
「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３年

主要用途：　病院，診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

（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。）

賀茂病院 北 紫竹東栗栖町

独立行政法人地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療
センター

北 小山下総町

冨田病院 北 小山下内河原町

京都からすま病院 北 小山北上総町

京都博愛会病院 北 上賀茂ケシ山

北山武田病院 入院棟 北 上賀茂岩ケ垣内町

医療法人　浜田会　洛北病院 北 上賀茂神山

一般財団法人　薬師山病院 北 大宮薬師山西町

京都北野病院 北 大将軍東鷹司町

介護老人保健施設　ライブリィきぬかけ 北 大北山原谷乾町

聖ヨゼフ整肢園 北 北野東紅梅町

医療法人財団　足立病院　足立乳腺クリニック 北 上賀茂松本町

京都博愛会病院　D棟 北 上賀茂ケシ山

医療法人　愛寿会　同仁病院 上京 一条通新町東入る東日野殿町

京都府立医科大学附属病院（病棟・中央診療施設・臨床講
義棟）

上京 河原町通広小路上る梶井町

京都第二赤十字病院　Ｃ・Ｄ棟 上京 釜座通丸太町上ル春帯町

京都第二赤十字病院　　Ａ棟，Ｂ棟 上京 釜座通丸太町上る春帯町

社会福祉法人　京都社会事業財団　西陣病院（西館） 上京 五辻通六軒町西入溝前町

社会福祉法人京都社会事業財団　西陣病院　本館 上京 五辻通六軒町西入溝前町

京都府立医科大学附属病院（外来診療棟） 上京 河原町通広小路上る梶井町

医療法人　相馬病院 上京 御前通今小路下ル馬喰町

社会医療法人　西陣健康会　堀川病院 上京 堀川通今出川上ル北船橋町

京都府立医科大学附属病院（E病棟） 上京 河原町通広小路上る梶井町

デュオビル 上京 今小路通御前通西入紙屋川町

京都府立医科大学附属病院　永森記念最先端がん治療
研究センター

上京 河原町通広小路上ル梶井町

京都府立医科大学　ロームBNCTセンター 上京 河原町通広小路上る梶井町

いわくら病院　南館 左京 岩倉上蔵町

いわくら病院　北館 左京 岩倉上蔵町

医療法人　三幸会　北山病院 本館 左京 岩倉上蔵町

医療法人三幸会　北山病院（老人性痴呆疾患療養病棟　
いずみ棟）

左京 岩倉上蔵町

医療法人三幸会　北山病院　みなみ棟 左京 岩倉上蔵町

医療法人三幸会　老人保健施設　紫雲苑 左京 岩倉上蔵町

洛陽病院 左京 岩倉上蔵町

医療法人　三幸会　第二北山病院 左京 岩倉上蔵町

医療法人三幸会　第二北山病院　あゆみ棟 左京 岩倉上蔵町

介護老人保健施設　フェアウインドきの 左京 岩倉幡枝町

一般財団法人　川越病院 左京 浄土寺馬場町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　病院，診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

（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。）

京都大学医学部附属病院 ＲＩ診療棟 左京 聖護院川原町

京都大学附属病院　外来診療棟 左京 聖護院川原町

京都大学医学部附属病院 西病棟 左京 聖護院川原町

京都大学医学部附属病院　中央診療棟・第二臨床研究棟 左京 聖護院川原町

京都大学医学部附属病院（北病棟） 左京 聖護院川原町

京都大学医学部附属病院　積貞棟 左京 聖護院川原町

社会福祉法人　友々苑　介護老人保健施設　友々苑 左京 静市市原町

介護老人保健施設　しずはうす 左京 静市静原町

京都大原記念病院 左京 大原井出町

京都民医連　あすかい病院　北館 左京 田中飛鳥井町

日本バプテスト　看護専門学校・老人保健施設 左京 北白川山ノ元町

日本バプテスト病院 左京 北白川山ノ元町

バプテスト眼科クリニック 左京 北白川上池田町

順和会　京都下鴨病院 左京 下鴨東森ヶ前町

医療法人仁愛会川村産婦人科 左京 下鴨高木町

京都大学医学部付属病院　（南病棟） 左京 聖護院川原町

京都近衛リハビリテーション病院　NTT西日本　京都吉田
別館

左京 吉田近衛町

京都大学医学部附属病院　中病棟・次世代医療・iPS細胞
治療研究センター

左京 聖護院川原町

足立病院 中京 間之町通押小路上ル鍵屋町

介護老人保健施設　西の京 中京 西ノ京小堀町

京都逓信病院 中京 六角通新町西入ル西六角町

介護老人保健施設　洛和ヴィライリオス 中京 聚楽廻西町

京都市立病院 中京 壬生東高田町

一般財団法人　京都地域医療学際研究所　がくさい病院 中京 壬生東高田町

洛和会　丸太町病院 中京 聚楽廻松下町

京都第一赤十字病院 東山 本町15丁目

医療法人社団　育生会　京都久野病院 東山 本町22丁目

洛和会　音羽病院AB棟 山科 音羽珍事町

洛和会　音羽病院D棟 山科 音羽珍事町

洛和会　音羽病院C棟 山科 音羽珍事町

医療法人　稲門会　アビイロードやましな 山科 勧修寺南大日

洛和会　音羽記念病院/洛和　ヴィラアエル 山科 小山鎮守町

医療法人　医仁会　老人保健施設　いわやの里 山科 大宅古海道町

一般社団法人愛生会　介護老人保健施設　おおやけの里 山科 大宅向山

一般社団法人　愛生会　山科病院 山科 竹鼻四丁野町

加藤山科病院 山科 東野北井ノ上町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　A棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　B棟 山科 日ノ岡夷谷町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　病院，診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

