
指定名称

1‐1 佐々木邸 上京区
千本通五辻上る西入る末広町33番，34番，35番，38
番

1‐2 吉田邸 下京区 御幸町通仏光寺下る橘町441番

1‐3 鳥彌三 下京区
西石垣通四条下る斎藤町136番，137番，140番20，
140番31

1‐4 松本酒造 伏見区 横大路三栖大黒町2番，4番2，5番2，7番1

1‐5 黄桜酒造 伏見区 南浜町255番

1‐6 月桂冠旧本社 伏見区 南浜町247番

1‐7 上七軒歌舞練場 上京区
今出川通七本松西入真盛町742番1
御前通今小路上る馬喰町923番

1‐8 胡乱座（旧長岡家住宅） 下京区 醒ヶ井通綾小路下る要法寺町427番

1‐9 山中油店 上京区 下立売通智恵光院西入下丸屋町508番

1‐10 梅辻邸 北区 上賀茂北大路町39番1（一部）

1‐11 樂吉左衞門 上京区 油小路通一条下る油橋詰町84番

1‐12 加藤邸 上京区 笹屋町通浄福寺西入笹屋町二丁目579番2

1‐13 創芸の会 上京区 元誓願寺通大宮西入元妙蓮寺町553番

1‐14 林邸 上京区 今出川通七本松西入真盛町742番1

1‐15 帯屋捨松 上京区 笹屋町通大宮西入桝屋町609番

1‐16 松居邸（旧杉尾家） 上京区 上立売通小川東入上る挽木町529番

1‐17 大島邸 伏見区 京町三丁目181番

1‐18 祇園甲部歌舞練場（※） 東山区 祇園町南側570番2，570番82（一部）（※）

1‐19 丹波屋 上京区 黒門通上長者町上る榎町383番，385番

1‐20
キンシ正宗堀野記念館（旧堀野家本
宅）

中京区 堺町通二条上る亀屋町172番，173番

1‐21 きんせ旅館 下京区 西新屋敷太夫町79番，79番1，80番，83番2

1‐22 並河靖之七宝記念館 東山区
三条通北裏白川筋東入堀池町384番2，385番，388
番2

1‐23 伏原邸 中京区 堺町通姉小路上る丸木材木町681番

1‐24 官休庵 上京区 武者小路通小川東入西無車小路町613番2，613番3

1‐25 小野邸 中京区 東木屋町通四条上る二丁目下樵木町207番

1‐26 長谷川邸 中京区 東木屋町通四条上る二丁目下樵木町206番3

1‐27 神戸邸 中京区 東木屋町通四条上る二丁目下樵木町207番3
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1‐28 丹米 中京区 先斗町通三条下る四丁目松本町164番，164番1

1‐29 宮川 中京区 先斗町通四条上る四丁目松本町164番2，164 番3

1‐30 革島医院 中京区 麩屋町通六角下る坂井町464番，466番，468番1

1‐31 村西邸 中京区 蛸薬師通高倉西入泉正寺町333番

1‐32 片岡邸 上京区 小川通中立売上る小川町205番1（一部），205番2

1‐33 遠藤邸 下京区 楊梅通室町西入上柳町227番

1‐34 生谷邸（生谷敬之助） 上京区 室町通鞍馬口下る二丁目竹園町15番

1‐35 北尾邸 上京区 元誓願寺通大宮西入元妙蓮寺町548番，549番

1‐36 七味六兵衛 上京区 御前通下立売下る下之町404番1（一部）

1‐37 北岡邸 上京区 椹木町通油小路西入西山崎町236番2

1‐38 田中邸（近江屋吉兵衛） 下京区
室町通五条下る大黒町212番
鍵屋町通烏丸西入鍵屋町326番1，327番1

1‐39 千歳邸 伏見区 阿波橋町401番，402番(一部)

