
「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２年
主要用途：　劇場，映画館，演芸場，観覧場（屋外に客席を有するものを除く），公会堂，集会場

（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。）

ノヴェルヴィラガーデン 北 衣笠鏡石町

千寿閣，紫水苑 北 衣笠鏡石町

しょうざんリゾート京都　北山璃宮 北 衣笠鏡石町

 株式会社　公益社　北ブライトホール 北 紫野宮西町

紫野シティホール 北 紫野東蓮台野町

金剛能楽堂 上京 烏丸通中立売上ル

京都典礼会館 上京 今出川通大宮東入ル元伊佐町

上七軒歌舞練場 上京 今出川通七本松西入ル真盛町

京都観世会館 左京 岡崎円勝寺町

アイネスヴィラノッツェ宝ヶ池 左京 岩倉西五田町

アートグレイスウエディングヒルズ 左京 吉田河原町

北山迎賓館 左京 松ケ崎今海道町

パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館 左京 上高野西氷室町

一般財団法人　京都教育文化センター 左京 聖護院川原町

セレマ北白川ホール 左京 一乗寺樋ノ口町

平安神宮会館 左京 岡崎西天王町

フォーチュンガーデン京都 中京 河原町通二条下る一之船入町

京都セントアンドリュース教会 中京 御幸町三条下る海老屋町

ＭＯＶＩＸ京都 中京 新京極通三条下る桜之町

四条大宮ホール 中京 壬生坊城町

ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＫＹＯＴＯＳＵＺＡＫＵ－ＴＥＩ　朱雀邸 中京 西ノ京御門東町

シティホール西ノ京玉泉院 中京 西ノ京南大炊御門町

先斗町歌舞練場 中京 先斗町通三条下る橋下町

くろちく百千足館 中京 新町通錦小路上ル百足屋町

かもがわホール 中京 御池通木屋町東入る上樵木町

京都市職員厚生会　職員会館かもがわ 中京 土手町通夷川上る末丸町

学校法人東山女子学園 東山 宮川筋4丁目，下柳町

南座 東山 四条通大和大路西入る中之町

弥栄会館 東山 祇園町南側

東山五条シティホール 東山 慈法院庵町

八坂神社 常磐新殿 東山 祇園町北側

シティホール山科玉泉院 山科 四ノ宮垣ノ内町

花山シティーホール 山科 花山坂尻

株式会社　公益社　山科ブライトホール 山科 東野中井ノ上町

京都法宴会館 山科 上花山久保町

醍醐シティーホール 山科 勧修寺閑林寺

五条ホール 下京 中堂寺北町

オンリー烏丸ビル 下京 烏丸通綾小路下る二帖半敷町

真宗大谷派宗務所 参拝接待所（視聴覚ホール） 下京 烏丸通七条上る常葉町

ミューズ３８９京都 下京 四条通柳馬場西入立売中之町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　劇場，映画館，演芸場，観覧場（屋外に客席を有するものを除く），公会堂，集会場

（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。）

株式会社　公益社　南ブライトホール 南 西九条池ノ内町

シティーホール南玉泉院 南 西九条仏現寺町

故郷の家・京都（地域交流スペース棟） 南 東九条南松ノ木町

京都みなみ会館 南 西九条川原城町

株式会社　公益社　西ブライトホール 右京 西院西溝崎町

天神川　ホール 右京 西院東貝川町

東映太秦映画村　(忍者屋敷) 右京 太秦東蜂岡町

東映太秦映画村　(お化け屋敷) 右京 太秦東蜂岡町

東映太秦映画村　（中村座） 右京 太秦東蜂岡町

桂会館 西京 桂木ノ下町

青山音楽記念館・バロックザール 西京 松尾大利町

桂典礼会館 西京 川島調子町

伏見シティホール 伏見 下鳥羽六反長町

稲荷シティーホール 伏見 深草下横縄町

日本中央競馬会　京都競馬場 伏見 葭島渡場島町

日本中央競馬会　京都競馬場 (入場門） 伏見 葭島渡場島町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

児童養護施設　京都聖嬰会 北 衣笠西尊上院町

有料老人ホーム　シルバーホーム衣笠 北 衣笠赤阪町

社会福祉法人　京都社会福祉協会　紫野保育園 北 紫竹上緑町

紫竹音希 北 紫竹西大門町

京都ライトハウス 北 紫野花ノ坊町

社会福祉法人　京都ライトハウス　鳥居寮 北 紫野花ノ坊町

白い鳩保育園 北 紫野西土居町

高齢者福祉施設　紫野 北 紫野西野町

こぶしの里サテライト今宮 北 紫野大徳寺町

地域密着型　総合ケアセンターきたおおじ 北 紫野大徳寺町

大徳寺保育園 北 紫野大徳寺町

上総幼児園 北 小山上総町

平野デイサービスセンター 北 小松原南町

介護付有料老人ホーム　京都ヴィラ 北 上賀茂ケシ山

上賀茂　こども園　本館 北 上賀茂池殿町，菖蒲園町

特別養護老人ホーム　ヴィラ上賀茂 北 上賀茂中ノ河原町

社会福祉法人　柊野保育園 北 上賀茂東上ノ段町

ケアハウス　アーバンヴィレッジ柊野 北 上賀茂馬ノ目町

医療福祉複合施設　にしがも 北 大宮南田尻町

たかつかさ保育園 北 大将軍坂田町

特別養護老人ホーム和順の里 北 大北山原谷乾町

老人福祉総合施設　原谷こぶしの里 北 大北山長谷町

社会福祉法人　白川学園 北 鷹峰北鷹峰町

たかがみねこども園 北 鷹峯土天井町

介護老人福祉施設　にしがも舟山庵 北 大宮西山ノ前町

ケアハウス　リブル北山 北 大北山長谷町

小規模特別養護老人ホーム　ヴェルデ上賀茂 北 上賀茂馬ノ目町

重症心身障害児（者）通園施設　「くぬぎ」 北 京都市北区北野東紅梅町

エルスリー京都西賀茂 北 西賀茂樋ノ口町

高齢者総合施設　上賀茂 北 上賀茂西河原町

ガーデンハウス西賀茂・アーバンヴィラ西賀茂 北 西賀茂南大栗町

エクセレント北野 北 北野東紅梅町

洛北幼児園 北 小山西元町

衣笠幼稚園 北 衣笠衣笠山町

アンジェス岩倉 北 岩倉長谷町

社会福祉法人洛陽保育園 北 紫野郷ノ上町

社会福祉法人　信愛保育園 上京 丸太町日暮れ西入ル上ル西院町

洛和グループホーム　二条城北 上京 黒門通下長者町下る吉野町

高齢者総合施設　千本笹屋町 上京 笹屋町通千本東入笹屋町

社会福祉法人　浄山会　つきかげ苑 上京 寺町通清和院口上ル二丁目北ノ辺町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