（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　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　C棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　十全会　京都東山老年サナトリウム　D棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　E棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　F棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　G棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　I棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　J棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　K棟 山科 日ノ岡夷谷町

医療法人　新生十全会　京都東山老年サナトリウム　中央
棟

山科 日ノ岡夷谷町

洛和会　音羽リハビリテーション病院 山科 小山北溝町

医療法人財団　康生会　武田病院 下京 塩小路通西洞院東入東塩小路町

医療法人　健康会　介護老人保健施設　ぬくもりの里 下京 七条御所ノ内西町

医療法人　健康会　新京都南病院 下京 七条御所ノ内北町

医療法人　令寿会　しまばら病院 下京 小坂町

医療法人社団　恵心会　京都武田病院 下京 西七条南衣田町

医療法人　愛友会　明石病院 下京 西七条南衣田町

医療法人　健康会　京都南病院 下京 西七条南中野町

介護老人保健施設　じゅんぷう 下京 西堀川通松原下る橋橘町

京都回生病院 下京 中堂寺庄ノ内町

佐伯医院 下京 柳馬場綾小路下る永原町

木津屋橋武田病院介護医療院 下京 油小路通魚棚下ル油小路町

南部産婦人科医院 下京 西七条市部町

公益社団法人　京都保健会　吉祥院病院 南 吉祥院井ノ口町

介護老人保健施設　マムクオーレ 南 吉祥院南落合町

医療法人財団　医道会　十条武田リハビリテーション病院 南 吉祥院八反田町

第二足立病院 南 四ツ塚町

医療法人社団　親和会　京都木原病院 南 東寺東門前町

医療法人　島岡医院 南 唐橋平垣町

医療法人　同仁会（社団）　 京都九条病院 南 唐橋羅城門町

総合介護支援　マム　スクエア 南 唐橋羅城門町

光仁病院 南 四ツ塚町

洛和会東寺南病院 南 西九条南田町

医療法人　新生十全会　京都ならびがおか病院　H棟 右京 常盤古御所町

老人保健施設　リーベン嵯峨野 右京 常盤東ノ町

宮元産婦人科医院 右京 西院四条畑町

一般財団法人　高雄病院 右京 梅ヶ畑畑町

ケアスポット梅津 右京 梅津尻溝町

医療法人社団　松仁会　内田病院 右京 梅津大縄場町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　病院，診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

（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。）

介護老人保健施設　マリアンヌ 右京 梅津中倉町

嵯峨野病院 右京 鳴滝宇多野谷

医療法人社団京健会　西京クリニック　介護棟 右京 西院北矢掛町

一般社団法人 視力愛護協会 富井眼科診療所 右京 西院高山寺町

医療法人朋生会中尾クリニック 右京 嵯峨柳田町

京都市立京北病院 右京 京北下中町鳥谷

三菱京都病院 西京 桂御所町

医療法人　弘正会　西京都病院 西京 御陵溝浦町

医療法人　清仁会　シミズ病院 西京 山田中吉見町

社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院 西京 山田平尾町

医療法人　倖生会　身原病院 西京 上桂宮ノ後町

医療法人　清仁会　洛西シミズ病院 西京 大枝沓掛町

医療法人　清仁会　シミズひまわりの里 西京 大枝沓掛町

洛西ニュータウン病院 西京 大枝東新林町

洛西　けいゆうの里 西京 大枝東長町

医療法人清仁会　洛西シミズ病院　回復期リハビリテー
ションセンター

西京 大枝沓掛町

蘇生会　総合病院 伏見 下鳥羽広長町

第2アールそせい 伏見 下鳥羽上三栖町

伏見桃山総合病院 伏見 下油掛町，西大手町

介護老人保健施設　ハーモニーこが 伏見 久我森の宮町

京都南西病院 伏見 久我東町

社会医療法人　岡本病院（財団）　伏見岡本病院 伏見 京町9丁目

医療法人藤田産科・婦人科医院 伏見 銀座町

特定医療法人　桃仁会　老人保健施設　桃寿苑 伏見 向島津田町

あじさいガーデン伏見 伏見 向島二ノ丸町

独立行政法人　国立病院機構　京都医療センター 伏見 深草向畑町

医療法人財団　医道会　稲荷山武田病院（本館） 伏見 深草正覚町

医療法人　医仁会　武田総合病院 伏見 石田森南町

医療法人　桜花会　醍醐病院　西館 伏見 石田大山町

共和病院 伏見 醍醐川久保町

医療法人　五木田病院 伏見 竹田流池町

特定医療法人　桃仁会　桃仁会病院 伏見 桃山町伊賀

社会医療法人　弘仁会　大島病院 伏見 桃山町泰長老

医療法人　新生十全会　なごみの里病院 伏見 日野西風呂町

医療法人社団　淀さんせん会　金井病院 伏見 淀木津町

医療法人　桜花会　醍醐病院　東館 伏見 石田大山町

医療法人　桜花会　醍醐病院　別館 伏見 石田大山町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　自動車車庫，自動車修理工場，映画スタジオ，テレビスタジオ

