西京 京都大学桂

京都大学　Ｅ・Ｍセンター・処理施設・給水センター 西京 京都大学桂

京都大学　総合研究棟Ⅳ 西京 京都大学桂

京都大学　総合研究・管理棟 西京 京都大学桂

 京都大学　総合研究棟Ⅱ 西京 京都大学桂

京都大学　桂総合研究棟Ⅴ 西京 京都大学桂

京都大学　総合研究棟Ⅰ 西京 京都大学桂

川西幼稚園 西京 桂乾町

桂ゴルフクラブ 西京 桂南滝川町

シップビル 西京 桂木ノ下町

大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国際日本文
化研究センター

西京 御陵大枝山町

学校法人明徳学園 京都成章高等学校 本館 西京 大枝沓掛町

学校法人明徳学園 京都成章高等学校 体育館 西京 大枝沓掛町

学校法人　洛新精華学園　洛西せいか幼稚園 西京 大枝西新林町

学校法人明徳学園　京都経済短期大学 西京 大枝東長町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

学校法人明徳学園　京都明徳高等学校 西京 大枝東長町

学校法人明徳学園　京都明徳高等学校 体育館 西京 大枝東長町

陽立学園　うぐいす第二幼稚園 西京 大枝南福西町

洛西花園幼稚園 西京 大枝北福西町

京都大学　イノベーションプラザ 西京 京都大学桂

学校法人　葉室幼稚園 西京 山田葉室町

学校法人　さつき学園　さつき幼稚園　園舎棟 伏見 向島庚申町

種智院大学　本館 伏見 向島西定請

種智院大学 体育館 伏見 向島西定請

ふじのき幼稚園 伏見 向島鷹場町

京都朝鮮初級学校 伏見 小栗栖丸山

学校法人　日本教育学園　石田幼稚園 伏見 小栗栖中山田町

京都教育大学附属高等学校 体育館 伏見 深草越後屋敷町

京都医療センター附属京都看護助産学校 校舎 伏見 深草向畑町

京都府看護専修学校 伏見 深草佐野屋敷町

学校法人龍谷大学　深草南学舎　１２号館 伏見 深草西浦町

京都教育大学附属特別支援学校 中高等部棟 伏見 深草大亀谷大山町

学校法人　龍谷大学　深草学舎　顕真館 伏見 深草塚本町

学校法人龍谷大学　深草学舎　２号館 伏見 深草塚本町

京都聖母学院小学校 体育館 伏見 深草田谷町

京都聖母学院小学校　校舎 伏見 深草田谷町

京都聖母学院　法人本館 伏見 深草田谷

京都聖母学院幼稚園 園舎 伏見 深草田谷

京都教育大学　講堂 伏見 深草藤森町

フィットネス＆スパ　ヘミング伏見 伏見 深草綿森町

宝聚院霊宝館 伏見 醍醐東大路町

京都医療福祉専門学校 伏見 竹田段川原町

京都教育大学附属桃山中学校 体育館 伏見 桃山井伊掃部東町

京都教育大学附属桃山中学校 本館 伏見 桃山井伊掃部東町

京都教育大学附属桃山中学校 特別教室棟 伏見 桃山井伊掃部東町

京都橘中学校・高等学校 第二体育館 伏見 桃山町伊賀

京都橘中学校・高等学校 校舎・フェスティバルホール 伏見 桃山町伊賀

コ・ス・パ桃山六地蔵 伏見 桃山町山ノ下

青風和泉幼稚園 伏見 桃山町和泉

京都教育大学附属桃山小学校 本館・南校舎 伏見 桃山井伊掃部東町

洛陽第二幼稚園 １号本館 伏見 桃山南大島町

京都動物専門学校 １号館 伏見 桃山福島太夫西町

コナミスポーツクラブ伏見 伏見 両替町

学校法人龍谷大学　深草西学舎　紫光館別館 伏見 深草西浦町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

主要用途：　学校，体育館，博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，スケート場，水泳場，
　　　　　　　　スポーツの練習場

京都教育大学　教育創生リージョナルセンター機構棟 伏見 深草藤森

京都医療センター附属京都看護助産学校 体育館・図書館
棟

伏見 深草向畑町

学校法人龍谷大学　深草学舎　和顔館 伏見 深草塚本町

FUSHIMITTO 伏見 竹田青池町

学校法人京都城南学園　向島幼稚園 伏見 向島二ノ丸町

学校法人龍谷大学　深草学舎　専精館 伏見 深草平田町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　京都市建築基準法施行細則別表第５に掲げる用途のうち２以上の用途に供する建築物

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

キタオオジタウン 北 小山上総町

コジマ×ビックカメラ高野店 左京 高野東開町

河原町ＶＯＸ 中京 河原町通三条下る大黒町

ミーナ京都 中京 河原町通三条下る大黒町

Gビル京都河原町01 中京 河原町通三条下ル二丁目山崎町

フェリチタ三条木屋町 中京 河原町三条東入中島町

青山河原町ビル 中京 河原町通三条下る3丁目奈良屋町

タカセビル 中京 三条通河原町東入中島町

京都松竹座 中京 新京極通三条下ル桜之町

ホテルビスタプレミオ京都 中京 新京極通三条下ル東入ル松ケ枝町

京都吉本ビル 中京 新京極蛸薬師下ル東側町

京極セブンツービル 中京 新京極六角下る中筋町

ＪＲ二条駅ＮＫビル 中京 西ノ京東栂尾町

ＢｉＶｉ二条 中京 西ノ京栂尾町

築柴テナントビル 中京 西ﾉ京東月光町

フジビル 東山 祇園町南側

祇園くろちくビル 東山 祇園町北側

衹園会館 東山 衹園町北側

株式会社　公益社　中央ブライトホール 東山 五条橋東三丁目

鴨川ビル 東山 四条通大和大路西入中之町

ラクトＡ 山科 安朱桟敷町

木下物産株式会社　KBホール 山科 安朱南屋敷町

京都駅ビル 下京 烏丸塩小路下ル東塩小路町

SUVACO・ジェイアール京都伊勢丹 下京 烏丸通塩小路下ル東塩小路町

大将軍大宮ビル 下京 黒門通り四条下る下り松町

四条烏丸FTスクエア 下京 四条通烏丸東入長刀鉾町

シカタビル 下京 御旅町

KYOCA（京果会館） 下京 朱雀正会町

KRP９号館 下京 中堂寺粟田町

京都駅近鉄名店街 下京 東塩小路釜殿町

セレマビル 下京 東洞院通塩小路下ル東塩小路町

アーバンネット四条烏丸ビル 下京 四条通室町東入函谷鉾町

塚喜商事株式会社　タカノハスクエア 下京 仏光寺通烏丸東入る上柳町

イオンモール京都　C棟 南 西九条鳥居口町

イオンモール京都　B棟 南 西九条鳥居口町

リノホテル京都 右京 西院三蔵町

アフレ西院 右京 西院東淳和院町

KCSビル 右京 太秦御所ノ内町

東映太秦映画村　パディオス 右京 太秦東蜂岡町

京都エミナース 西京 大原野東境谷町

30 / 31 ページ



定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和元年
主要用途：　京都市建築基準法施行細則別表第５に掲げる用途のうち２以上の用途に供する建築物

（令和４年１月末現在）
建築物名称 行政区 所在地（町名順ではありません。）

メガドームＤＯＳＳＥ 伏見 横大路下三栖宮ノ後

パセオ・ダイゴロー西館 伏見 醍醐高畑町

東京建物伏見桃山ビル 伏見 竹中町
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