北野保育園 上京 老松町

中立保育園 上京 室町通中立売下る花立町

高齢者福祉総合施設　健光園　十四軒町グループホーム
及びデイサービスセンター

上京 十四軒町

和敬学園　本館 上京 相国寺北門前下之町

プレザンメゾン堀川今出川 上京 今出川通大宮1丁東入る北猪熊町

社会福祉法人正親福祉会　せいしん幼児園　
第二せいしん幼児園

上京 裏門通中立売下ル高台院竪町

洛和ホームライフ御所北 上京 安楽小路町，裏風呂町

北野マリアヴィラ 上京 仁和寺街道千本西入五番町

京都保健会　咲あん上京 上京 千本通上立売上る作庵町

社会福祉法人わかば園 上京 東三本木通丸太町上る上之町

介護付有料老人ホーム　チャームスイート京都立本寺 上京 七本松通仁和寺街道上る一番町

迦陵園　Ａ棟 左京 下鴨宮崎町

北山ふれあいセンター 左京 下鴨北野々神町

社会福祉法人　セヴア福祉会　セヴアこども学園　
セヴアノーチェ学園

左京 岩倉上蔵町

特別養護老人ホーム　洛翠園 左京 岩倉村松町

村松保育園，村松児童館 左京 岩倉中在地町

エステート・イン・洛 左京 岩倉忠在地町

社会福祉法人　岩蔵の郷　サテライト特養　ユニティ長谷 左京 岩倉長谷町

ベストライフ京都洛北 左京 岩倉長谷町

朱い実保育園 左京 吉田泉殿町

社会福祉法人　京都社会福祉協会　高野保育園 左京 高野東開町

社会福祉法人　菊鉾会　テンダーハウス 左京 新柳場通仁王門下る菊鉾町

社会福祉法人　京都社会福祉協会　聖護院保育園 左京 聖護院蓮華蔵町

社会福祉法人　幸の会　知的障害者通所施設 左京 静市静原町

特別養護老人ホーム　静原寮 左京 静市静原町

わかば 左京 静市野中町

だん王保育園 左京 川端通り三条上る法林寺門前町

介護老人保健施設　博寿苑，大原ホーム・
大原ホームデイサービスセンター

左京 大原戸寺町

介護老人保健施設　おおはら雅の郷，ケアハウスやまびこ 左京 大原野村町

宗教法人　メグミ幼児園 左京 田中関田町

北白川花の家本館 左京 田中樋ノ口町

ライフピア八瀬大原Ⅰ番館 左京 八瀬野瀬町

高齢者福祉総合施設　バプテスト・ホーム 左京 北白川山ノ元町

上高野デイサービスセンター 左京 上高野隣好町

岡崎ホーム 左京 岡崎円勝寺町

デイサービスセンター虹　精華大前 左京 静市市原町

グランダ南禅寺下河原町 左京 南禅寺下河原町

百萬遍保育園 左京 田中門前町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

社会福祉法人　涌泉会　松ヶ崎こども園 左京 松ヶ崎堀町

テンダーライフひえい 左京 岩倉長谷町

カトリック聖母保育園 中京 壬生淵田町

特別養護老人ホーム　壬生老人ホーム 中京 壬生梛ノ宮町

壬生寺保育園 中京 壬生椰ノ宮町

特別養護老人ホーム　都和のはな 中京 西ノ京小堀池町

宗教法人　竹林寺　月かげ保育園 中京 西ノ京南両町

洛和グループホーム　西ノ京 中京 西ノ京冷泉町

二条保育園 中京 聚楽廻東町

生活支援総合センター　姉小路 中京 堀川通姉小路下ル姉東堀川町

六満こども園 中京 六角通大宮西入三条大宮町

こぐま保育園 中京 油小路通竹屋町下ル橋本町

京都壬生ケアセンターそよ風ショートステイ 中京 壬生天地町

ローズライフ京都 中京 壬生東高田町

高齢者総合福祉センターライトハウス朱雀 中京 西ノ京新建町

エクセレント西ノ京 中京 西ノ京南上合町

エイジフリーハウス　京都四条大宮 中京 壬生坊城町

たのしい家西ノ京 中京 西ノ京冷泉町

青いとり保育園 中京 壬生東高田町

永興こども園 東山 今熊野宝蔵町

修道洛東園 東山 渋谷通本町東入3丁目上新シ町

昭和保育園 東山 鞘町七条下ル一橋宮の内町

平安養育院　児童棟 東山 新橋通大和大路東入る三丁目林下町

洛東園 養護老人ホーム棟 東山 本町１５丁目

洛東園 特別養護老人ホーム棟 東山 本町１５丁目

社会福祉法人　大照学園　更生棟 東山 新橋通り大和大路東入ル林下町

社会福祉法人　大照学園　児童棟 東山 新橋通り大和大路東入ル林下町

安朱保育園 山科 安朱北屋敷町

チャーム京都音羽 山科 音羽珍事町

西念寺保育園 山科 音羽役出町

西野山保育園 山科 勧修寺柴山

特別養護老人ホーム　長楽園 山科 勧修寺仁王堂町

からしだね館 山科 勧修寺東出町

永興小金塚こども園 山科 四ノ宮小金塚

おおやけこども園 山科 大宅五反畑町

社会福祉法人　京都社会福祉協会　山階保育園 山科 西野様子見町

社会福祉法人　栄光会　特別養護老人ホーム　東旺苑 山科 川田岩ヶ谷町

社会福祉法人　青谷福祉会　ヴィラ山科 山科 大宅御所田町

チャーム京都山科 山科 大宅石郡町

岩屋こども園アカンパ二 山科 大宅中小路町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

社会福祉法人　福朗　ヴェインテ 山科 大塚南溝町

特別養護老人ホーム　山科苑 山科 大塚野溝町

社会福祉法人　常盤福祉会　さくら保育園 山科 東野南井ノ上町

こばと保育園/こばと夜間保育園 山科 東野門口町

ヒルデモア東山 山科 日ノ岡夷谷町

特別養護老人ホーム　山科積慶園 山科 北花山大林町

住宅型有料老人ホーム　夢眠やましな 山科 勧修寺御所内町

そらの木 山科 大宅打明町

グループホーム 香東園やましな・小規模多機能型居宅介
護 香東園やましな・小規模特別養護老人ホーム 香東園や
ましな・ショートステイ 香東園やましな

山科 西野野色町

香東園やましな　介護老人保健施設 山科 西野野色町

洛和ホームライフみささぎ 山科 御陵下御廟野町

椥辻こども園 山科 椥辻池尻町

なかとみ保育園 山科 西野山中臣町

洛和ホームライフ　四ノ宮 山科 四ノ宮岩久保町

ヒューマンライフケア山科グループホーム/山科の宿 山科 西野山中鳥井町

エイジフリーハウス京都音羽 山科 音羽前田町

エイジーフリーハウス　京都山科新十条 山科 栗栖野華の木町

サービス付き高齢者向け住宅・短期入所施設・
介護老人福祉施設きよみず苑

山科 川田御出町

エイジフリーハウス　京都山科大宅 山科 大宅五反畑町

たのしい家山科音羽 山科 音羽初田町

ディアコート中臣 山科 西野山中臣町

京都東野障害者福祉センター 山科 東野中井ノ上町

陵ヶ岡こども園（B棟） 山科 御陵岡町

陵ヶ岡こども園（Ａ棟） 山科 御陵岡ノ西町，荒巻町

パナソニックエイジフリーケアセンター京都椥辻 山科 椥辻池尻町

社会福祉法人　乗誓福祉会　知真保育園 下京 櫛笥通花屋町下る裏方町

京都きらら学園 下京 高倉通仏光寺上ﾙ西前町

社会福祉法人　きらきら福祉会　きらきら保育園 下京 西七条東御前田町

キャビックケアホームすいーとハンズ下京 下京 西七条東御前田町

高齢者福祉施設　西七条 下京 西七条八幡町

西七条保育園 下京 西七条名倉町

高齢者総合施設　四条大宮 下京 綾大宮町

下京ひかり保育園・児童館 下京 中堂寺前田町

たちばな保育園 下京 中堂寺西寺町

ライフハウス京都醒ヶ井 下京 醒ヶ井通高辻下る住吉町

京都ミモザの郷 下京 中堂寺前田町

祥栄児童館 南 吉祥院石原橋上

社会福祉法人　京都社会福祉協会　祥豊保育園 南 吉祥院前河原町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

ビハーラ十条 南 吉祥院南落合町

久世南保育園 南 久世大薮町

チャームスイート京都桂川 南 久世中久世

久世西保育園 南 久世上久世町

京都福祉ホーム　ひまわり 南 上鳥羽塔の森上河原

上鳥羽保育園 南 上鳥羽鍋ヶ渕町

総合福祉施設　塔南の園 南 西九条菅田町

隨林寺保育園 南 西九条東島町

共栄保育園 南 唐橋高田町

西寺育成苑 南 唐橋平垣町

東和保育園 南 東九条河辺町

故郷の家・京都 南 東九条南松ノ木町

京都太陽の家ワークセンター，京都太陽の家ワークショッ
プ

南 上鳥羽塔の森上河原

太陽の家　食堂棟 南 上鳥羽塔の森上河原

吉祥ホーム 南 吉祥院石原橋上

就労継続支援事業所　立翔会 南 上鳥羽火打形町

洛和グループホーム桂川・洛和桂川小規模保育園 南 久世中久世町1丁目

こども園　いしはら 南 吉祥院石原南町

たのしい家吉祥院 南 吉祥院西ノ庄東屋敷町

鳥羽ホーム 南 上鳥羽堀子町

吉祥院こども園 南 吉祥院政所町

社会福祉法人　京都地の塩会　洛南保育園 南 東九条北烏丸町

塔南保育園 南 西九条東御幸田町

若杉 南 東九条下殿田町

高齢者福祉総合施設　はなぞの 右京 花園鷹司町

社会福祉法人　ゆりかご 右京 花園妙心寺町

高齢者総合福祉施設　豊和園 右京 京北上中町宮ノ下

京北山国ふるさと園 右京 京北辻町藤野ノ元

ＣあんどＣ嵯峨 右京 嵯峨広沢南野町

社会福祉法人　覚勝福祉会　認定こども園　まこと幼児園 右京 嵯峨大覚寺門前登り町

嵐山寮ディサービスセンター 右京 嵯峨天竜寺北造路町

養護老人ホーム嵐山寮 右京 嵯峨天竜寺北造路町

特別養護老人ホーム嵐山寮 右京 嵯峨天竜寺北造路町

蜂ヶ岡けやき保育園 右京 嵯峨野芝野町

高齢者福祉総合施設　健光園　あらしやま 右京 嵯峨柳田町

愛宕ゆうこうの郷　センター棟　一丁目 右京 嵯峨樒原宮ノ上町

山ノ内保育園 右京 山ノ内宮脇町

西本願寺保育園 右京 山ノ内御堂殿町

ケアハウス　西院 右京 西院清水町

住宅型有料老人ホーム　エル・ファミーユ 右京 西院西貝川町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