（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。）

京都鞍馬口医療センター　地下駐車場 北 小山下総町

フォルクスワーゲン平安 北 平野宮本町

パークシティ北大路 北 紫野雲林院町

和田ガレージ（機械式） 上京 元誓願寺通油小路西入仲之町

アウディ京都 左京 高野西開町

頂妙寺駐車場 左京 仁王門通新麸屋町西入大菊町

タイムズ四条烏丸（四条烏丸駐車場） 中京 錦小路烏丸東入元法然寺町

株式会社大丸松坂屋百貨店　大丸京都店　四条高倉駐車
場

中京 高倉通錦小路帯屋町

三条ありもと 中京 三条麩屋町東入ル弁慶石町，丸屋町

山庄自走パーキング 中京 壬生坊城町

平安ガレ－ジ 中京 京都府京都市中京区油屋町

株式会社大丸松坂屋百貨店　大丸京都店　東洞院駐車場 中京 東洞院通錦小路阪東屋町

麩屋町パーキング 中京 麩屋町通四条上る桝屋町

京都府医師会館　駐車場 中京 西ノ京東栂尾町

ケイ・ケイ・ディ商事　東山駐車場 東山 小松町

京都トヨペット 山科店 山科 音羽役出町

ミリオンダラー山科東野店駐車場 山科 東野百拍子町

ホンダカーズ京都 山科西店 自動車修理工場棟 山科 西野楳本町，北花山大林町

山田パーキング 下京 新町通高辻上ル岩戸山町

新三虎ビル第２ 下京 大宮通四条下る四条大宮町

都産業株式会社七条大宮モータープール 下京 大宮通七条下る和気町

大阪ガス株式会社　京滋導管部　総務チーム（立体駐車
場）

下京 中堂寺粟田町

京都駅ビル西第２駐車場 下京 東塩小路町

損保ジャパン京都ビル駐車場棟 下京 本覚寺前町

KRP Pista 下京 西七条赤社町

近畿オート１ 南 吉祥院向田西町

トヨタカローラ京都株式会社 吉祥院店 南 吉祥院石原上川原町

ネッツトヨタ京華株式会社　本社 南 吉祥院池田町

株式会社オートクラフト　車体第二工場 南 吉祥院長田町

ジェイズ（駐車場棟） 南 吉祥院内河原町

パーラールート１（駐車場） 南 上鳥羽上調子町

いすゞ自動車近畿株式会社京都サービスセンター 南 上鳥羽大溝

株式会社ラ・テール 南 上鳥羽南苗代町

株式会社オートクラフト  新車物流工場 南 上鳥羽馬廻

株式会社オートクラフト　タワーパーキング 南 上鳥羽馬廻

ドン・キホーテ京都南インター店（駐車場） 南 上鳥羽北花名町

都タクシー株式会社自動車整備工場 南 上鳥羽藁田

京都スバル　本社・久世橋店 南 吉祥院石原堂ノ後西町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　自動車車庫，自動車修理工場，映画スタジオ，テレビスタジオ

（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。）

コスモワンダータウン 右京 山ノ内苗町

株式会社マツシマホールディングス（本社） 右京 西院寿町

マツシマホールディングス本社自走式駐車場 右京 西院寿町

竹口パークビル 右京 西院東今田町

東映株式会社京都撮影所　映画スタジオ　No.11ステージ 右京 太秦西峰岡町

嵯峨野ラッキー駐車場 右京 太秦御所ノ内町

社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院（自走式
駐車場）

西京 山田平尾町

善峯寺 寺寶館 西京 大原野小塩町

日本たばこ産業株式会社関西工場　（立体駐車場） 伏見 羽束師菱川町

日通商事株式会社京都工場大型整備工場棟 伏見 横大路芝生

朝日プラザ伏見桂川 伏見 久我本町

京都市花き地方卸売市場　駐車場棟 伏見 深草西川原町

京都パルスプラザ 臨時駐車場 伏見 京都市伏見区竹田田中宮町

イチバン久御山淀店 伏見 淀生津町

トナミ運輸株式会社　近畿主管支店　京都支店 伏見 横大路一本木
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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。）

西院ビル 右京 西院東貝川町

エルハウジングビル 右京 西院東貝川町

四条烏丸センタービル 下京 綾小路通烏丸西入童侍者町

第五長谷ビル 下京 綾小路通烏丸通東入水銀屋町

四条平野ビル 下京 綾小路通西洞院東入新釜座町

烏丸シティ・コア 下京 烏丸通高辻下ル薬師前町

四条烏丸ビル 下京 烏丸通四条下る水銀屋町

鳥居ビル 下京 烏丸通七条下ル東塩小路町

ニッセイ京都駅前ビル 下京 烏丸通七条下ル東塩小路町

烏丸ＫＴ第二ビル 下京 烏丸通松原下る五条烏丸町

第八長谷ビル 下京 烏丸通仏光寺下ル大政所町

新京都センタービル 下京 塩小路通烏丸西入東塩小路町

菊岡家ビル 下京 塩小路通烏丸東入ル東塩小路町

日本生命京都ヤサカビル 下京 東塩小路町

TANAXビル 下京 五条通烏丸東入ル松屋町

京都府民共済ビル 下京 五条通堺町東入塩竈町

三光ビル 下京 四条通烏丸東入ル長刀鉾町

四条ＫＭビル 下京 四条通柳馬場東入立売中之町

日新火災京都ビル 下京 四条通寺町西入ル奈良物町

住友生命京都ビル 下京 四条新町東入月鉾町

ケイアイ興産京都ビル 下京 四条通室町東入函谷鉾町

ＫＩ四条ビル 下京 四条通室町東入函谷鉾町

京都フコク生命四条烏丸ビル 下京 四条通東洞院角長刀鉾町

日本生命四条ビル 下京 四条通東洞院東入立売西町

四条ＳＥＴビル 下京 四条通柳馬場西入立売中之町

日土地京都四条通ビル 下京 四条通柳馬場東入立売東町

朝日生命京都第二ビル 下京 四条通油小路西入ル藤本寄町

京都フコク生命四条柳馬場ビル 下京 四条通麩屋町西入立売東町

河原町ＮＮＮビル 下京 寺町通松原下ル植松町

福井ビル 下京 七条通烏丸東入真苧屋町

オフィスワン四条烏丸 下京 室町通四条下る鶏鉾町

トラスコクリスタルビル 下京 新町通七条下ル東塩小路町

ローダック２１京都ビル 下京 西洞院通塩小路下る南不動堂町

光悦ビル 下京 西洞院通四条下る妙伝寺町

株式会社　新三虎ビル 下京 大宮通四条下る四条大宮町

ＫＲＰ　１号館 下京 中堂寺南町

KRP　３号館 下京 中堂寺粟田町

KRP　４号館 下京 中堂寺粟田町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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。）