1-40 松村邸 中京区
六角通烏丸西入骨屋町155番
烏丸通三条下る饅頭屋町611番4

1‐41 中村邸 東山区 新門前通大和大路東入二丁目中之町247番

1‐42 西川仁右衛門 左京区 岡崎円勝寺町91番24，91番25

1‐43 山本邸 伏見区 両替町三丁目345番1，342番1（一部）

1‐44 木村邸（木村利左衛門） 上京区
日暮通下立売上る天秤町598番（一部）
下立売通大宮西入浮田町600番（一部）

1‐45 三味洪庵 東山区 三条通北裏白川筋西入石泉院町393番2，392番1

1‐46 澤邸 下京区 西新屋敷中之町110番

1‐47 芦田邸 下京区 新町通五条下る蛭子町112番1，114番

1‐48 梶田邸 上京区
笹屋町通千本西入笹屋四丁目284番，285番，283番
（一部）

1‐49 山本邸（仁風庵） 上京区
中立売通西洞院東入三丁町446番
小川通一条下る小川町211番3

1‐50 布屋 上京区 油小路通丸太町上る米屋町281番

1‐51 楠 中京区 先斗町通四条上る梅之木町153番

1‐52 滋賀邸 上京区 寺之内通千本東入二丁目新猪熊東町342番

1‐53 俵屋旅館 中京区
麩屋町通御池下る中白山町280番，280番1，280番
2，280番3，280番4



指定名称

歴史的風致形成建造物の指定状況【２期（令和３年７月20日時点）】

所在地

1‐54 青木邸 中京区 富小路通三条上る福長町110番

1‐55 中川織物 上京区 上御霊前通新町東入継孝院町75番

1‐56 鮒鶴 下京区
木屋町通松原上る美濃屋町180番1（一部），180番2，
181番，182番1，182番2，182番18（一部）

1‐57 創庵 上京区 大宮通鞍馬口下る筋違橋町576番

1‐58 藤野邸 中京区 高倉通竹屋町上る坂本町707番

1‐59 三上邸 上京区 油小路通上長者町下る亀屋町135番

1‐60 御霊神社（上御霊神社） 上京区
上御霊鳥居前通鞍馬口下る上御霊竪町495番，494
番1（一部），447番2

1‐62 下御霊神社
中京区
上京区

寺町通竹屋町上る下御霊前町
新烏丸通丸太町下る信富町324番，324番1

1‐63 愛染工房 上京区 中筋通大宮西入横大宮町215番，218番

1‐64 壽ビルディング 下京区
西木屋町通松原上る三丁目市之町251番2，
251番4，251番5，251番6，251番7，252番2

1‐65 谷村邸 上京区 寺之内通堀川西入東西町377番

1‐66 釖菱弥 下京区 醒ヶ井通四条下る高野堂町411番

1‐67 圓通寺 上京区
東三本木通丸太町上る上之町492番，492番2
河原町通荒神口下る上生洲町210番，210番2，210番
3

1‐68 伊藤喜商店・無量子庵 東山区 松原通大和大路東入二丁目轆轤町100番，100番1

1‐69 青木邸 下京区 西新屋敷下之町16番

1‐70 西方尼寺・本光院 上京区 今出川通七本松西入真盛町745番1，742番7

1‐71 柊家旅館 中京区

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

1‐72 柊家別館 中京区 御幸町通二条下る山本町426番，431番

1‐73 塩芳軒 上京区
黒門通中立売上る飛弾殿町178番，180番
大宮通一条下る庇町187番17

1‐74 町宿枩邑 伏見区 京町北八丁目82番1，82番2
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1‐75 臥月亭 左京区 吉田神楽岡町8番196

1‐76 四条町大船鉾会所 下京区 新町通四条下る四条町355番

1‐77 大野邸 左京区 岡崎円勝寺町91番21，91番83

1‐78 河井寬次郎記念館 東山区
渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町568番，569番
五条坂若宮八幡前下る慈法院庵町577番