社会福祉法人つわぶき園 右京 西京極葛野町

みつばち菜の花保育園 右京 西京極午塚町

さわやかはーとらいふ西京極 右京 西京極堤下町

本願寺ウィスタリアガーデン 右京 太秦安井二条裏町

社会福祉法人　七施会　特別養護老人ホーム　
アムールうずまさ

右京 太秦一ノ井町

太秦保育園　東園舎 右京 太秦多藪町

嵐山寮 特別養護老人ホームうたの 右京 太秦中山町

ロングライフ京都嵐山 右京 太秦中山町

ときわ保育園 右京 太秦馬塚町

蜂ヶ岡保育園 右京 太秦堀ヶ内町

そんぽの家太秦天神川 右京 太秦木ノ下町

ニチイケアセンター天神川 右京 梅津南広町

高齢者総合福祉施設しゅうざん 右京 京北周山町馬場瀬

キャビックケアホーム　すぃーとハンズ嵯峨野 右京 嵯峨野北野町

グランダ山ノ内 右京 山ノ内養老町

エイジフリーハウス京都天神川 右京 西院西貝川町

エイジフリーハウス京都花園 右京 花園中御門町

エイジフリーハウス京都有栖 右京 梅津北川町

京北やまぐにの郷 右京 京北大野町菖蒲ヶ回互

西院マリアヴィラ 右京 西院乾町

社会福祉法人　七施会　地域密着型特別養護老人ホーム　
メルシーうずまさ

右京 太秦一ノ井町

グループホーム　走和の郷・小規模多機能・走和の郷 右京 梅津石灘町

うたの里保育園 右京 太秦安井二条裏町

照隅認定こども園 右京 梅津南広町

グッドタイムリビング嵯峨広沢 右京 嵯峨広沢御所ノ内町

ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞ嵯峨有栖川 右京 嵯峨明星町

社会福祉法人　健光園　さが 右京 嵯峨大覚寺門前六道町

梅ノ宮保育園 右京 梅津フケノ川町

社会福祉法人　このしま保育園 右京 太秦森ケ東町，同区太秦森ケ西町

社会福祉法人　京都紫明福祉会　うずまさ共生の郷 右京 太秦蜂岡町

向上社保育園 右京 西院北矢掛町

プレザンメゾン京都宇多野 右京 宇多野福王子町

社会福祉法人　くすのき保育園 西京 下津林南大般若町

積慶園　本館・養護棟 西京 樫原角田町

介護老人福祉施設　シオンの里 西京 樫原秤谷町，芋峠

洛西愛育園/デイセンターひまわり 西京 樫原百々ヶ池

牛ヶ瀬保育園 西京 牛ヶ瀬青柳町

桂ぶどうの木こども園 西京 桂久方町

レガロアコンフォート京都桂 西京 桂春日町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

桂の泉学園 西京 桂春日町

スーパーコート京・桂 西京 桂春日町

桂保育園 西京 桂野里町

樫原ふじ保育園 西京 御陵南荒木町

洛和東桂坂保育園 西京 御陵峰ヶ堂町

京都厚生園 西京 山田平尾町

ライフ・イン京都 西京 山田平尾町

ウエストコート大利 西京 松尾大利町

高齢者総合施設　上桂 西京 上桂北村町

川島保育園/桂児童館 西京 川島粟田町

社会福祉法人　平安徳義会　食堂・管理棟 西京 大原野灰方町

社会福祉法人　平安徳義会　生活棟 西京 大原野灰方町

大原野こども園 西京 大原野上羽町

さふらん保育園 西京 大原野西境谷町

社会福祉法人　京都社会福祉協会　竹の里保育園 西京 大原野西竹の里町二丁目

沓掛寮デイサービスセンター 西京 大枝沓掛町

社会福祉法人　京都社会福祉協会　新林保育園 西京 大枝西新林町四丁目

社会福祉法人　京都社会福祉協会　福西保育園 西京 大枝南福西町1丁目

ライフ・イン京都　新介護棟ひまわり 西京 山田平尾町

京都桂ケアセンターそよ風 西京 御陵塚ノ越町

ライフ・イン京都　特別介護棟　こすもす 西京 山田平尾町

特別養護老人ホーム　沓掛寮 西京 大枝北沓掛町

上桂特別養護老人ホーム 西京 上桂西居町

かつらのみや保育園 西京 桂艮町

つばさ園 西京 山田平尾町

特別養護老人ホーム，七彩すまいる館 西京 大枝北沓掛町

エイジフリーハウス　京都桂川 西京 下津林番条町

京都桂ケアセンターそよ風 西京 御陵塚ノ越町

チャームスイート京都桂坂 西京 大枝沓掛町

障害者支援施設 洛西寮 西京 大枝東長町

月見ヶ丘こどもの家 西京 川島権田町

川岡保育園 西京 川島玉頭町

たのしい家桂 西京 桂稲荷山町

トートイス京都桂川 西京 下津林南大般若町

つみき保育園 西京 松室荒堀町

社会福祉法人平安徳義会　乳児院 西京 大原野灰方町

そんぽの家　京都羽束師 伏見 羽束師古川町

羽束師保育園 伏見 羽束師古川町

ハートフル京都羽束師デイサービスセンター 伏見 羽束師菱川町

ティージェーケービル 伏見 越前町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

住宅型有料老人ホーム　ふしみの里 伏見 下三栖里の内

横大路こども園 伏見 横大路柿ノ本町

レーベン横大路ショートステイ・特別養護老人ホームレーベ
ン横大路

伏見 横大路鍬ノ本

特別養護老人ホーム　そせい苑 伏見 下鳥羽但馬町

介護老人福祉施設　まどか 伏見 下鳥羽南円面田町

社会福祉法人　神川保育園 伏見 久我森ノ宮町

ケアハウス久我の杜 伏見 久我東町

ヴィラ向島・ヴィラ向島ディサービスセンター・
サウスヴィレッジ向島

伏見 向島新上林町

社会福祉法人　京都社会福祉協会　城南第二保育園 伏見 向島清水町

ぐんぐんハウス 伏見 向島津田町

社会福祉法人　京都社会福祉法人　城南保育園 伏見 向島藤ノ木町

あじさい苑 伏見 向島二ノ丸町

白菊こども園 伏見 向島二の丸町

さいわい介護センター 伏見 向島本丸町

小栗栖の家ほっこり 伏見 小栗栖牛ヶ淵町

社会福祉法人　京都保育センター　くりのみ保育園 伏見 小栗栖中山田町

光の子保育園 伏見 小栗栖中山田町

小栗栖保育園 伏見 小栗栖南後藤町

稲荷こども園 伏見 深草開土口町

社会福祉法人　青谷福祉会　特別養護老人ホーム　
ヴィラ稲荷山

伏見 深草正覚町

デイサービスセンターいきいき 伏見 深草西出町

深草保育園 伏見 深草僧坊町

ベストライフ京都桃山 伏見 深草大亀谷東寺町

高齢者福祉総合施設　健光園　藤城の家 伏見 深草大亀谷万帖敷町

うづらこども園 伏見 深草直違橋2丁目

京都聖母学院保育所・聖母インターナショナルプリスクー
ル

伏見 深草田谷町

モーツァルト七瀬川つつみ 伏見 深草泓ノ壺町

プラスしこうえん 伏見 深草泓ノ壺町

モーツァルトしずか保育園 伏見 深草泓ノ壺町

みやびのその 伏見 深草泓ノ壺町

フジの園 伏見 深草泓ノ壺町

桃陵乳児保育園 伏見 西奉行町，片桐町

桜木こども園 伏見 石田桜木

スカイパレット 伏見 石田森南町

医療法人　医仁会　老人保健施設　白寿 伏見 石田森南町

はなぶさ保育園 伏見 石田川向町

大受保育園 伏見 石田大受町

ヴィラ端山短期入所生活介護事業所・特別養護老人ホー
ムヴィラ端山・地域密着型特別養護老人ホームはやま

伏見 醍醐下端山町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

社会福祉法人　端山園　端山の丘こども園 伏見 醍醐上端山町

認定子ども園　あけぼのこども園 伏見 醍醐大構町

中山保育園 伏見 醍醐中山町

特別養護老人ホーム　城南ホーム 伏見 竹田中内畑町

世光保育園 伏見 桃山町松平武蔵

桃嶺保育園 伏見 桃山町西町

特別養護老人ホーム洛和ヴィラ桃山　
障害者支援施設洛和ヴィラ桃山Ⅱ番館

伏見 桃山町大島

老人ホーム ももやまの里 伏見 桃山町丹下

高齢者福祉総合施設　ももやま 伏見 桃山町立売

桃陵保育園 伏見 桃陵町

醍醐和光寮　光棟 伏見 日野西川頬

誕生院保育園 伏見 日野西大道町

社会福祉法人　春日野園 伏見 日野田中町

特別養護老人ホーム　日野しみずの里 伏見 日野田頬町

社会福祉法人　九十九福祉会　ピノキオ保育園 伏見 納所町下野

住吉西保育園 伏見 舞台町

つぼみ保育園 伏見 淀際目町

特別養護老人ホーム　淀の里 伏見 淀美豆町

地域密着型特別養護老人ホーム　いずみ 伏見 淀美豆町

グランメゾン輪舞館京都羽束師 伏見 羽束師菱川町

醍醐和光寮　輝棟 伏見 日野西川頬

あけぼのケアハウス 伏見 醍醐大構町

社会福祉法人　ヤマト福祉会　特別養護老人ホーム　宝生
苑

伏見 桃山町山ノ下

社会福祉法人　同和園　さつき寮 伏見 醍醐上ノ山町

社会福祉法人　同和園　北寮 伏見 醍醐上ノ山町

社会福祉法人　同和園　南寮 伏見 醍醐上ノ山町

社会福祉法人　同和園　壱番館 伏見 醍醐上ノ山町

社会福祉法人　同和園　弐番館 伏見 醍醐上ノ山町

アプリシェイト伏見 伏見 醍醐御霊ヶ下町

レガロアコンフォート京都伏見 伏見 久我森ノ宮町

高齢者複合施設  向島美郷 伏見 向島清水町

ラ・プラース樹楽　醍醐 伏見 醍醐中山町

あいらの杜　京都桃山 伏見 桃山町日向

ラ・プラース樹楽　京都伏見 伏見 南寝小屋町

砂川四郎記念ホール・ひびあらた 伏見 深草泓ノ壷町

第二深草保育園 伏見 深草坊町

イマジン 伏見 桃山町泰長老及び同区常盤町

医療法人社団　千春会　介護老人保健施設　桃山 伏見 桃山与五郎町

さがの福寿苑〈伏見桜華〉 伏見 羽束師菱川町

11 / 44 ページ



定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む）

（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。）

醍醐保育園 伏見 醍醐和泉町

まどかⅡ番館　特別養護老人ホーム 伏見 下鳥羽南円面田町

特別養護老人ホーム　ひかる苑 伏見 醍醐川久保町

京都指月の郷　Ｗｅｓｔ館 伏見 京都市伏見区常盤町，桃山町泰長老

ヒューマンライフケア伏見グループホーム/伏見の宿 伏見 日野谷寺町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗，展示場