KPR  ガスビル 下京 中堂寺粟田町

KRP６号館 下京 中堂寺粟田町

小森貫ビル 下京 東洞院綾小路下ル扇酒屋町

ヤサカ四条烏丸ビル 下京 四条通室町東入函谷鉾町

京都銀行 京都駅前ビル 下京 不明門通七条下ﾙ東塩小路町

太陽生命 京都ビル 下京 上柳町

コーエーテクモ京都ビル 下京 仏光寺通室町東入釘隠町

イマイ厨房 下京 朱雀分木町

株式会社ｺｳﾔ 下京 堀川通綾小路下る綾堀川町

アスティル京都ビル 下京 堀川高辻上ル吉水町

オムロン京都センタービル　啓真館 下京 油小路通塩小路下ル南不動堂町

オムロン京都センタービル 下京 塩小路通堀川東入南不動堂町

京都パストゥール研究所ビル 左京 田中門前町

大樹生命 京都山科ビル 山科 竹鼻堂ノ前町

株式会社リュウコドウ　本社社屋 上京 一条通御前通西入三丁目西町

KBS京都放送会館 上京 烏丸通り一条下ル龍前町

西松建設　御所西別館 上京 室町通出水上る近衛町

株式会社　京都新聞社 中京 烏丸通夷川北入少将井町

メディアジョイＩＴビル 中京 烏丸通錦小路上ル手洗水町

井門明治安田生命ビル 中京 烏丸通御池下る虎屋町

太陽生命御池ビル 中京 烏丸通御池下る虎屋町

第１５長谷ビル 中京 烏丸通四条上る笋町

四条烏丸スタービル 中京 烏丸通蛸薬師下る手洗水町

烏丸センタービル 中京 烏丸通蛸薬師角七観音町

クリスタープラザエム 中京 烏丸通竹屋町上る大倉町

前田エスエヌビル 中京 烏丸通二条下ル秋野々町

ヒロセビル 中京 烏丸通二条下る秋野々町

読売京都ビル 中京 烏丸通六角下る七観音町

カラスマプラザ２１ 中京 烏丸通六角下入ル七観音町

清水屋ビル 中京 河原町通三丁蛸薬師上ル奈良屋町

京都朝日会館 中京 河原町通三条上ル恵比須町

日新河原町ビル 中京 河原町通蛸薬師下ル塩屋町

ＣＬＯＴＯ　ｂlｄｇ． 中京 河原町通二条下る一の船入り町

ヤサカ河原町ビル 中京 河原町通り二条南入ル一之船入町

株式会社 伊と幸 中京 御池通室町東入る龍池町

ニチコン本社ビル 中京 烏丸通御池上ル二条殿町

KDX烏丸ビル 中京 三条通烏丸西入御倉町

明治屋京都ビルディング 中京 三条河原町東入る中島町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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。）

京都中央信用金庫　御池ビル 中京 寺町通御池下ル下本能寺前町

アーバネックス御池ビル　西館 中京 車屋町通御池下る梅屋町

ＪＬＳ本社ビル 中京 車屋町通二条下ル仁王門突抜町

ニッセン四条新町ビル 中京 新町通錦小路下ﾙ小結棚町

京都幸ビル 中京 壬生賀陽御所町

京都府医師会館 中京 西ノ京東栂尾町

京染会館 中京 西洞院通四条上る蟐螂山町

太平ビル 中京 東洞院通錦小路上ル元竹田町

外与株式会社　京都別館ビル 中京 東洞院通六角下ル御射山町

エムズ烏丸御池 中京 両替町通御池上る龍池町

中嶋外科・整形外科医院 東山 泉涌寺雀ノ森町

京都電子工業株式会社  第三工場 南 吉祥院新田弐ノ段町

SGホールディングス株式会社　本社ビル 南 上鳥羽角田町

ＴＯＷＡ株式会社本社ビル 南 上鳥羽上調子町

株式会社かんでんエンジニアリング 京都支店  事務所棟 南 上鳥羽尻切町

京都中央信用金庫 十条ビル 南 東九条南石田町

第一淡交ビル 北 紫野宮西町

第二淡交ビル 北 紫野宮西町

京都東京海上日動ビルディング 下京 四条通麩屋町西入る立売東町

ローム株式会社　Ｌ棟 右京 西院溝崎町，西院西溝崎町

京都中央信用金庫　本店ビル 下京 四条通室町東入凾谷鉾町

京都中央信用金庫　市場支店 下京 朱雀北ノ口町

京都中央信用金庫　駅前ビル 下京 東塩小路町

株式会社　エスケーエレクトロニクス 上京 竪富田町

五条堀川ビル 下京 五条通堀川西入ル柿本町

樋口進和ビル 中京 室町通御池下ル円福寺町

京榮烏丸ビル 中京 烏丸通二条上る蒔絵屋町

あいおいニッセイ同和損保京都ビル 中京 烏丸通蛸薬師上る七観音寺町

インターワンプレイス烏丸Ⅱ 下京 大政所町

アイフル株式会社本社ビル 下京 烏丸通五条上ル高砂町

古川勘ビル 中京 壬生坊城町

京ビル２号館 中京 間之町通御池下ル綿屋町

日土地京都ビル 中京 烏丸通押小路上ル秋野々町

京都御池第一生命ビルディング 中京 御池通東洞院西入る笹屋町

京都第一生命泉屋ビル 中京 烏丸通二条下る秋野々町

京セラ本社ビル 伏見 竹田鳥羽殿町

ヤサカ五条ビル 下京 五条通室町西入東錺屋町

ヒラオカビル 下京 四条通西洞院東入郭巨山町
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関西電力送配電株式会社　京都配電営業所 北 小山北上総町

