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■新旧対照表 
新（７－２７） 旧（７－２７） 

＜祈りと信仰のまち京都＞ ＜祈りと信仰のまち京都＞ 

様式２ 様式２－２ 
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新（７－２８） 旧（７－２８） 
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新（７－３１） 旧（７－３１） 
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新（７－３２） 旧（７－なし） 
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新（７－３３） 旧（７－なし） 
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新（７－３５） 旧（７－３３） 
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新（７－３６） 旧（７－なし） 
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新（７－３８） 旧（７－なし） 
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新（７－４１） 旧（７－なし） 
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新（７－４６） 旧（７－４１） 
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新（７－４７） 旧（７－４２） 

 

 
図7-2 歴史的風致形成建造物(第 2期)指定候補の分布 

 

 
図7-2 歴史的風致形成建造物(第 2期)指定候補の分布 

 

（候補追加） 
・1－10～11 
・2－17～29 
・3－12～21 
・4－8～10 
・5－15～19 
・7－17～21 
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新（資料編） 旧（資料編） 

・構成の変更及び新規指定建造物の追加 

【新規追加】 

（５）国指定の史跡・名勝・天然記念物 

96 名勝 知恩院方丈庭園 東山区新橋通大和大路東入林下町 令 3.3.26 

97 名勝 仁和寺御所庭園 右京区御室大内 令 3.3.26 

（９）－１市指定・登録文化財（建造物） 

103 市指定有形文化財 心城院岸駒堂 上京区寺町通清和院口上る二丁目北之辺町 令 3.3.31 

104 市指定有形文化財 德正寺 本堂，客殿，書院，表門，六

角堂 

下京区富小路通四条下る徳正寺町 令 3.3.31 

105 市指定有形文化財 長尾天満宮 本殿及び透塀 伏見区醍醐伽藍町 令 3.3.31 

（１０）－１国登録文化財（建造物） 

435 国登録有形文化財 太田喜二郎家住宅 上京区室町通上立売上る東入柳図子町 令 3.2.4 

436 国登録有形文化財 川端彌之助家住宅 左京区聖護院中町 令 3.2.4 

437 国登録有形文化財 光華女子学園 右京区西京極野田町 令 3.2.4 

438 国登録有形文化財 光華女子学園 右京区西京極野田町 令 3.2.4 

439 国登録有形文化財 神光院本堂 北区西賀茂神光院町 令 3.2.26 

440 国登録有形文化財 神光院中興堂 北区西賀茂神光院町 令 3.2.26 

441 国登録有形文化財 神光院客殿 北区西賀茂神光院町 令 3.2.26 

442 国登録有形文化財 神光院蓮月庵 北区西賀茂神光院町 令 3.2.26 

443 国登録有形文化財 神光院山門 北区西賀茂神光院町 令 3.2.26 

444 国登録有形文化財 旧寺江家住宅店舗及び主屋 中京区新町通六角下る六角町 令 3.6.24 

445 国登録有形文化財 旧寺江家住宅離れ 中京区新町通六角下る六角町 令 3.6.24 

446 国登録有形文化財 旧梶井宮御門 中京区油小路通二条下る二条油小路町 令 3.10.14 

447 国登録有形文化財 知恩院阿弥陀堂 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 令 3.10.14 

448 国登録有形文化財 知恩院阿弥陀堂渡廊下 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 令 3.10.14 

449 国登録有形文化財 知恩院阿弥陀堂納骨堂 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 令 3.10.14 