（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。）

ハウディ烏丸 北 鞍馬口通り室町東入小山町

エムジーショップ　上堀川店 北 紫竹下本町

ダイエーグルメシティ北山店 北 紫竹西大門町

生鮮館なかむら　北山店 北 紫野東泉堂町

ドラッグランドひかり西賀茂店 北 西賀茂大道口町

エムジーショップ西賀茂店 北 西賀茂坊ノ後町

フレスコ　御薗橋店 北 大宮北椿原町

コープにしがも 北 大宮北椿原町

コープきぬがさ 北 平野宮北町

生鮮館なかむら　衣笠店 北 平野上八丁柳町

フレスコ　北野白梅町店 北 北野下白梅町

イズミヤ　白梅町店 北 北野下白梅町

エムジー鞍馬口店 北 紫野南舟岡町

洋服の青山　金閣寺店 北 衣笠高橋町，天神神森町

デイリーカナートイズミヤ千本北大路店 北 紫野下若草町

マツモト　北山店 北 紫竹北栗栖町

ファッションセンターしまむら衣笠店 北 平野宮北町

セカンドストリート京都白梅町店 北 北野紅梅町

フォルツァフレスコ　堀川店 上京 下立売通堀川西入西橋詰町

フレスコ御前店 上京 御前通下立売下る下之町

SAKURA BLD.今出川Ⅰ 上京 今出川通室町東入今出川町

メガロコープ西陣 上京 今出川浄福寺西入る東上善寺町

ホームセンターコーナン西陣上七軒店 上京 今小路通七本松西入末之口町

西陣織会館 上京 西堀川通元誓願寺上ル竪門前町

フレスコ　千本中立売店 上京
千本通一条下ル二丁目仲御霊町・同区仁和寺街道
千本東入ル西富仲町

千本テナント 上京 千本通下長者町下ル革堂前之町

フレスコ　堀川今出川店 上京 北船橋町，山名町

デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店 上京 堀川通丸太町下る下堀川町

デイリーカナートイズミヤ　千本中立売店 上京 千本通一条下る東側東石橋町

デ・リード御所西 上京 南兼康町

ライフ智恵光院店 上京 大宮通寺之内一丁下る西入伊佐町

株式会社　ヤナセ　洛北支店 左京 一乗寺地蔵本町

京都日産自動車株式会社　高野店 左京 一乗寺地蔵本町

生鮮館なかむら一乗寺店 左京 一乗寺南大丸町

京都トヨペット株式会社　岡崎店 左京 岡崎東天王町

イノブン北山ビル 左京 下鴨南芝町

生鮮館なかむら　下鴨店 左京 下鴨本町，梅ノ木町，上終町

六基グリーンＡ棟 左京 岩倉中大鷺町

エディオン　宝ヶ池店 左京 岩倉中大鷺町

コープいわくら 左京 岩倉忠在地町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗，展示場

（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。）

京都BMW　宝ヶ池店 左京 岩倉東五田町

ＢＯＯＫ　OFF　京都宝ヶ池店 左京 岩倉南桑原町

ホームセンターコーナン宝ヶ池１号館店 左京 岩倉南四ノ坪町

ケーヨーデイツー川端店 左京 吉田阿達町

洛北阪急スクエア 左京 高野西開町

イズミヤ　高野店 左京 高野東開町

京都トヨタ　株式会社　修学院営業所 左京 山端森本町

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ松ケ崎店 左京 松ケ崎壱町田町

スギ薬局　北山店 左京 松ケ崎今海道町

エディオン北山店 左京 松ケ崎小脇町

ホームセンターコーナン宝ヶ池上高野店 左京 上高野車地町

フレスコ 上高野店 左京 上高野諸木町

京都ハンディクラフトセンター 西館 左京 聖護院円頓美町

川島織物セルコン文化館 左京 静市市原町

フレスコ 川端店 左京 川端二条下ﾙ孫橋町

京滋マツダ　洛北店 左京 田中上大久保町

生鮮館なかむら　里の前店 左京 田中野神町

大国屋　白川店 左京 北白川久保田町

生鮮館なかむら白川店 左京 北白川瀬の内町，北白川上終町

コープ下鴨 左京 下鴨高木町

ライフ　北白川店 左京 一条寺塚本町

ライフ川端東一条店 左京 吉田河原町

フレスコ岡崎店・Ｓｅｒｉａ京都岡崎店 左京 岡崎天王町

京都日産自動車株式会社桃山店　洛北店 左京 田中上大久保町

京都御幸ビル 中京 烏丸通四条上ル笋町

学校法人二本松学院　京都伝統工芸館 中京 烏丸通場之町，柿本町，御倉町

大松烏丸ビル 中京 烏丸通六角下る七観音町

スギ薬局　四条河原町店 中京 河原町通蛸薬師下る塩屋町

河原町共同ビル（OPＡ） 中京 河原町四条上ル米屋町

マロニエビル 中京 河原町四条上る塩屋町

四条河原町ビル 中京 河原町通四条上ル米屋町

スポーツミツハシ　京都フラッグシップストア 中京 御池通柳馬場西入御所八幡町・御池上る虎石町

ゼスト御池地下街・地下駐車場 中京 御池通寺町東入下本能寺前町

ＳＭＪ三条共同ビル 中京 三条通寺町東入石幡町

寺町六角ビル 中京 寺町三条下ル永楽町

ＣＯＡＳＴ２１Ｃビル 中京 寺町通蛸薬師下る円福寺前町

ABCマート新京極店 中京 新京極通り六角下る中筋町，蛸薬師下る東側町

カレッジタウン詩の小路　Ｐビル 中京 新京極通り三条下る桜之町

合同会社　西友　三条店 中京 神泉苑通姉小路下ル瓦師町

フレスコ　三条店 中京 壬生朱雀町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗，展示場

（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。）

ライフ　壬生店 中京 壬生西檜町

フレスコ　壬生店 中京 壬生淵田町

フレスコ　西大路御池店 中京 西ノ京下合町

マツモト西小路御池店 中京 西ノ京桑原町

スギ薬局　二条店 中京 西ノ京小堀町

クオレ案内センター 中京 西ノ京星池町

ライフ二条駅前店 中京 西ノ京星池町

コープ二条駅 中京 西ノ京星池町

エディオン　円町店 中京 西ノ京西円町

キリン堂　三条御前店 中京 西ﾉ京東月光町

ディオハウス西ノ京店 中京 西ノ京銅駝町

生鮮館なかむら　円町店 中京 西ノ京馬代町

蛸薬師ＯＫＩビル 中京 蛸薬師通新京極東入る裏寺町

コトクロス阪急河原町 中京 河原町通四条上ル米屋町

宮脇賣扇庵 中京 六角通富小路大黒町

京都八百一本館 中京 東洞院通三条下ル三文字町

ザ・ダイソー三条御前店 中京 西ノ京東月光町

ドラックストア　ダックス京都二条店 中京 西ノ京星池町

大宮阪急ビル 中京 四条通大宮西入錦大宮町

ファッションビル　ダイアモンド 中京 新京極通蛸薬師下る東側町

とうべえビル 中京
寺町三条下ル永楽町，三条御幸町東入ル弁慶石
町

京都三条開発株式会社　ＳＡＣＲＡ　ＡＮＮＥＸ 中京 富小路通三条上る福長町

キリン堂　西ノ京御前店 中京 西ノ京冷泉町

阪急オアシス　円町店 中京 西ノ京南大炊御門町

イノブン四条本店（Ｋビル）（新館） 中京 新京極四条上る中之町

京遊味ビル 東山 祇園町北側

フレスコ　東山安井店 東山 玉水町

思文閣ビル 東山 古門前通大和大路東入元町

フレスコ　今熊野店 東山 椥ﾉ森町

京阪三条北ビル 東山 三条大橋東入ル大橋町

株式会社　京都美術倶楽部 東山 新門前通梅本町

株式会社　朝日堂 東山 清水一丁目

エグゼ東山 東山 泉涌寺門前町

よーじや祇園店 東山 祇園町北側

アートプラザ 東山 三条白川橋東入二丁目西町

京都日産自動車株式会社　山科店 山科 音羽前田町

合同会社　西友山科店 山科 音羽野田町

西松屋チェーン　山科店 山科 勧修寺東栗栖町

フレスコ西野店 山科 西野今屋敷町

ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　京都山科西野店 山科 西野山階町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗，展示場

（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。）

ＶIA３０１ 山科 西野山射庭ノ上町

ジャパン山科店 山科 西野離宮町，西野大手先町

ドラッグユタカ　山科西野店 山科 西野櫃川町

山科大宅店（マツヤスーパー） 山科 大宅細田町

Joshin　山科店 山科 大塚北溝町

山科三条ショッピングセンター 山科 竹鼻西ノ口町

マツヤスーパー山科三条店 山科 竹鼻地蔵寺南町

ドラッグユタカ　山科店 山科 竹鼻竹ノ街道町

ラクトＢ 山科 竹鼻竹ノ街道町

ハッピ－テラダ　山科西店 山科 東野舞台町

フレスコ　北花山店 山科 北花山横田町

阪急オアシス　山科店 山科 椥辻西潰

酒のやまや山科店 山科 竹鼻四丁野町

マツヤスーパー　大塚店 山科 大塚檀ノ浦

サイクルベースあさひ　山科店 山科 西野離宮町

サンドラッグ山科栗栖野店 山科 栗栖野打越町

サンディ山科椥辻店 山科 椥辻草海道町

ホンダカーズ京都 山科西店 自動車展示場棟 山科 西野楳本町，北花山大林町

京都駅北口広場地下街 下京 烏丸通塩小路下東塩小路町

京都ヨドバシビル 下京 烏丸通七条下ル東塩小路町

高島屋　京都店 下京 四条通河原町西入真町

京都住友ビル 下京 四条通河原町東入真町

大丸松坂屋百貨店　大丸京都店 下京 四条通高倉西入立売西町

寺内ノースサイドビル 下京 四条通寺町東入2丁目御旅町

龍善堂ビル 下京 四条通寺町東入御旅町

イノブン四条本店（旧館） 下京 四条通河原町西入ル御旅町

キリン堂四条烏丸店 下京 立売中之町

ステラ四條 下京 四条通り柳馬場東入る立売東町

ノムラテーラー 下京 四条通麸屋町東入奈良物町

信長書店　四条河原町店 下京 寺町通綾小路下る中之町

藤井大丸 下京 寺町通四条下ル貞安前之町

フレスコ寺町店 下京 寺町通仏光寺下ル恵美須之町

ケーヨーデイツー七条店 下京 七条御所ノ内西町

ストアデポ　四条烏丸店 下京 室町通仏光寺上る白楽天町

京都トヨペット株式会社　七条本店 下京 朱雀正会町

株式会社　みむろ 下京 松原通室町東入玉津島町

ＣＯＣＯＮ　ＫＡＲＡＳＵＭＡ 下京 水銀屋町

シモジマ西大路五条店 下京 西七条東御前田町

ライフ西七条店 下京 西七条北衣田町

ドラックストア　ダックス西七条店 下京 西七条北月読町
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マルヨシビル 下京 大宮通四条下る四条大宮町

マツモト　五条店 下京 中堂寺坊城町

ビックカメラＪＲ京都駅店 下京 東塩小路町

Dr.Drive 京都駅前SS 下京 東堀川通下魚の棚下る鎌屋町

株式会社　松浦食器店 下京 堀川通松原上る来迎堂町

丸八株式会社 下京 万寿寺通室町西入長刀切町，阪東屋町

フレスコ　七条店 下京 西七条北衣田町

外市秀裳苑ビル 下京 四条烏丸東入長刀鉾町

藤井大丸　御旅店 下京 四条通寺町東入ル２丁目御旅町

ケイ・ウノビル 下京 四条通小橋西入真町

壽ビルディング　本館　別館 下京 河原町通四条下る市之町

ＪＲ東海　京都駅 下京 東塩小路高倉町

株式会社　岩井商会 下京 大宮通木津屋橋下ル上中之町

株式会社　岩田呉服店　本店 下京 朱雀裏畑町

株式会社　田中伊雅仏具店 下京 万寿寺通新町西入月見町

ユニクロ　五条丹波口店 下京 中堂寺南町

福寿園　京都本店 下京 立売東町

ライフセントラルスクエア西大路花屋町店 下京 西七条掛越町

スギ薬局　西大路店 下京 七条御所ノ内本町

寺嶋ビル 下京 四条通富小路東入立売東町

大城戸ビルディング 下京 四条通高倉西入立売西町

新鮮激安市場　四条麩屋町店 下京 麩屋町綾小路下る俵屋町

Ｂ・ｂａｌｌ 下京 五条通り堺町東入塩竈町

京都ゼロゲート 下京 四条通高倉東入立売中之町

マツモト洛南店 南 吉祥院観音堂町

アベイル　洛南店 南 吉祥院観音堂町

アヤハディオ吉祥院八条店 南 吉祥院宮ノ西町

イオン洛南店 南 吉祥院御池町

レクサス西大路 南 吉祥院清水町

テックランド京都吉祥院店 南 吉祥院大河原町

業務スーパー　吉祥院店 南 吉祥院這登西町

ドラッグユタカ　久世店 南 久世上久世町

ダイエー　桂南店 南 久世上久世町

久世ショッピングセンター 南 久世大薮町

セルフ＆カーケア久世ＳＳ 南 久世中久世町三丁目

ジャパン京都南店 南 久世中久町

ニトリ　京都南インター店 南 上鳥羽石橋町

セカンドストリート京都上鳥羽店 南 上鳥羽大溝

ドン・キホーテ　京都南インター店 南 上鳥羽北花名町

ジャパン京都十条店 南 西九条西柳ノ内町
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BOOK　OFF　京都東寺駅前店 南 西九条川原城町

ＰＡＫＥＴ　十条店 南 西九条東御幸田町

フレスコビル 南 西九条東比永城町

フレスコ　九条店 南 唐橋堂ﾉ前町

メルクリオキオト 南 東九条下殿田町

アバンティ ビル 南 東九条西山王町

Joshin　九条烏丸店 南 東九条南烏丸

スーパーフジタ 南 東九条明田町

ビッグモーター　中久世店 南 久世中久世町三丁目

ダイエーグルメシティ西大路店 南 吉祥院清水町

イオンモール京都桂川 南 久世高田町

洛南スクエアビル 南 唐橋堂ﾉ前町

ポルシェセンター京都 南 上鳥羽南鉾立町

コーナンＰＲＯ吉祥院店 南 吉祥院蒔絵町

バースデイ久世店 南 久世築山町

ディスカウントドラッグコスモス祥栄店 南 吉祥蒔絵町

クスリのアオキ久世南店 南 久世東土川町

万代　嵯峨広沢店 右京 嵯峨広沢南下馬野町

ＧＯＬＦ５　京都嵯峨店 右京 嵯峨広沢南下馬野町

ケーヨーデイツー嵯峨店 右京 嵯峨広沢南野町

ダイエーグルメシティ嵯峨店 右京 嵯峨大覚寺門前八軒町

ＡＫＯＧＡＲＥＹＡ 右京 嵯峨天竜寺造路町

大国屋　嵯峨野店 右京 嵯峨野宮ノ元町

平和堂　フレンドマート梅津店 右京 梅津中村町

京都ファミリー 右京 山ノ内池尻町

ホームセンターコーナンかどの四条外大前店 右京 山ノ内苗町

マツモト新丸太店 右京 常盤東ノ町

ダックス右京太秦店 右京 常盤東ﾉ町

スーパーオートバックス　京都　WOOWワンダーシティー 右京 西院安塚町

ドラッグユタカ　西院安塚店 右京 西院安塚町

西松屋チェーン　葛野大路高辻店 右京 西院月双町

京都BMW本社 右京 西院寿町

株式会社　京都マツダ西五条（マセラッティー） 右京 西院寿町

アプライド京都店 右京 西院西溝崎町

シマコーポレーション京都右京店 右京 西院西田町

Joshin京都1ばん館 右京 西院巽町

イオンモール京都五条 右京 西院追分町

ダイソー京都西院駅前店 右京 西院東淳和院町

ニトリ　京都西院店 右京 西院日照町

Ａ－プライス　西京極店 右京 西京極大門町
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ドラッグストア　ダックス花屋町店 右京 西京極町ノ坪町

コープパリティ 右京 西京極東池田町

ライフ　西京極店 右京 西京極畔勝町

ライフ太秦店 右京 太秦安井池田町

ダックスさがの店 右京 太秦開日町

コープさがの 右京 太秦開日町

はるやま　京都太秦店 右京 太秦森ケ東町

ダックス太秦東店 右京 太秦森ヶ東町

ランデンプラザ帷子 右京 太秦帷子ノ辻町

ドラッグユタカ　葛野大路店 右京 山ノ内西裏町

ライフ　梅津店 右京 梅津南広町

東映太秦映画村　(映像実験室) 右京 太秦東蜂岡町

東映太秦映画村　(映画文化館) 右京 太秦東蜂岡町

東映太秦映画村（スタジオマーケット） 右京 太秦東蜂岡町

嵐山　昇龍苑 右京 嵯峨天龍寺芒の馬場町

ウエルシア右京西院月双店 右京 西院月双町

阪急オアシスかどの店 右京 梅津南広町

万代　五条西小路店 右京 西院六反田町

プレサンスロジェ　太秦天神川駅前 右京 太秦下刑部町

メルセデスベンツ京都中央 右京 山ノ内池尻町

いかりライクス常盤店 右京 太秦京ノ道町

新鮮激安市場　樫原店 西京 樫原井戸

エディオン洛西店 西京 樫原芋峠

万代　樫原店 西京 樫原比恵田町

ショップ５条 西京 桂乾町

業務スーパー桂店 西京 桂上野東町

ダックス東桂店 西京 桂西滝川町

マツモト 上桂店 西京 桂畑ケ田町

桂東阪急ビル 西京 桂野里

ドラッグユタカ　桂店 西京 御陵溝浦町

はるやま　京都桂店 西京 御陵鴫谷

デイリーカナートイズミヤ桂坂店 西京 御陵大枝山町五丁目

合同会社　西友　桂店 西京 山田大吉見町

ダイエーグルメシティ上桂店 西京 山田畑田町

マルシェ上桂 西京 松尾木ノ曽町

ドラッグユタカ　上桂店 西京 上桂北ノ口町

フレスコ　上桂店 西京 上桂北村町

西松屋チェーン　京都桂店 西京 川島調子町

フレスコ旧樫原店 西京 川島調子町

マツモト　桂東店 西京 川島東代町
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マツモト　大原野店 西京 大原野上里南ノ町