左京郵便局 左京 高野竹屋町

株式会社かんぽ生命保険　京都事務サービスセンター 左京 松ヶ崎横縄手町

サンシャインビル 北 小山西花池町

裏千家センター 上京 小川通り寺ノ内上る本法寺前町

株式会社ブロンズ 上京 新町通丸太町上る春帯町

寺崎商事株式会社　本社社屋 上京 堀川通椹木町上る長尾町

株式会社SCREENホールディングス本社事業所 上京 堀川通寺之内る４丁目天神北町

かつらぎ瓦斯器具株式会社　本社 上京 役人町

ＭＩＹＡＫＯ　ＢＬＤＧ 上京 堀川通中立売上る福大明神町

表千家会館 上京 寺之内通堀川東入百々町

株式会社　ケーケーシー情報システム 上京 千本通元誓願寺上る南辻町

日本イタリア会館 左京 吉田牛の宮町

アトリエドールビル 左京 松ケ崎雲路町

株式会社かんぽ生命保険　岡崎ビル 左京 岡崎入江町

第７長谷ビル 中京 烏丸通夷川上ル少将井町

京都新聞トラストビル 中京 烏丸通二条上る蒔絵屋町

竹屋町法曹ビル 中京 東洞院通竹屋町下ル三本木５丁目

松栄堂　本社・薫習館 中京
車屋町通二条上る真如堂町，烏丸通二条上る蒔絵
屋町

京都銀行協会会館 中京 河原町二条下ル一之船入町

株式会社システムディ本社ビル 中京 烏丸通三条上ル場之町

吉忠株式会社　本社ビル 中京 御池通高倉西入綿屋町

永和御池ビル 中京 御池通東洞院東入ル笹屋町

株式会社　朝日ビルディング　京都支店 中京 柳馬場御池通下る柳八幡町

久保商事株式会社 中京 堀川通り蛸薬師上ル金屋町

美濃利株式会社 中京 六角通室町西入玉蔵町

損保ジャパンユニバース京都ビル 中京 烏丸通錦小路上ル手洗水町

大松　株式会社 中京 室町通四条上る菊水鉾町

六角長谷ビル 中京 烏丸通六角上ル饅頭屋町

和光株式会社 中京 蛸薬師通室町西入姥柳町

光洋ビル 中京 蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町

山忠ビル 中京 錦小路通室町東入占出山町

四谷学院　京都ビル 中京 烏丸通錦小路角手洗水町

東洋烏丸ビル 中京 烏丸通六角下ル七観音町

明倫ビル 中京 室町通錦小路上ル山伏山町

京友ビル 中京 三条通烏丸東入ル梅忠町

中井ビル 中京 三条通東洞院西入梅忠町

京都信用金庫　朱雀支店 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３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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。）

辻井木材株式会社　本社 中京 西ノ京南聖町

住友生命保険相互会社京都西支社西院分館 中京 壬生仙念町

オリエントハウス株式会社　本社ビル 中京 西ノ京東中合町

NISSHA株式会社 第二本社棟 中京 壬生花井町

明治安田生命京都ビル 中京 烏丸通御池上ル二条殿町

NTT西日本　京都支店ビル 中京 烏丸通三条上る場之町

京都スクエア 中京 油小路通御池上る押油小路町

公益社団法人　全国和牛登録協会 中京 烏丸通御池上ル二条殿町

第１１長谷ビル 中京 烏丸通六角下る七観音町

成基コミュニティグループ 中京 烏丸通二条上ル蒔絵屋町

吉岡御池ビル 中京 御池通堺町東入丸木材木町

ミサワ京都ビル 中京 室町通御池上る御池之町

大同生命京都ビル 中京 烏丸通三条下ル饅頭屋町

ヤサカ烏丸御所南ビル 中京 蒔絵屋町

立花ビル 中京 西ノ京小堀町

西川ビル 中京 蛸薬師通東洞院東入泉正寺町

イト－ピア上田御ビル 中京 御池通西洞院東入ル橋之町

第１２長谷ビル 中京 蛸薬師烏丸西入橋弁慶町

烏丸中央ビル 中京 烏丸通錦小路上ル手洗水町

りそな京都ビル 中京 烏丸通四条上ル笋町

アーバネックス御池ビル東館 中京 車屋町通御池下ル梅屋町

第１４長谷ビル 中京 烏丸通蛸薬師下る手洗水町

株式会社　彩ユニオン 東山 東大路通五条上ル梅林町

三洋化成工業株式会社 東山 一橋野本町

一般社団法人　京都微生物研究所（本部ラボラトリー） 山科 北花山大林町

森敬株式会社 山科 勧修寺閑林寺

NTT西日本山科別館 山科 御陵大津畑町

中野製薬株式会社 山科 東野北井ノ上町

株式会社新学社 山科 東野中井ノ上町

株式会社　松井色素化学工業所 山科 上花山桜谷

ツカキスクエアビル 下京 烏丸通仏光寺上る二帖半敷町

荒川株式会社 下京 室町通綾小路下る白楽天町

株式会社　ロマンス小杉 下京 室町通仏光寺上る白楽天町

CUBE西烏丸 下京 新町通四条下ル四条町

伊吹本社ビル 下京 室町通仏光寺上ル白楽天町

ムーンバット株式会社本社ビル 下京 室町通四条南入鶏鉾町

四条ＩＳビル 下京 四条通新町東入月鉾町

ダイマルヤ四条烏丸ＢＬ 下京 二帖半敷町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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。）