（１１）京都を彩る建物や庭園（認定） 

166 京都を彩る建物や庭園（認定） 松野家 北区 令 3.3.3 

167 京都を彩る建物や庭園（認定） 中川八幡宮社 北区 令 3.3.3 

168 京都を彩る建物や庭園（認定） 小西家 北区 令 3.3.3 

169 京都を彩る建物や庭園（認定） 横山家 上京区 令 3.3.3 

170 京都を彩る建物や庭園（認定） 井口家 左京区 令 3.3.3 

171 京都を彩る建物や庭園（認定） 誉勘商店 中京区 令 3.3.3 

172 京都を彩る建物や庭園（認定） 富美代 東山区 令 3.3.3 

173 京都を彩る建物や庭園（認定） 旧熊倉家 東山区 令 3.3.3 

174 京都を彩る建物や庭園（認定） 高山家 下京区 令 3.3.3 

175 京都を彩る建物や庭園（認定） 中村家 下京区 令 3.3.3 

176 京都を彩る建物や庭園（認定） 林英社屋 下京区 令 3.3.3 

177 京都を彩る建物や庭園（認定） 石田家 下京区 令 3.3.3 

178 京都を彩る建物や庭園（認定） 日の出湯 南区 令 3.3.3 

179 京都を彩る建物や庭園（認定） 梶田家 上京区 令 3.11.30 

180 京都を彩る建物や庭園（認定） 竹中家 左京区 令 3.11.30 

181 京都を彩る建物や庭園（認定） 玉川家 左京区 令 3.11.30 

182 京都を彩る建物や庭園（認定） 北白川天神宮 左京区 令 3.11.30 

183 京都を彩る建物や庭園（認定） 北白川天神宮御旅所 左京区 令 3.11.30 

184 京都を彩る建物や庭園（認定） 松田家 左京区 令 3.11.30 

185 京都を彩る建物や庭園（認定） 正願寺 左京区 令 3.11.30 

186 京都を彩る建物や庭園（認定） 旧重森三玲邸（招喜庵・重

森三玲庭園美術館） 

左京区 令 3.11.30 

187 京都を彩る建物や庭園（認定） 白河院 左京区 令 3.11.30 
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188 京都を彩る建物や庭園（認定） パビリオンコート（株式会社 

京都山中商会） 

東山区 令 3.11.30 

189 京都を彩る建物や庭園（認定） 藤井家（東宅） 中京区 令 3.11.30 

190 京都を彩る建物や庭園（認定） 曼陀羅園 丹羽家 東山区 令 3.11.30 

191 京都を彩る建物や庭園（認定） 稲波家 右京区 令 3.11.30 

（１２）景観重要建造物 

118 景観重要建造物 西哲機業（西村家） 上京区 令 3 

119 景観重要建造物 岡文織物榎邸 上京区 令 3 

120 景観重要建造物 平等寺（因幡堂） 下京区 令 3 

（１５）歴史的風致形成建造物 

2-1 歴史的風致形成建造物 平等寺（因幡堂） 下京区 令和 3 年度 

2-2 歴史的風致形成建造物 八木仏具店 下京区 令和 3 年度 

2-3 歴史的風致形成建造物 今宮神社 北区 令和 3 年度 

2-4 歴史的風致形成建造物 若山邸 上京区 令和 3 年度 

2-5 歴史的風致形成建造物 あじき路地 東山区 令和 3 年度 

2-6 歴史的風致形成建造物 岩屋寺 山科区 令和 3 年度 

2-7 歴史的風致形成建造物 東山酒造 伏見区 令和 3 年度 

2-8 歴史的風致形成建造物 長谷川 歴史・文化・交流の家 南区 令和 3 年度 

（１６）－１京都府暫定登録文化財（建造物） 

431 府暫定登録有形文化財 聚光院表門 北区紫野大徳寺町 令 3.3.30 

432 府暫定登録有形文化財 吉田神社末社斎場所東神明社 左京区吉田神楽岡町 令 3.3.30 

433 府暫定登録有形文化財 吉田神社末社斎場所西神明社 左京区吉田神楽岡町 令 3.3.30 

434 府暫定登録有形文化財 吉田神社末社斎場所東諸神社 左京区吉田神楽岡町 令 3.3.30 

435 府暫定登録有形文化財 吉田神社末社斎場所西諸神社 左京区吉田神楽岡町 令 3.3.30 

436 府暫定登録有形文化財 吉田神社末社斎場所東御廊 左京区吉田神楽岡町 令 3.3.30 

437 府暫定登録有形文化財 吉田神社末社斎場所西御廊 左京区吉田神楽岡町 令 3.3.30 

438 府暫定登録有形文化財 護国院客殿 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

439 府暫定登録有形文化財 護国院経蔵 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

440 府暫定登録有形文化財 西来院客殿 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

441 府暫定登録有形文化財 西来院庫裏 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

442 府暫定登録有形文化財 西来院表門 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

443 府暫定登録有形文化財 常光院玄関 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

444 府暫定登録有形文化財 堆雲軒客殿 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

445 府暫定登録有形文化財 堆雲軒表門 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

446 府暫定登録有形文化財 退耕庵表門 東山区本町 令 3.3.30 

447 府暫定登録有形文化財 大中院客殿 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

448 府暫定登録有形文化財 大中院玄関 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

449 府暫定登録有形文化財 大中院書院 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

450 府暫定登録有形文化財 大中院表門 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

451 府暫定登録有形文化財 大統院玄関 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

452 府暫定登録有形文化財 大統院表門 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

453 府暫定登録有形文化財 仲源寺表門 東山区四条通大和大路東入祇園町 令 3.3.30 

454 府暫定登録有形文化財 両足院書院 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

455 府暫定登録有形文化財 両足院庫裏 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

456 府暫定登録有形文化財 両足院供待 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

457 府暫定登録有形文化財 両足院台所門 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 令 3.3.30 

458 府暫定登録有形文化財 常寂光寺仁王門 右京区嵯峨小倉山町 令 3.3.30 

459 府暫定登録有形文化財 常寂光寺山門 右京区嵯峨小倉山町 令 3.3.30 
 

 