ホームセンターコーナン向日町大原野店 西京 大原野上里南ノ町

株式会社　高島屋洛西店 西京 大原野東境谷2丁目

ラクセーヌ専門店 西京 大原野東境谷町2丁目

ケーヨーD２　洛西店 西京 大枝東長町

コープ　らくさい 西京 大枝東長町

ＴＷＩＮＫＬＥ　ＣＯＵＲＴ桂Ⅱ 西京 川島有栖川町

ユニクロ　上桂店 西京 桂上野南町

ニトリ洛西ラクセーヌ店 西京 大原野東境谷町２丁目

ドラッグユタカ　桂坂店 西京 御陵大枝山町4丁目

キリン堂　京都川島店 西京 川島野田町

京都トヨペット桂店 西京 山田中吉見町

フレスコ桂店 西京 山田久田町

デイリーカナートイズミヤ　羽束師店 伏見 羽束師志水町

万代　羽束師店 伏見 羽束師志水町

キリン堂　羽束師店 伏見 羽束師志水町

ファッションセンターしまむら　伏見店 伏見 羽束師志水町

京都日産自動車株式会社　長岡京店 伏見 羽束師菱川町

ホームセンターコーナン伏見大手筋店 伏見 横大路三栖大黒町

スーパーオートバックス伏見・ゴルフファイブ京都伏見 伏見 横大路芝生

ロイヤルプロ　京都横大路店 伏見 横大路天王前

トヨタカローラ京都株式会社伏見店 伏見 下鳥羽浄春ヶ前町

合同会社　西友　下鳥羽店 伏見 下鳥羽渡瀬町

家電住まいる館×web.com京都伏見店 伏見 下鳥羽北ノ口町

ハッピーテラダ　伏見店 伏見 下板橋町

蔵響館Ⅱ　（フレスコ　桃山店） 伏見 観音寺町

新鮮激安市場　久我の杜店 伏見 久我森の宮

山京桃山ビル 伏見 御堂前町

ドラッグユタカ　向島店 伏見 向島丸町

近商ストア　向島店 伏見 向島四ツ谷池町

業務スーパー　深草店 伏見 深草出羽屋敷町

ドラッグユタカ　伏見深草店 伏見 深草新門丈町

シマコーポレーション　京都伏見店 伏見 深草西浦町

ドラッグユタカ　伏見西浦店 伏見 深草西浦町5丁目

フレスコ　深草店 伏見 深草直違橋十丁目

ライフ　伏見深草店 伏見 深草平田町

藤の森ローズセンター，京阪藤の森ビル，京阪藤の森駐車
場，ローズマンション藤の森

伏見 深草堀田町

リカーマウンテン　醍醐石田店 伏見 石田内里町

アル・プラザ醍醐 伏見 醍醐高畑町

ロイヤルプロ　醍醐店 伏見 醍醐合場町
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サンディ醍醐店 伏見 醍醐合場町

コープ　醍醐石田 伏見 醍醐新開

ドラッグユタカ　醍醐店 伏見 醍醐南里町

キリン堂　醍醐店 伏見 醍醐和泉町

キリン堂　くいな橋店 伏見 竹田久保町

フィッシングエイト京都伏見 伏見 竹田向代町川町

スリーエム京都南店 伏見 竹田浄菩提院町

マツモト　伏見店 伏見 竹田中島町

ホームセンターコーナンくいな橋店 伏見 竹田中島町

ユニクロ　伏見店 伏見 竹田泓ﾉ川町

ジャパン京都伏見店 伏見 中島外山町

サッシュ事務所棟 伏見 中島秋ノ山町

アルペン京都南インター店 伏見 中島中道

ケーズデンキ　京都伏見店 伏見 中島樋ノ上町

A－プライス　京都南店 伏見 中島堀端町

ザッカバッカー　伏見店 伏見 島津町

フレスコ　丹波橋店 伏見 東大文字町

ファッションセンターしまむら　桃山店 伏見 桃山町因幡

ダックス桃山東店（西田プロジェクト） 伏見 桃山町山ﾉ下

ホームセンターコーナン六地蔵店 伏見 桃山町山ノ下

コーナンPRO六地蔵店 伏見 桃山町山ﾉ下

ＭＯＭＯテラス 伏見 桃山町山ノ下

タイヤガーデン桃山 伏見 桃山町山ノ下

イズミヤ　六地蔵店 伏見 桃山町西尾

桃山南ショッピングセンター　(旧ユニチカショッピングセン
ター）

伏見 桃山町大島

はるやま　京都伏見店 伏見 南寝小屋町

新鮮激安市場　伏見丹波橋店 伏見 舞台町

パケット　新堀川店 伏見 北端町

スーパーツジトミ　淀店 伏見 淀本町

丸栄ガクブチ 伏見 両替町１４丁目・新町１４丁目

ビデオ１観月橋店 伏見 豊後橋町

エディオン伏見店 伏見 横大路芝生

ドラッグストア　ダックス　伏見肥後町店 伏見 肥後町

スーパーマーケットバロー下鳥羽店 伏見 下鳥羽澱女町

Joshin 伏見店 伏見 下鳥羽渡瀬町

万代　丹波橋店 伏見 下板橋町

フレッツ　新堀川店 伏見 島津町

フレッツ竹田店 伏見 竹田七瀬川町

はげみ上鳥羽店 伏見 竹田向代町

ダックス伏見丹波橋店 伏見 下板橋
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗，展示場

（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。）

Paseos丹波橋店 伏見 下板橋

フレスコ淀駅店 伏見 淀池上町

コーナンＰＲＯ伏見下鳥羽店 伏見 下鳥羽但馬町

イエローハット伏見下鳥羽店 伏見 下鳥羽北ノ口町

フレスコ竹田店 伏見 竹田七瀬川町

ウエルシア伏見小栗栖店 伏見 小栗栖森本町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

衣笠グリ－ンハイツ 北 衣笠高橋町

インペリアル衣笠 北 衣笠東御所ノ内町

京都新聞　紫竹寮 北 紫竹東栗栖町

茶道研修会館 北 紫野宮西町

紫野スカイハイツ 北 紫野西蓮台野町

クラスカ西陣 北 紫野南船岡町

京都博愛会病院　看護師宿舎 北 上賀茂ケシ山

中嶋ビル 北 上賀茂桜井町

京都産業大学　五常寮 北 上賀茂神山

佛教大学　国際交流会館 北 西賀茂中川上町

西賀茂ハイツ 北 大宮開町

シャルム８０ 北 大宮開町

大谷大学/大谷大学短期大学部　貫練学寮 北 大宮薬師山西町

コーポラス西賀茂 北 大宮薬師山東町

コリーヌ衣笠 北 大北山鏡石町

社会福祉法人京都社会事業財団　西陣病院　西寮 北 平野上柳町

サニーハイム金閣寺 北 平野八丁柳町

京都北山スカイハイツ 北 鷹峯土天井町

エクセレント衣笠 北 北野東紅梅町

都市再生機構　紫野市街地住宅 北 紫野東御所田町

たのしい家紫野 北 紫野南舟岡町

グループホーム　はつね 北 小山下初音町

やすらぎの杜 北 上賀茂壱町口町

洛和ホームライフ北野白梅町 北 大将軍川端町

グループホーム　京都北山の家・小規模多機能　京都北山 北 鷹峰光悦町

京都二条ハイツ 上京 西丸太町

同志社女子大学　みぎわ寮 上京 御車道清和院口上ル東側梶井町

メガロコープ西陣　２号棟 上京 今出川通浄福寺西入る東上善寺町

藤和シティコープ今出川 上京 今出川智恵光院西入ル西北小路町

関西文理総合学園　寺町寮 上京 寺町通鞍馬口下ル高徳寺町

同志社大学　松陰寮 上京 寺町通り丸太町上る松蔭町

佛教大学　浄山道場 上京 寺町広小路上ル北之辺町

コーポラス北野 上京 七本松通一条下る三軒町

日興御所前スカイマンション 上京 薬屋町

京都工芸繊維大学　西陣宿舎2号棟 上京 新町通上御霊前上ル下清蔵口町

都市再生機構　西陣市街地住宅 上京 竪門前町

双和苑 上京 大宮通下立売下ル菱屋町

小山マンション 上京 中立売通り七本松西入ル三軒町

都市再生機構 北野市街地住宅 上京 三軒町

室町スカイハイツ 上京 中立売通室町西入ル3丁町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

シティーハイツ北野 上京 七本松通一条下る三軒町

スカイセブン田中 上京 東堀川通下長者町上ル2丁目

京都堀川グランドハイツ 上京 堀川通一条下ル主計町

グレース堀川 上京 堀川通下立売上ル４丁目

エクセル堀川 上京 堀川通寺之内上る二丁目下天神町

堀川シティハイツ 上京 堀川通寺之内上ル東入ル扇町

河原町スカイマンション 上京 中町通丸太町下る駒之町

プランタンビル 上京 河原町今出川下ル梶井町

ナービス京都二条 上京 下立売通千本西入稲葉町

たのしい家西陣 上京 中筋通大宮西入横大宮町

都市再生機構　今出川堀川市街地住宅 上京 北船橋町

京都YWCA　本館 上京 室町通出水上ル近衛町

三井ビル 上京 堀川通今出川上ル南船橋町

エクセレント聚楽第 上京 出水通土屋町東入東神明町

堀川下立売団地 上京 西堀川通下立売上る四丁目

パレロワイヤル岡崎 左京 南禅寺草川町

宮城ビル 左京 一乗寺宮ノ東町

シャトー高野 左京 一乗寺赤ノ宮町

エクセレント修学院 左京 一乗寺東閉川原町

ポルト・ド・岡崎 左京 円勝寺町

インペリアル東岡崎 左京 岡崎東天王町

じょい下鴨 左京 下鴨高木町

学校法人京都産業大学　葵寮 左京 下鴨上川原町

同志社大学　大成寮 左京 岩倉大鷺町

岩倉村松中層住宅団地　Ａ棟 左京 岩倉中在地町

岩倉村松中層住宅団地　Ｂ棟 左京 岩倉中在地町

岩倉村松中層住宅団地　Ｃ棟 左京 岩倉中在地町

岩倉村松中層住宅団地　Ｄ棟 左京 岩倉中在地町

学校法人　京都精華大学　木野寮　南寮 左京 岩倉木野町

京都大学医学部附属病院　瑞穂寮 左京 吉田下阿達町

京都大学医学部附属病院　北部寮 左京 吉田下阿達町

シャト－銀閣 左京 銀閣寺前町

ロイヤルコーポ　タカノ　東・南棟 左京 高野清水町

ファミュー御蔭Ａ棟 左京 高野清水町

東大路高野第１住宅　１号棟 左京 高野西開町

東大路高野第１住宅　３号棟 左京 高野西開町

東大路高野第１住宅　２号棟 左京 高野西開町

フルフィルたかの 左京 高野竹屋町

パレス洛北 左京 高野竹屋町

東大路高野第３住宅 １５棟 左京 高野東開町

24 / 44 ページ



定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

東大路高野第３住宅 ２１棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ２５棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ２８棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 １６棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ２２棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ２４棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ３２棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 １７棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 １８棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 １９棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ２７棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ３１棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ３５棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ３６棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ３９棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ４０棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ４２棟 左京 高野東開町