第三田源ビル 下京 四条通り室町東入ル函谷鉾町

タカクラビル 下京 新町通四条下る四条町

綾小路スクエア 下京 綾小路通烏丸西入童侍者町

滋賀銀行　京都支店 下京 烏丸通四条下ル水銀屋町

株式会社カトウ 下京 室町通松原上る高辻町

室町キノシタビル 下京 室町通松原上る高辻町

やまと株式会社　社屋 下京 高辻通新町角繁昌町

京都銀行本店 下京 烏丸通松原上ル薬師前町

SAKURA BLD.烏丸 下京 室町通高辻角繁昌町

京都高辻ビル 下京 高辻通東洞院東入稲荷町

株式会社トーセ 下京 東洞院通四条下る元悪王子町

三井住友海上京都ビル 下京 綾小路通烏丸東入竹屋之町

西村証券株式会社 下京 四条通高倉西入立売西町

ヤサカ四条ビル 下京 四条通柳馬場西入立売中之町

アートネイチャー京都ビル 下京 烏丸通松原上る因幡堂町

京阪四条河原町ビル 下京 河原町通松原下る富永町

公成建設(株)本社ビル 下京 五条西洞院西入ル小柳町

松村ビル 下京 烏丸通五条上る悪王子町

京商株式会社 下京 五条通烏丸東入松屋町

第３キョートビル 下京 烏丸通五条下る大坂町

三善ビル 下京 烏丸通五条下ル大阪町

西善商事株式会社 下京 間ノ町通上珠数屋町上る天神町

第５キョートビル 下京 烏丸通六条上る北町

第２キョートビル 下京 七条油小路東入る大黒町

木津屋橋ビル 下京 烏丸通木津屋橋東小路町

京都中央郵便局 下京 東塩小路町

関西電力株式会社　京都関電ビル 下京 塩小路通烏丸西入東塩小路町

辰巳ビル 下京 東塩小路町

タキイ種苗株式会社　本館・別館 下京 梅小路通猪熊東入南夷町

ひじりビル 下京 中堂寺壬生川町

ワコール京都ビル 下京 七条御所ノ内南町

京都銀行　本店　西館 下京 骨屋町

第１０長谷ビル 下京 烏丸通五条下ル大阪町

ローム株式会社　研究開発センター（開発棟） 右京 西院西中水町，下京区西七条八幡町

野村證券　京都支店 下京 四条通柳馬場西入立売中之町

デ・リードビル 下京 東洞院通綾小路下る扇酒屋町

株式会社　國友銃砲火薬店 下京 寺町通仏光寺東入ル中之町

ウライ株式会社Ｕビル（新館） 下京 室町通綾小路上る鶏鉾町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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。）

ニッセイ四条柳馬場ビル 下京 四条通柳馬場西入立売中之町

三菱ＵＦＪ信託銀行　京都ビル 下京 四条通高倉東入立売中之町

京都烏丸万寿寺ビル 下京 御供石町

さくらビル 下京 河原町仏光寺下る富永町

第１キョートビル 下京 七条通東洞院東入ル材木町

AYA四条烏丸ビル 下京 綾小路通烏丸西入童侍者町

京都エクセルヒューマンビル 下京 五条通河原町西入本覚寺前町

大鉄京都ビル 下京 油小路通塩小路下ﾙ東油小路町

浄土真宗本願寺派　伝道第三本部 下京 西中筋通花屋町下る堺町

堀川通四条ビル 下京 堀川通綾小路下ル綾堀川町

京都信用金庫本店 下京 四条柳馬場東入立売東町

五条久保田ビル 下京 西洞院五条下ル小柳町

クマガイ五条ビル 下京 室町五条通西入ル坂東屋町

三旺京都駅前ビル 下京 木津屋橋通西洞院東入る東塩小路町

ＧＫジャパン 下京 新町高辻上る岩戸山町

オリックス・ファシリティーズ株式会社 下京 大宮通仏光寺下る五坊大宮町

京進本社ビル 下京 烏丸通り五条下る大阪町

光月堂ビル 下京 四条通西洞院西入傘鉾町

資生堂京都ビル 下京 堀川通七条下ル北不動町

陽和ビル 下京 五条通新町西入西錺屋町

サン・クロレラ本社ビル 下京 烏丸通五条下る大坂町

富士火災 京都ビル 下京 五条通大宮南門前町

三笑堂ＳＭＧビル 南 上鳥羽北塔ノ本町

大谷株式会社 南 上鳥羽北花名町

ワコール本社ビル 南 吉祥院中島町

株式会社ニッセン吉祥院ビル 南 吉祥院西ノ茶屋町

ＰＨＰビル 南 西九条北ノ内町

大樹生命　京都南ビル 南 西九条蔵王町

アークレイ株式会社サイエンスパーク 南 東九条西明田町

ＮＴＴ西日本　九条別館 南 西九条東比永城町

進工業株式会社 南 上鳥羽馬廻シ町

三共精機株式会社 南 吉祥院九条町

三光機工株式会社 南 唐橋川久保町

SGシステム株式会社 南 上鳥羽角田町

ＪＲ西日本京都支社ビル 南 西九条北ノ内町

京都南ビル 南 上鳥羽大物町

エムケイ石油株式会社 南 西九条東島町

京都銀行 吉祥院センター 南 吉祥院観音堂南町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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 堀場製作所本社ビル（２１号館） 南 吉祥院宮ノ西町