1‐79 寺田邸 上京区 椹木町通堀川西入講堂町243番

1‐80 速水邸 中京区 富小路通三条上る福長町108番，109番の一部

1‐81 山中油店　米蔵他 上京区
下立売通智恵光院西入下丸屋町512番（一部），513
番，514番

1‐82 熊野神社 左京区
聖護院山王町43番3（一部），43番9（一部），43番20
（一部），43番21（一部）

1‐83 山下邸 上京区 五辻通千本東入上る桐木町875番，877番

1‐84 京都市本庁舎 中京区

寺町通御池上る上本能寺前町488番，
寺町通二条下る榎町101番，
河原町通二条下る一之船入町378番3，536番（一
部），
河原町通二条下る二丁目下丸屋町388番（一部），
寺町通御池下る下本能寺前町492番9（一部）

1‐85 金札宮 伏見区
鷹匠町5番，8番，10番2，10番3，10番4，34番2，
37番2，37番3

1‐86 大西常商店 下京区 松原通東洞院通東入本燈籠町23番

1‐87 誉勘商店 中京区 室町通二条上る冷泉町52番，53番

1‐88 松井邸 中京区 室町通二条上る冷泉町54番

1‐89 太田邸 上京区 中長者町通新町西入仲之町287番，288番

1‐90 下川邸 上京区 中長者町通新町西入仲之町280番，280番1

1‐91 横山邸 上京区 中立売通堀川西入役人町242番

1‐92 金翠堂 中京区 六角通富小路西入大黒町79番

1‐93 田中邸 中京区 衣棚通二条上る竪大恩寺町750番

1‐94 髙田恒治郎邸 北区 出雲路立テ本町103番4
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1‐95 伽藍下鴨（旧映画監督の家） 左京区 下鴨宮崎町128番91

1‐96 石田邸 下京区 黒門通高辻下る杉蛭子町245番

1‐97 清水邸 中京区 麸屋町通六角下る坂井町456番

1‐98 大槻邸 左京区 北白川東久保田町39番，50番

1‐99 菅大臣神社 下京区
仏光寺通西洞院東入菅大臣町183番，187番1，
西洞院通仏光寺下る本柳水町777番1，778番，
高辻通新町西入堀之内町269番1

1‐100 富美代 東山区
大和大路通四条上る二筋目東入末吉町99番11，103
番

1‐101 元立誠小学校 中京区
蛸薬師通河原町東入備前島町310番2,358番,663番3,
663番4

1‐102 中邨邸 下京区 富小路通松原上ル恵美須屋町190番

1‐103 山田邸 東山区 三条通古川町東入分木町76番

1‐104 小林練染工場 上京区 笹屋町通浄福寺西入笹屋町二丁目564番，565番

1‐105 飯田邸 中京区 麩屋町通四条上る桝屋町524番

1‐106 津田邸 伏見区 中油掛町95番1，97番

1‐107 廣田邸 中京区
新町通姉小路下る町頭町111番
三条通新町西入釜座町34番

1‐108 俵診療所 中京区 柳馬場通蛸薬師下る十文字町438番1，438番2

1‐109 筈井邸 上京区 日暮通丸太町下る南伊勢屋町772番

1‐110 西川油店 下京区 油小路通下魚ノ棚下る油小路町294番1，294番4

1‐111 竹内邸（旧丹定米穀店） 中京区
夷川通室町東入巴町90番
両替町通夷川下る北小路町94番

1‐112 魚三楼 伏見区 京町三丁目188番1，187番1，186番1

1‐113 太平治家 左京区 北白川下池田町142番，143番11，143番12，138番2

1‐114 大聖寺 上京区 烏丸通上立売下る御所八幡町109番1

1‐115 宝鏡寺 上京区 寺之内通堀川東入百々町547番1

1‐116 法輪寺（だるま寺） 上京区
御前通西裏上ノ下立売西入行衛町456番1，456番2，
456番3，457番，458番
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1‐117 水火天満宮 上京区 堀川通寺之内上る東入扇町722番10