東大路高野第３住宅 ４３棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　５号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　７号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　１号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　２号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　３号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　８号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　１１号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　１２号棟 左京 高野東開町

東大路高野第２住宅　１４号棟 左京 高野東開町

佛教大学　黒谷道場 左京 黒谷町

京都大学　国際交流会館 左京 山端壱町田町

京福　修学院　第２マンション 左京 山端壱町田町

修学院住宅　Ａ棟 左京 山端壱町田町

修学院住宅　B棟 左京 山端壱町田町

京福　修学院　マンション 左京 山端壱町田町

メゾン白川 左京 鹿ケ谷上宮ノ前町

インペリアル松ケ崎 左京 松ケ崎河原田町

レジデンス浄土寺 左京 浄土寺馬場町

京都グランドハイツ 左京 聖護院円頓美町

京都国際学生の家 左京 聖護院東町

近建第一ビル 左京 聖護院蓮華蔵町

インペリアル聖護院 左京 聖護院蓮華蔵町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

コープ鴨川Ａ棟 左京 聖護院蓮華蔵町

コープ鴨川Ｂ棟 左京 聖護院蓮華蔵町

鴨東ロイヤルハイツ 左京 田中関田町

ニュ－高野ロイヤルハイツ 左京 田中上大久保町

高野ロイヤルハイツ 左京 田中上大久保町

白川セントラルハイツ 左京 田中東高原町

石川ビル 左京 田中里ノ前町

京都大学　学生寄宿舎（Ａ棟，B棟，C棟） 左京 東竹屋町

インペリアル岡崎 左京 二条通り新高倉東入ル正往寺町

第二白川ハイツ 左京 北白川東久保田町

京都産業大学　追分寮 左京 静市市原町

チサンマンション一乗寺 左京 一乗寺染殿町

エクセレント岡崎 左京 岡崎南御所町

都市再生機構　東山二条市街地住宅 左京 聖護院蓮華蔵町

カサ・デ・ソーラ白川 左京 一乗寺樋ノ口町

洛和グループホーム　百万遍 左京 田中門前町

そんぽの家S修学院 左京 山端川端町

ハートランド洛北 左京 静市市原町

グループホーム　京都左京の家・小規模多機能　京都左京 左京 静市市原町

ハートランド岩倉 左京 岩倉長谷町

シェモア御池衣棚 中京 衣棚通姉小路下ル突抜町

オークハウス京都河原町 中京 押小路通麸屋町西入橘町

ルミエール堀川 中京 岩上町

都市再生機構　御池通市街地住宅 中京 仲保利町

四条高倉スカイハイツ 中京 高倉通錦小路上ル貝屋町

四条大宮グランドコ－ポ 中京 四条通大宮西入錦大宮町

シェモア御池新町 中京 新町通押小路下ル中之町

賀陽コーポラス 中京 壬生賀陽御所町

朱雀ハイツ 中京 壬生朱雀町

シャルム四条大宮 中京 壬生相合町

都市再生機構　壬生相合市街地住宅 中京 壬生相合町

京都壬生ケアセンターそよ風 中京 壬生天池町

都市再生機構　壬生坊城市街地住宅 中京 壬生坊城町

西ノ京スカイハイツ 中京 西ノ京春日町

紀之国屋ビル 中京 西ノ京中御門東町

コ－ポラス花園 中京 西ノ京壷ノ内町

ネオコーポラス島ノ内 中京 西ノ京島ノ内町

コーポ円座 中京 西ノ京南円町

二条プラザ 中京 西ノ京北壷井町

鴨川ロイアルハイツ 中京 中筋通竹屋町上る末丸町
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報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

エクセル四条富小路 中京 富小路通六角下ル骨屋之町

メイゾン御池 中京 御池通堀川東入ル鍛治町

ジョイ御池 中京 油小路通御池下る式阿弥町

御池ロイヤルマンション 中京 油小路御池上る式阿弥町

二条麩屋町ビュ－ハイツ 中京 麸屋町二条下ル尾張町

愛の家グループホーム京都円町・小規模多機能型居宅介
護　京都円町

中京 西ノ京南両町

洛和複合サービス壬生 中京 壬生東大竹町

都市再生機構　壬生坊城第二団地2号棟 中京 壬生坊城町

都市再生機構　壬生坊城第二団地4号棟 中京 壬生坊城町

そんぽの家Ｓ壬生 中京 壬生辻町

グローリー御所南 中京 油小路通押小路下る押油小路町

都市再生機構　壬生坊城第二団地1号棟 中京 壬生坊城町

都市再生機構　壬生坊城第二団地3号棟 中京 壬生坊城町

ライオンズマンション高台寺 東山 下河原通高台寺下ル南町

三洋化成工業　東山寮 東山 今熊野南谷町

京都女子大学　日吉寮 東山 今熊野日吉町

チサンマンション東山 東山 五条橋東六丁目

京都女子大学　東山寮 東山 渋谷通東大路東入三丁目上馬町

京都女子大学　小松寮 東山 渋谷通東大路東入三丁目上馬町

ハイム福稲 東山 福稲御所ノ内町

ハイデンス東福寺 東山 本町

東山ケアセンターそよ風 東山 本町１８丁目

Meiji京都東山ビル（ドーミー清水五条） 東山 大黒町通り五条下ル1丁目袋町

地域密着型ケアセンター　いまくまの 東山 今熊野北日吉町

エクセレント東山 東山 大黒町通正面下る塗師屋町

浜野マンション 山科 京都市山科区安朱中溝町

山科音羽マンションＡ棟 山科 音羽野田町

山科ロイヤルビル 山科 音羽役出町

社会福祉法人　協和福祉会　ケアハウス山科 山科 勧修寺丸山町

プル－リオン勧修寺 山科 勧修寺瀬戸河原町

コ－ポ中臣 山科 勧修寺西栗栖野町

第一ロイヤルハイツ和田 山科 勧修寺縄手町

京都大学　国際交流会館みささぎ分館 山科 御陵池堤町

ＪＲ平林町アパート 山科 御陵平林町

近建イレブン 山科 四ノ宮神田町

ユアサイド京都山科 山科 小山谷田町

洛和ウィズ山科小山 山科 小山鎮守町

第二ロイヤルハイツ和田 山科 小野鐘付田町

山科ＡＢ棟住宅　Ａ棟 山科 西野阿芸沢町

山科ＡＢ棟住宅　Ｂ棟 山科 西野阿芸沢町
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山科団地　Ｄ棟 山科 西野様子見町

山科団地　Ｃ棟 山科 西野様子見町

山科南団地　Ｇ棟 山科 西野離宮町

山科南団地　Ｅ棟 山科 西野離宮町

山科南団地　Ｆ棟 山科 西野離宮町

コーポきよみず 山科 川田清水焼団地町

ロ－ズハイツ 山科 大宅関生町

関生ハイツ 山科 大宅関生町

ＪＲ山科竹鼻アパート　Ｂ棟 山科 竹鼻四丁目野町

ＪＲ山科竹鼻アパート　Ｃ棟 山科 竹鼻四丁目野町

スタービル 山科 竹鼻竹ノ街道町

パレス山科 山科 竹鼻堂ノ前町

ハウスセゾン京都山科 山科 竹鼻堂ノ前町

公成建設　山科社宅 山科 東野中井ノ上町

パルテ山科 山科 東野八反野町

サニーハイツ山科 山科 東野片下り町

ルミエ－ル山科 山科 東野片下り町

ローズ音羽川 山科 東野北井ノ上町

ビューハイツ京都山科 山科 北花山西ノ野町

山科椥辻団地マンション　（Ａ棟） 山科 椥辻西浦町

山科椥辻団地マンション　（Ｂ棟） 山科 椥辻西浦町

山科セントラルハイツ 山科 椥辻西潰町

京都華頂大学・短期大学　山科寮北館 山科 御陵別所町

山科音羽マンション　Ｂ棟 山科 音羽野田町

都市再生機構　山科市街地住宅 山科 椥辻池尻町

洛和ホームライフ音羽 山科 音羽八ノ坪

ハートランド山科 山科 勧修寺福岡町

医療法人　新生十全会　ひだまりの家　小野 山科 小野荘司町

洛和ホームライフ山科東野 山科 東野北井ノ上町

マカリオス山科 山科 東野舞台町

リフレイン森野 山科 東野森野町

壬生川団地 下京 中堂寺壬生川町

東本願寺　高倉役宅 下京 高倉通六条上る富屋町

京都アパートメントⅠ 下京 大宮通仏光寺下ル五坊大宮町

コーポラス大宮 下京 黒門通り五条下ル柿本町

西大路ハイムビル 下京 西七条掛越町

都市再生機構　七条御前市街地住宅 下京 西七条南中野町

下京西七条第２社宅 下京 西七条名倉町

下京西七条社宅 下京 西七条名倉町

大宮荘（第二） 下京 西酢屋町
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壬生グランドハイツ 下京 中堂寺鍵田町

パレジット五条 下京 中堂寺前田町

インペリアル五条 下京 猪熊通五条下る柿本町

もみじビル 下京 紅葉町

梅小路スカイハイツＡ棟 下京 梅小路本町

梅小路スカイハイツＢ棟 下京 梅小路本町

ライオンズマンション堀川 下京 柿本町

御所ノ内ホーム 下京 西七条南月読町

都市再生機構　新町七条市街地住宅 下京 東塩小路町

洛和グループホーム　四条鉾町 下京 木賊山町

ココファン烏丸東 下京 高倉通高辻下る葛籠屋町

都市再生機構　塩小路市街地住宅 下京 北御方紺屋町

西大路ガーデンハイツ A・B・C棟 南 吉祥院九条町

ネオコーポ西大路 南 吉祥院御池町

塔南蒔絵ハイツ 南 吉祥院蒔絵南町

マイプラザ塔南 南 吉祥院仁木ノ森町

桂川ハイツ団地２号館 南 吉祥院石原長田町

桂川ハイツ団地３号館 南 吉祥院石原長田町

桂川ハイツ団地４号館 南 吉祥院石原長田町

桂川ハイツ団地５号館 南 吉祥院石原長田町

石原住宅　Ａ棟 南 吉祥院石原南町

石原住宅　Ｂ棟 南 吉祥院石原南町

石原住宅　Ｃ棟 南 吉祥院石原南町

石原住宅　Ｄ棟 南 吉祥院石原南町

石原住宅　Ｅ棟 南 吉祥院石原南町

石原住宅　Ｆ棟 南 吉祥院石原南町

石原住宅　Ｇ棟 南 吉祥院石原南町

洛南ハイライフ 南 吉祥院前田町

葛野ハイツ 南 吉祥院大河原町

ＪＲ西大路寮 南 吉祥院中島町

日新電機久世寮旧館 南 久世町4丁目

向陽グランドハイツ 南 久世殿城町

ワーカーハイツ鳥羽 南 上鳥羽八王神町

都市再生機構　菅田町市街地住宅 南 西九条菅田町

東寺ハイム 南 西九条南田町

九条住宅 南 西九条南田町

洛南高等学校　睦寮 南 八条通大宮西入ル九条町

都市再生機構　松ノ木町団地 ２号棟 南 東九条南松ノ木町

都市再生機構　松ノ木町団地 ３号棟 南 東九条南松ノ木町

都市再生機構　松ノ木町団地 １号棟 南 東九条南松ノ木町
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桂川ハイツ団地１号館 南 吉祥院石原長田町