九条CＩＤビル 南 東九条下殿田町

任天堂株式会社　本社 南 上鳥羽鉾立町

ハマナカ株式会社 右京 花園藪ノ下町

株式会社三菱ＵＦＪ銀行西院支店 右京 西院高山寺町

NTT西日本朱雀別館 右京 西院中水町

日本電産リード株式会社 右京 西京極堤外町

株式会社SCREENホールディングス西京極事業所 右京 西京極新明町

株式会社たけびし　本社ビル 右京 西京極豆田町

株式会社中川工務店 西京 上桂三ノ宮町

ビデオ１洛西店 西京 大枝中山町

マツイカガク（株）本社社屋 伏見 治部町

太陽生命　京都南ビル 伏見 西大手町

大手筋ビル 伏見 銀座町一丁目

株式会社保健科学西日本 伏見 羽束師古川町

光工業　株式会社 伏見 竹田中島町

京都府赤十字血液センター 伏見 中島北ノ口町

稲盛ライブラリー 伏見 竹田鳥羽殿町

ホギメディカル　京都営業所 伏見 竹田西段川原町

株式会社キンキ地質センター 伏見 横大路下三栖里ノ内町

日本生命四条大宮ビル 下京 大宮通四条下ル四条大宮町

サンサ右京 右京 太秦下刑部町

株式会社　松風　研究所棟 東山 福稲上高松町

株式会社　松風　研修センター棟 東山 福稲上高松町

損保ジャパン京都ビル 下京 本覚寺前町

ローム京都駅前ビル 下京 塩小路通烏丸西入東塩小路町

錦江ビル 中京 山伏山町

任天堂株式会社　本社開発棟 南 東九条南松田町

尾池工業株式会社　上鳥羽事業所西館 南 上鳥羽南塔ノ本町

 Ｅ１号館 中京 西ノ京桑原町

ＮＨＫ京都放送会館 中京 烏丸通御池下ル虎屋町

ネオフィス七条烏丸 下京 真荢屋町

京都市成長産業創造センター 伏見 治部町

洛西センタービル 西京 大原野東境谷町２丁目

京都フクトクビル 中京 烏丸通錦小路上ル手洗水町

タキイ種苗株式会社　品質管理センター 下京 梅小路通猪熊東入南夷町

数研出版株式会社　関西本社 中京 烏丸通丸太町下る大倉町

ニシムラ株式会社　本社社屋 南 上鳥羽角田町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３年

主要用途：　事務所その他これに類する用途（当該用途に供する階数が５以上であるものに限る。）

（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。）

関西電力送配電株式会社　京都別館ビル 下京 塩小路通烏丸西入東塩小路町

松風第二ビル 中京 富小路通四条上る大文字町

俄ビル 中京 富小路通三条上ル福長町

京都府部落解放センター 北 小山下総町

桂運輸ビル 西京 川島北裏町

京阪京都ビル 下京 不明門通七条下ル東塩小路町

産経京都烏丸ビル 下京 烏丸通仏光寺上る二帖半敷町

ワコール新京都ビル 南 西九条北ノ内町

光　伝導機株式会社 南 吉祥院石原京道町

NTT西日本　北野別館 北 平野八丁柳町
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定期報告提出建築物一覧

報告対象年：　令和３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 ２号館 北 小山上総町

大谷大学　部室棟 北 小山上総町

佛教大学 １１号館 北 鷹峰旧土居町

佛教大学 鷹陵館　(体育館） 北 鷹峰木ノ畑町

佛教大学　成徳常照館　(図書館） 北 鷹峰木ノ畑町

佛教大学 ７号館 北 鷹峰木ノ畑町

佛教大学 ６号館 北 鷹峰木ノ畑町

佛教大学 鹿渓館　（学生会館） 北 鷹峰木ノ畑町

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 清心館 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 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 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 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

同志社大学 弘風館 上京 今出川烏丸東入玄武町

同志社大学 明徳館 上京 今出川烏丸東入玄武町

同志社大学 至誠館 上京 今出川通烏丸東入玄武町

同志社大学 博遠館 上京 今出川烏丸東入玄武町

同志社大学　良心館 上京 今出川烏丸東入御所八幡町

東山中学校・高等学校 本館管理棟及び校舎 左京 永観堂町

東山中学校・高等学校 図書館及び食堂 左京 永観堂町

京都文教中学校・高等学校 正道館 左京 岡崎円勝寺町

学校法人　京都精華大学　清風館 左京 岩倉木野町

学校法人　京都精華大学　悠々館 左京 岩倉木野町

学校法人　京都精華大学　体育館 左京 岩倉木野町

学校法人　京都精華大学 黎明・情報館 左京 岩倉木野町

京都大学　薬学研究科教育棟 左京 吉田下阿達町

京都大学　東南アジア地域研究研究所（東棟） 左京 吉田下阿達町

京都大学　薬学研究科総合研究棟 左京 吉田下阿達町

京都大学　稲盛財団記念館 左京 吉田下阿達町

京都大学　メディカルイノベーションセンター棟 左京 聖護院河原町

京都大学　薬学研究科本館 左京 吉田下阿達町

京都大学　医学部学生会館 左京 吉田橘町

京都大学　ＲＩ教育訓練棟 左京 吉田橘町
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京都大学　芝蘭会館 左京 吉田橘町