1‐118 明覺寺 下京区
新町通正面下る平野町780番，781番，783番，783番
1，785番，785番1

1‐119 栗原邸 左京区 岡崎東福ノ川町10番1（一部）

1‐120 天道神社 下京区 仏光寺通猪熊西入西田町615番

1‐121 吉田神楽岡旧谷川住宅群　佐藤邸 左京区 吉田神楽岡町8番188

1‐122 吉田神楽岡旧谷川住宅群　今村邸 左京区 吉田神楽岡町8番200，8番198

1‐123
吉田神楽岡旧谷川住宅群　原田邸
（南）

左京区 吉田神楽岡町8番177

1‐124
吉田神楽岡旧谷川住宅群　原田邸
（北）

左京区 吉田神楽岡町8番171，8番174

1‐125 吉田神楽岡旧谷川住宅群　小森邸 左京区 吉田神楽岡町8番189，8番173

1‐126 吉田神楽岡旧谷川住宅群　吉田邸 左京区 吉田神楽岡町8番159

1‐127 吉田神楽岡旧谷川住宅群　松田邸 左京区 吉田神楽岡町8番199

1‐128 吉田神楽岡旧谷川住宅群　中辻邸 左京区 吉田神楽岡町8番169，8番233

1‐129 吉田神楽岡旧谷川住宅群　和澤邸 左京区 吉田神楽岡町8番190

1‐130 吉田神楽岡旧谷川住宅群　ＳＱ邸 左京区 吉田神楽岡町8番90

1‐131
吉田神楽岡旧谷川住宅群　谷川家借
家

左京区 吉田神楽岡町8番87

1‐132 吉田神楽岡旧谷川住宅群　谷川邸 左京区 吉田神楽岡町8番234

1‐133 富英堂 伏見区 中油掛町93番

1‐134 西哲機業（西村家） 上京区 上立売通堀川西入芝薬師町637番

1‐135 石井邸 中京区 堺町通三条下る道祐町150番

1‐136 服部邸 上京区
大宮通寺之内上る西入東千本町434番
大宮通寺之内上る前之町461番2

1‐137 おおきに迎賓館黒門中立売邸 上京区
中立売通堀川西入役人町235番2，235番4
黒門通上長者町上る榎町372番2，372番3

1‐138 岡文織物榎邸 上京区
五辻通浄福寺西入上る姥ケ榎木町842番，840番，
845番
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1‐139 片山邸 東山区 新門前通大和大路東入西之町224番，225番

1‐140 今原町家 上京区 葭屋町通上長者町下る菊屋町516番

1‐141 山本読書室旧蹟 下京区 油小路通五条上る上金仏町250番，247番

1‐142 林邸 下京区 新町通四条下る四条町357番

1‐143 佐々木能衣装 上京区 裏門通一条下る今新在家町202番

1‐144 水谷邸 中京区 御幸町通三条下る海老屋町329番

1‐145 若宮八幡宮 下京区 若宮通六条下る若宮町550番1

1‐146 得浄明院 東山区 新橋通大和大路東入林下町459番1

1‐147 光照院 上京区 新町通上立売上る安楽小路町427番，425番，432番

1‐148 三時知恩寺 上京区 新町通上立売下る上立売町4番

2‐1 平等寺（因幡堂） 下京区 京都市下京区烏丸通松原上る東側因幡堂町728番1

2‐2 八木仏具店 下京区
京都市下京区上珠数屋町通東洞院西入上珠数屋町
324番

2‐3 今宮神社 北区
京都市北区紫野今宮町21番，北区紫野西野町33番
地先

2‐4 若山邸 上京区
京都市上京区武者小路通室町西入武者小路町435
番，433番の一部

2‐5 あじき路地 東山区
京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町284
番，284番6

2‐6 岩屋寺 山科区 京都市山科区西野山桜ノ馬場町96番，105番

2‐7 東山酒造 伏見区
京都市伏見区塩屋町223番，223番3，京都市伏見区
南浜町251番

2‐8 長谷川　歴史・文化・交流の家 南区 京都市南区東九条東札辻町5番，5番1

※　「祇」のしめすへんは，正しくは旧字の「示」で表記します。