吉祥院ガーデンハイツ 南 吉祥院西ノ庄向田町

サニーハイツ塔南 南 吉祥院観音堂町

都市再生機構　九条市街地住宅 南 西九条南田町

都市再生機構　九条大宮市街地住宅 南 西九条南田町

そんぽの家Ｓ西大路八条 南 吉祥院西ノ庄東屋敷町

ライオンズマンション　向日町 南 久世大薮町

グループホーム　京都久世の家・小規模多機能　京都久世 南 久世殿城町

グループホームさざなみ京都南 南 上鳥羽奈須野町

そんぽの家Ｓ東寺 南 唐橋琵琶町

洛和グループホーム　花園 右京 花園猪ノ毛町

嵯峨天竜寺ハイツ 右京 嵯峨天竜寺中島町

ガーデン嵐山 右京 嵯峨天龍寺北造路町

都市再生機構嵯峨団地１３号棟 右京 嵯峨北堀町

都市再生機構　嵯峨団地14号棟 右京 嵯峨北堀町

嵐山ビューハイツ 右京 嵯峨明星町

ジョイ嵯峨野 右京 嵯峨野開町

ネオコ－ポ嵯峨野 右京 嵯峨野宮之元町

コ－ポ嵯峨野 右京 嵯峨野段町

関西電力　株式会社　太秦独身寮 右京 嵯峨野秋街道町

京都四条グランドハイツ 右京 山ノ内池尻町

立命館大学　インターナショナルハウス常盤 右京 常盤神田町

西京極ハイツ 右京 西院久保田町

マンハイム五条 右京 西院月双町

ロイヤルコーポ 右京 西院高田町

都市再生機構 西院市街地住宅 右京 西院三蔵町

四条グランドハイツＡ棟 右京 西院西貝川町

四条グランドハイツＢ棟 右京 西院西貝川町

五条ローズハイツ　Ａ棟 右京 西院西溝崎町

五条ローズハイツ　Ｂ棟 右京 西院西溝崎町

天神川ケアセンターそよ風 右京 西院西田町

日商岩井朱雀マンション 右京 西院東中水町

洛和グループホーム　西院 右京 西院日照町

ウエストハイマンション西院 右京 西院日照町

都市再生機構　西京極団地1号棟 右京 西京極三反田町

都市再生機構　西京極団地2号棟 右京 西京極三反田町

都市再生機構　西京極団地4号棟 右京 西京極三反田町

都市再生機構　西京極団地5号棟 右京 西京極三反田町

都市再生機構　西京極団地6号棟 右京 西京極三反田町

都市再生機構　西京極団地7号棟 右京 西京極三反田町
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都市再生機構　西京極団地8号棟 右京 西京極三反田町

都市再生機構　西京極団地10号棟 右京 西京極三反田町

都市再生機構　西京極団地9号棟 右京 西京極三反田町

西京極大門ハイツ 右京 西京極大門町

関西電力　株式会社　西京極独身寮 右京 西京極畑田町

西京極ガ－デンハイツ 右京 西京極畔勝町

友禅ハイツ 右京 西京極畔勝町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部　真心
寮

右京 西京極野田町

常盤ハイツ 右京 太秦京ノ道町

太秦アパート　東１号　東２号 右京 太秦荒木町

百寿コ－ポラス 右京 太秦森ケ東町

西喜マンション 右京 太秦椙ケ本町

テラスハイツ鳴滝 右京 梅ケ畑高鼻町

タウンハイツ嵐山 右京 梅津尻溝町

嵐山ロイアルハイツ２号棟 右京 梅津大縄場町

嵐山ロイアルハイツ４号棟 右京 梅津大縄場町

嵐山ロイアルハイツ６号棟 右京 梅津大縄場町

嵐山ロイアルハイツ８号棟 右京 梅津大縄場町

嵐山ロイアルハイツ１号棟 右京 梅津大縄場町

嵐山ロイアルハイツ３号棟 右京 梅津大縄場町

嵐山ロイアルハイツ５号棟 右京 梅津大縄場町

嵐山ロイアルハイツ７号棟 右京 梅津大縄場町

ユニハイム四条梅津 右京 梅津南広町

嵐山リバ－サイドハイツ 右京 罧原町

ジャルダン御池通 右京 山ノ内御堂殿町

洛和グループホーム　太秦 右京 太秦袴田町

都市再生機構　花園団地　1号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　2号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　3号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　4号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　6号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　7号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　8号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　9号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　10号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　11号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　12号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　13号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　14号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　16号棟 右京 花園鷹司町
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都市再生機構　花園団地　17号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　18号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　19号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　花園団地　20号棟 右京 花園鷹司町

都市再生機構　西京極駅前市街地住宅 右京 西京極西池田町

西山寮 右京 太秦荒木町

山紫荘 右京 太秦荒木町

なごやかレジデンス京都花園 右京 花園中御門町

嵯峨野ケアセンターそよ風 右京 嵯峨釈迦堂藤ノ木町

そんぽの家S京都嵯峨野 右京 嵯峨野清水町

そんぽの家Ｓ京都嵐山 右京 嵯峨野千代ノ道町

あやとりクレイドル 右京 西院西貝川町

そんぽの家Ｓ西京極 右京 西院六反田町

そんぽの家Ｓ南太秦 右京 太秦土本町

そんぽの家Ｓ常磐野 右京 太秦北路町

御所ノ内ホームごじょう西小路 右京 西院追分町

STAYHOME　嵯峨嵐山 右京

グランドマスト京都嵯峨野 右京 嵯峨野開町

京都ケアセンターそよ風 西京 大枝東新林町

市ノ前ハイツ 西京 桂市ノ前町

京都桂社宅 西京 桂千代原町

シャルム桂 西京 桂滝川町

シャトル松尾 西京 松室河原町

第２１長栄コーポ小山 西京 松尾木ノ曽町

Choei第５コーポ中川 西京 上桂三ノ宮町

桂グランドハイツ 西京 上桂前田町

洛西境谷住宅　１号棟 西京 大原野西境谷町

洛西境谷住宅　２号棟 西京 大原野西境谷町

洛西境谷住宅　３号棟 西京 大原野西境谷町

洛西境谷住宅　４号棟 西京 大原野西境谷町

洛西境谷住宅　５号棟 西京 大原野西境谷町

洛西境谷住宅　６号棟 西京 大原野西境谷町

洛西境谷住宅　７号棟 西京 大原野西境谷町

洛西境谷住宅　８号棟 西京 大原野西境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 3号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 4号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 5号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 6号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 7号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 8号棟 西京 大原野東境谷町
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都市再生機構　洛西境谷東団地 9号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 10号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 11号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 12号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 13号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 14号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 15号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 16号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西境谷東団地 18号棟 西京 大原野東境谷町

都市再生機構　洛西竹の里団地 1号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 2号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 3号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 4号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 5号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 6号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 7号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 8号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 10号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 11号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 12号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 13号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 14号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 15号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西竹の里団地 16号棟 西京 大原野東竹の里町

都市再生機構　洛西新林団地　 １号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 　７号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 １２号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 １５号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 １６号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 １７号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 １８号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 １９号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２０号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２１号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２２号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２３号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２４号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２５号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２７号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ２８号棟 西京 大枝西新林町
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都市再生機構　洛西新林団地 ２９号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林団地 ３０号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 1号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 2号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 3号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 4号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 5号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 6号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 7号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 8号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 9号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 11号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 12号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 13号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 14号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 15号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 16号棟 西京 大枝西新林町

都市再生機構　洛西新林北団地 17号棟 西京 大枝西新林町

嵐山レックスマンション 西京 嵐山中尾下町

境谷西第１住宅　２７号棟 西京 大原野西境谷町3丁目

境谷西第１住宅　２８号棟 西京 大原野西境谷町3丁目

境谷西第１住宅　２９号棟 西京 大原野西境谷町3丁目

境谷西第２住宅団地　１号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　２号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　３号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　４号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　５号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　７号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　８号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　９号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　１０号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　１２号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　１３号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　１４号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　１７号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　１８号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　１９号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　２０号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　２１号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　２２号棟 西京 大原野西境谷町2丁目
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境谷西第２住宅団地　２４号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　２５号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

境谷西第２住宅団地　２６号棟 西京 大原野西境谷町2丁目

エクセレント桂 西京 牛ヶ瀬西柿町

医療法人弘正会　洛桂の郷 西京 牛ケ瀬奥ノ坊町

そんぽの家S桂川 西京 牛ヶ瀬西柿町

カーサ桂 西京 御陵内町

ハートランド桂 西京 桂芝ノ下町

スイート嵐山 西京 嵐山内田町

都市再生機構　上桂市街地住宅 西京 上桂森下町

スイート上桂 西京 上桂前田町

株式会社　パナソニック共済会　伏見荘Ａ棟 伏見 羽束師志水町

株式会社　パナソニック共済会　伏見荘Ｂ棟 伏見 羽束師志水町

ハイム伏見 伏見 横大路下三栖山殿

伏見日光ハイツ１号棟 伏見 横大路貴船

伏見スカイハイツ 伏見 横大路橋本

伏見日光ハイツ2号棟 伏見 横大路天王前

都市再生機構向島団地６－３号棟 伏見 向島四ツ谷池

中島町マンション 伏見 向島中島町

伴コ－ポラス 伏見 向島中島町

第２長栄マンション 伏見 向島津田町

向島第三街区Ｄ棟 伏見 向島二ノ丸町

ハイム丹波橋 伏見 指物町

パールハイツイナリ 伏見 深草一の坪町

京都教育大学　学生寄宿舎　男子第１寮棟，男子第２寮
棟，男子寮渡廊下

伏見 深草越後屋敷町

京都教育大学　学生寄宿舎　女子第１寮棟，女子第２寮
棟，女子寮管理棟，女子寮渡廊下

伏見 深草越後屋敷町

コトーハイツ伏見稲荷　Ａ棟 伏見 深草下川原町

コトーハイツ伏見稲荷　Ｂ棟 伏見 深草下川原町

ファミール伏見 Ａ棟 伏見 深草出羽屋敷町

ファミール伏見 Ｃ棟 伏見 深草出羽屋敷町

ファミール伏見 Ｂ棟 伏見 深草出羽屋敷町

鳥羽街道団地Ｇ棟 伏見 深草正覚町

鳥羽街道団地I棟 伏見 深草正覚町

鳥羽街道団地Ｋ棟 伏見 深草正覚町

シャト－深草Ⅰ 伏見 深草西浦町3丁目

シャト－深草Ⅱ 伏見 深草西浦町

メゾン深草 伏見 深草西浦町4丁目

都市再生機構　深草市街地住宅２号棟 伏見 深草西浦町

西浦住宅　Ａ棟 伏見 深草西浦町7丁目
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西浦住宅　Ｃ棟 伏見 深草西浦町7丁目

西浦住宅　Ｂ棟 伏見 深草西浦町7丁目

深草西浦住宅 伏見 深草西浦町２丁目

都市再生機構　深草市街地住宅１号棟 伏見 深草西浦町

ハイツ青風 伏見 深草池ノ内町

コーポラス伏見 伏見 深草池ノ内町

マンション　ハヤシビル 伏見 深草野手町

しらさぎ寮 伏見 石田森南町

醍醐パインクレスト 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地３号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地４号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地５号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地６号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地７号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地８号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地９号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１０号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１３号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１４号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１５号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１６号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１７号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１８号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地１９号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２０号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２１号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２２号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２３号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２４号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２５号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２６号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２７号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２８号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地２９号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地３０号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地３１号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地３２号棟 伏見 石田森南町

都市再生機構　醍醐石田団地３３号棟 伏見 石田森南町
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タウンハイツ醍醐 伏見 石田内里町