京都大学　ＲＩ総合センター 左京 吉田橘町

京都大学　医学部Ａ・Ｂ棟 左京 吉田橘町

京都大学　西部学生食堂 左京 吉田泉殿町

京都大学　西部課外活動棟 左京 吉田泉殿町

京都大学　吉田国際交流会館 左京 吉田二本松町

京都大学　吉田食堂 左京 吉田二本松町

京都大学　学術情報メディアセンター（南館） 左京 吉田二本松町

京都大学　吉田南総合館北棟 左京 吉田二本松町

京都大学　人間・環境学研究科棟 左京 吉田二本松町

京都大学　保健管理センター及び保健診療所 左京 吉田泉殿町

京都大学　文学部陳列館 左京 吉田本町

京都大学　工学部電気総合館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究14号館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究３号館 左京 吉田本町

京都大学　高等研究院・物質‐細胞総合システム拠点研究
棟

左京 吉田本町

京都大学　経済研究所本館・書庫 左京 吉田本町

京都大学　総合研究９号館（南棟） 左京 吉田本町

京都大学　旧石油化学教室本館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究９号館（旧電気工学教室本館） 左京 吉田本町

京都大学　総合研究9号館（北棟） 左京 吉田本町

京都大学　学術情報メディアセンタ－（北館） 左京 吉田本町

京都大学　総合研究13号館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究7号館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究５号館 左京 吉田本町

京都大学　総合研究１0号館 左京 吉田本町

京都大学　工学部総合校舎 左京 吉田本町

京都大学　法経済学部北館 左京 吉田本町

京都大学　文学部校舎 左京 吉田本町

京都大学　総合博物館 左京 吉田本町

京都大学　ウイルス再生研５号館 左京 聖護院川原町

京都大学　ｉＰＳ細胞研究所 左京 聖護院川原町

東山中学校・高等学校 体育館兼特別教室 左京 南禅寺下河原町

京都芸術大学 未来館 左京 北白川瓜生山町

京都芸術大学 悠悠館 左京 北白川瓜生山町

京都芸術大学 至誠館 左京 北白川瓜生山町

京都芸術大学 興心館 左京 北白川瓜生山町

京都芸術大学 直心館 左京 北白川瓜生山町
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京都大学　基礎物理学研究所（湯川記念館） 左京 北白川西町

京都大学　基礎物理学研究所（研究棟） 左京 北白川西町

京都大学　数理解析研究所 左京 北白川追分町

京都大学　ＲＩ総合センター（北部） 左京 北白川追分町

京都大学　農学研究科２号館 左京 北白川追分町

京都大学　理学研究科３号館 左京 吉田本町

京都大学　理学研究科２号館 左京 北白川追分町

京都大学　農学・生命科学研究棟 左京 北白川追分町

花園大学 無聖館 中京 西ノ京壺ノ内町

花園大学　（惺々館） 中京 西ノ京壺ノ内町

京都幼稚園園舎北棟 東山 今熊野日吉町

京都女子高等学校・京都女子中学校5校舎 東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　Y校舎 東山 今熊野日吉町

京都女子大学　S校舎 東山 今熊野北日吉町

京都女子大学　C校舎 東山 今熊野日吉町

京都女子大学　B校舎 東山 今熊野北日吉町

京都華頂大学・短期大学 　1号館 東山 新橋通大和大路東入三丁目林下町

京都華頂大学・短期大学　 4号館 東山 新橋通大和大路東入林下町

華頂短期大学　 6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　７号館・附属幼稚園 東山 新橋通大和大路東入三丁目林下町

京都女子大学　Ｕ校舎 東山 今熊野日吉町

京都薬科大学　臨床薬学教育研究センター 山科 御陵中内町

京都薬科大学 躬行館 山科 御陵中内町

京都橘大学　第二体育館 山科 大宅山田町

京都橘大学 児優館 山科 大宅山田町

京都橘大学 図書館・研究室棟 山科 大宅山田町

京都橘大学 清心館 山科 大宅山田町

京都橘大学　響友館 山科 大宅山田町

学校法人　龍谷大学　大宮学舎 大宮図書館 下京 七条通大宮東入ル大工町

佛教大学　附属幼稚園 右京 嵯峨広沢西裏町

学校法人　京都外国語大学 ６号館 右京 西院笠目町

学校法人　京都外国語大学 ７号館 右京 西院笠目町

学校法人　京都外国語大学 ８号館 右京 西院笠目町

学校法人　京都外国語大学 ９号館 右京 西院笠目町

光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 中高西
館

右京 西京極野田町

光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 中高本
館

右京 西京極野田町

光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 中高東
館

右京 西京極野田町
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光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 光風館 右京 西京極野田町

光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 第２体
育館

右京 西京極野田町

京都市大学　船井哲良記念講堂 西京 京都大学桂

京都大学　船井交流センター 西京 京都大学桂

京都大学　京都大学ローム記念館 西京 京都大学桂

京都大学　総合研究棟Ⅲ 西京 京都大学桂

学校法人　龍谷大学 深草西学舎 至心館 伏見 深草西浦町

学校法人龍谷大学　深草南学舎　10号館 伏見 深草西浦町

学校法人龍谷大学　深草南学者　11号館 伏見 深草西浦町

学校法人龍谷大学　深草学舎　６号館 伏見 深草塚本町

学校法人龍谷大学 深草学舎 ４号館・５号館・２１号館 伏見 深草塚本町

京都聖母女学院短期大学 本館 伏見 深草田谷町

京都聖母女学院短期大学 マリアンホール 伏見 深草田谷町

京都聖母女学院短期大学 別館 伏見 深草田谷町

京都教育大学 体育館 伏見 深草藤森町

京都教育大学 2号館 伏見 深草藤森町

京都教育大学 大学会館 伏見 深草藤森町

京都教育大学 １号館 伏見 深草藤森町

京都教育大学 大学院棟 伏見 深草藤森町

学校法人龍谷大学　深草学舎 ２２号館 伏見 深草塚本町
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