一言寺団地　Ａ－１棟 伏見 醍醐下山口町

一言寺団地　Ａ－２棟 伏見 醍醐下山口町

一言寺団地　Ａ－３棟 伏見 醍醐下山口町

一言寺団地　Ｂ－１棟 伏見 醍醐下山口町

一言寺団地　Ｂ－２棟 伏見 醍醐下山口町

一言寺団地　Ｃ－１棟 伏見 醍醐下山口町

一言寺団地　Ｃ－２棟 伏見 醍醐下山口町

構口マンション 伏見 醍醐構口町

中野ビル 伏見 醍醐大構町

醍醐上ノ山団地　Ａ1棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ａ3棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ｂ2棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ｃ1棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ｃ3棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ａ2棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ｂ1棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ｂ3棟 伏見 醍醐上ノ山町

醍醐上ノ山団地　Ｃ2棟 伏見 醍醐上ノ山町

竹田マンション 伏見 竹田久保町

深草サニ－ハイツ 伏見 竹田七瀬川町

コ－ポラス城南 伏見 竹田浄菩堤院町

洋伸伏見ハイツ 伏見 津知橋町

桃山グランドハイツ 伏見 東奉行町

藤和伏見コープ 伏見 東柳町

ファインブルーム丹波橋 伏見 桃山井伊掃部西町

桃山ガ－デンハイツ 伏見 桃山町伊賀

ロイヤルマンション桃山 伏見 桃山町根来

都市再生機構観月橋団地 ２号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 ３号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 ５号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 ６号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 ７号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 ８号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 ９号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 １２号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 １３号棟 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構観月橋団地 １４号棟 伏見 桃山町泰長老

京都桃山プラザ 伏見 桃山町鍋島

パークレットマンション 伏見 桃山筒井伊賀東町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

都市再生機構　桃山南団地６号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地７号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地８号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地９号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１０号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１１号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１２号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１３号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１４号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１５号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１６号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１７号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１８号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地１９号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地２０号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地２１号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地２２号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地２３号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地２３Ａ号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地２４号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地２６号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地27号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地27A号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地28号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地28A号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地29号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地30号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地31号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地32号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地33号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地34号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地35号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地36号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地37号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地38号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地39号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地40号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地41号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地42号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地43号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

都市再生機構　桃山南団地44号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地45号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地46号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地47号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地48号棟 伏見 桃山南大島町，桃山町大島

都市再生機構　伏見納所団地 1号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 2号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 3号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 4号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 5号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 6号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 7号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 9号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 10号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 11号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 12号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 13号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 14号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　伏見納所団地 15号棟 伏見 納所下野

淀団地第一住宅　１棟 伏見 納所町

淀団地第一住宅　２棟 伏見 納所町

淀団地第２住宅　３号棟 伏見 納所町

淀団地第２住宅　４号棟 伏見 納所町

日本中央競馬会　新町舎宅 伏見 淀新町

プレジデント淀 伏見 淀池上町

シャト－淀城公園 伏見 淀本町

正和フラット淀 伏見 淀本町

向島ニュータウン 第３街区Ａ棟 伏見 向島二ノ丸町

向島第三街区Ｂ棟 伏見 向島二ノ丸町

向島ニュータウン 第３街区Ｃ棟 伏見 向島二ノ丸町

向島第三街区Ｅ棟 伏見 向島二ノ丸町

向島ニュータウン　第三街区Ｆ棟分譲住宅 伏見 向島二ノ丸町

向島ニュータウン　第三街区Ｇ棟分譲住宅 伏見 向島二ノ丸町

コトーハイツ伏見稲荷　Ｃ棟 伏見 深草下川原町

鳥羽街道団地Ｅ棟 伏見 深草正覚町

向島二街区　Ａ棟 伏見 向島二の丸町

向島二街区　Ｂ棟 伏見 向島二の丸町

向島二街区　Ｃ棟 伏見 向島二の丸町

向島二街区　Ｄ棟 伏見 向島二の丸町

都市再生機構　小栗栖北団地  1号棟 伏見 小栗栖南後藤町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

都市再生機構　小栗栖北団地　5号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　8号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　11号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　12号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　13号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　14号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　15号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　16号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　17号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　18号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　19号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　20号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　21号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　22号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　23号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　25号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　26号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　28号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　29号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　30号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　31号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　32号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　33号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　35号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　36号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　小栗栖北団地　37号棟 伏見 小栗栖南後藤町

都市再生機構　伏見納所団地 8号棟 伏見 納所下野

都市再生機構　桃山南団地　１号棟 伏見 桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地　２号棟 伏見 桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地　３号棟 伏見 桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地　４号棟 伏見 桃山町大島

都市再生機構　桃山南団地　５号棟 伏見 桃山町大島

グループホーム 京都向島の家・小規模多機能 京都向島 伏見 向島庚申町

医療法人啓信会グループホーム　リエゾン羽束師 伏見 羽束師古川町

ハーモニーこがなの家 伏見 久我石原町

医療法人　健康会　伏見ぬくもりの里 伏見 銀座町三丁目

観月橋翔裕館 伏見 向島立河原町

サービス付き高齢者向け住宅　恵寿 伏見 小栗栖小阪町

ジュネス一番館 伏見 深草善導寺町

医療法人　高生会　ケアコートふじのもり 伏見 深草僧坊町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　下宿，共同住宅，寄宿舎

（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。）

医療法人　高生会サービス付高齢者向け住宅ケアコートだ
てまち，医療法人　高生会ショートステイだてまち

伏見 深草東伊達町

たのしい家醍醐 伏見 醍醐新町裏町

醍醐の家ほっこり 伏見 醍醐南里町

洛和グループホーム伏見竹田 伏見 竹田三ツ杭町

さくらハウス板橋 伏見 土橋町

特定医療法人桃仁会サービス付き高齢者向け住宅やすら
ぎ

伏見 桃山町伊賀

グループホーム　京都桃山の家・小規模多機能　京都桃山 伏見 桃山町泰長老

医療法人　新生十全会　こもれびの家 伏見 日野西風呂町

グループホーム　京都納所淀の家・小規模多機能　京都納
所淀

伏見 納所北城堀

あやとり醍醐店 伏見 小栗栖牛ヶ淵町

京都指月の郷East館 伏見 桃山町泰長老

都市再生機構　向島団地６－１号棟 伏見 向島四ツ谷池

都市再生機構　向島団地６－２号棟 伏見 向島四ツ谷池
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和２年
主要用途：　学校

（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。）

大谷大学/大谷大学短期大学部　博綜館，講堂棟 北 小山上総町

大谷大学　尋源館 北 小山上総町

大谷大学/大谷大学短期大学部　響流館 北 小山上総町

大谷大学　１号館 北 小山上総町

大谷大学　４号館 北 小山上総町

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　有心館 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 尚学館 北 等持院北町

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

大谷大学/大谷大学短期大学部　5号館 北 小山上総町

同志社大学 徳照館 上京 今出川烏丸東入玄武町

同志社大学　扶桑館 上京 今出川烏丸東入玄武町

同志社大学　育真館 上京 西大路町

同志社大学　臨光館 上京 近衛殿表町

同志社大学　学生会館 上京 西大路町

京都文教中学校・高等学校　５号館 左京 岡崎円勝寺町

京都文教中学校・高等学校　第二体育館 左京 岡崎円勝寺町

学校法人　京都精華大学　本館 左京 岩倉木野町

学校法人　京都精華大学　光彩館 左京 岩倉木野町

学校法人　京都精華大学　流渓館 左京 岩倉木野町

学校法人　京都精華大学　対峰館 左京 岩倉木野町

京都大学　学内共同研究センター共同研究棟 左京 吉田下阿達町

京都大学　先端医療研究開発機構棟 左京 吉田橘町

京都大学　放射線生物研究棟本館 左京 吉田橘町

京都大学　医学部Ｆ棟 左京 吉田本町

京都大学　医学部Ｃ棟・Ｄ棟 左京 吉田橘町

京都大学　第三臨床研究棟 左京 聖護院川原町

京都大学　先端科学研究棟 左京 吉田橘町

京都大学　医学部動物実験施設 左京 吉田橘町

京都大学　高等研究院　本館 左京 吉田牛ノ宮町

京都大学　吉田南総合図書館 左京 吉田二本松町

京都大学　吉田南総合館 左京 吉田二本松町

京都大学　経済研究所　北館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究１号館別館 左京 吉田本町

京都大学　文系学部校舎 左京 吉田本町

京都大学　総合研究16号館 左京 吉田本町
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京都大学　総合研究１１号館 左京 吉田本町

京都大学　教育学部本館 左京 吉田本町

京都大学　百周年時計台記念館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究８号館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究12号館 左京 吉田本町

京都大学　法経済学部東館 左京 吉田本町

京都大学　人文科学研究所本館・総合研究４号館 左京 吉田本町

京都大学　工学部物理系校舎 左京 吉田本町

京都大学　総合研究２号館 左京 吉田本町

京都大学医学部附属病院　先端医療機器開発・臨床研究
センター

左京 聖護院川原町

京都大学　医学部人間健康科学棟（北棟） 左京 聖護院川原町

京都大学　ウイルス再生研4号館 左京 聖護院川原町

京都芸術大学　人間館（NA棟・ＮＢ棟・ＮＣ棟） 左京 北白川瓜生山町

京都大学　北部学生食堂 左京 北白川追分町

京都大学　理学研究科５号館北棟 左京 北白川追分町

京都大学　プラズマ波動実験棟 左京 北白川追分町

京都大学　理学研究科4号館 左京 北白川追分町

京都大学　理学研究科5号館 左京 北白川追分町

京都大学　理学研究科6号館　北棟，南棟 左京 北白川追分町

花園大学　栽松館・蔭凉館 中京 西ノ京壺ノ内町

花園大学　自適館 中京 西ノ京壺ノ内町

京都女子高等学校・京都女子中学校1・2・3・4校舎 東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　L校舎 東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　A校舎 東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　G校舎 東山 今熊野日吉町

京都女子大学　体育館 東山 今熊野日吉町

京都薬科大学 　創薬科学フロンティア研究センター 山科 御陵四丁野町

京都薬科大学　愛学館 山科 御陵中内町

京都橘大学　清史館 山科 大宅山田町

京都橘大学　清風館 山科 大宅山田町

京都橘大学　清優館・清香館 山科 大宅山田町

京都橘大学　明優館 山科 大宅山田町

京都橘大学　中央体育館 山科 大宅山田町

学校法人　龍谷大学　大宮学舎　西黌 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　西黌新棟 下京 七条通大宮東入ル大工町

京都外大西高等学校 本館 右京 山ノ内苗町

京都外大西高等学校 北館 右京 山ノ内苗町

学校法人　京都外国語大学　１号館・４号館 右京 西院笠目町

学校法人　京都外国語大学　２号館 右京 西院笠目町

学校法人　京都外国語大学 １０号館 右京 山ノ内荒木町
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学校法人　京都外国語大学　森田記念講堂 右京 西院笠目町

京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部　
１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　
徳風館

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　
聞光館

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　
慈光館

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　
第一体育館

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　
清風館

右京 西京極葛野町

京都教育大学附属高等学校 本館・特別教室棟・昇降口棟 伏見 深草越後屋敷町

京都教育大学附属高等学校　メディア棟 伏見 深草越後屋敷町

学校法人　龍谷大学　深草西学舎　紫光館 伏見 深草西浦町

学校法人　龍谷大学　深草学舎　3号館 伏見 深草塚本町

学校法人　龍谷大学　深草学舎　8号館 伏見 深草塚本町

京都聖母学院中学校・高等学校　北館 伏見 深草田谷町

京都聖母学院中学校・高等学校　西館 伏見 深草田谷町

京都聖母学院中学校・高等学校　東館 伏見 深草田谷町

京都聖母学院中学校・高等学校　南館 伏見 深草田谷町

京都聖母学院中学校・高等学校　体育館 伏見 深草田谷町

京都教育大学　本部庁舎・電算機室・附属図書館 伏見 深草藤森町

京都教育大学　講義棟 伏見 深草藤森町
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