
種別 名称 所在地 告示年月日
2 重要文化財 愛宕念仏寺本堂 右京区嵯峨鳥居本深谷町 明30.12.28
3 重要文化財 安楽寿院五輪塔[石造五輪塔] 伏見区竹田内畑町 昭30.2.2
4 重要文化財 安養寺宝塔 東山区八坂鳥居前東入円山町 昭35.2.9

6 重要文化財
為因寺宝篋印塔[石造宝篋印塔
(覆鉢及び九輪上部を欠く)]

右京区梅ヶ畑奥殿町 昭30.2.2

7 重要文化財 引接寺塔婆[石造十重塔] 上京区千本通廬山寺上る閻魔前町 昭27.11.22
10 重要文化財 雲竜院本堂 東山区泉涌寺山内町 昭41.6.11
12 重要文化財 燕庵[附　腰掛待合1棟・砂雪隠1 下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町430 昭51.5.20
15 重要文化財 往生極楽院阿弥陀堂 左京区大原来迎院町 明30.12.28

重要文化財 黄梅院庫裏 北区紫野大徳寺町 昭51.5.20
重要文化財 黄梅院本堂[附　玄関1棟・棟札1 北区紫野大徳寺町 大11.4.13
重要文化財 賀茂御祖神社供御所 左京区下鴨泉川町 明36.4.15
重要文化財 賀茂御祖神社橋殿 左京区下鴨泉川町 明34.8.2
重要文化財 賀茂御祖神社叉蔵 左京区下鴨泉川町 昭42.6.15
重要文化財 賀茂御祖神社細殿 左京区下鴨泉川町 明34.8.2
重要文化財 賀茂御祖神社四脚中門 左京区下鴨泉川町 明34.8.2
重要文化財 賀茂御祖神社祝詞舎 左京区下鴨泉川町 明34.8.2

重要文化財

賀茂御祖神社 附 末社印社本
殿1棟・末社一言社本殿2棟・末社
二言社本殿2棟・末社三言社本殿
3棟・透塀1棟

左京区下鴨泉川町 昭42.6.15

重要文化財
賀茂御祖神社 附 三井神社末
社本殿3棟

左京区下鴨泉川町 昭42.6.15

重要文化財 賀茂御祖神社神服殿 左京区下鴨泉川町 明36.4.15

重要文化財
賀茂御祖神社西唐門[附 左右透
塀2棟]

左京区下鴨泉川町 明34.8.2

国宝 賀茂御祖神社西本殿[国宝] 左京区下鴨泉川町 昭28.3.31

重要文化財
賀茂御祖神社摂社三井神社東西
廊下[東廊下・西廊下2棟]

左京区下鴨泉川町 昭42.6.15

重要文化財 賀茂御祖神社摂社三井神社棟門 左京区下鴨泉川町 昭42.6.15
重要文化財 賀茂御祖神社摂社三井神社拝殿 左京区下鴨泉川町 昭42.6.15

重要文化財
賀茂御祖神社摂社三井神社本殿
(3棟)

左京区下鴨泉川町 昭42.6.15

重要文化財
賀茂御祖神社摂社出雲井於神社
本殿[附 岩本社本殿1棟・橋本社
本殿1棟]

左京区下鴨泉川町 昭42.6.15

重要文化財
賀茂御祖神社大炊所[附 井戸屋
形1棟]

左京区下鴨泉川町 明36.4.15

重要文化財
賀茂御祖神社中門東西廻廊[東
廻廊・西廻廊2棟]

左京区下鴨泉川町 明34.8.2

重要文化財
賀茂御祖神社東西御料屋[東御
料屋・西御料屋2棟]

左京区下鴨泉川町 明34.8.2

国宝 賀茂御祖神社東本殿[国宝] 左京区下鴨泉川町 昭28.3.31
重要文化財 賀茂御祖神社東西廊[東廊・西廊 左京区下鴨泉川町 明34.8.2

重要文化財
賀茂御祖神社東西楽屋[東楽屋・
西楽屋2棟]

左京区下鴨泉川町 明34.8.2

重要文化財 賀茂御祖神社舞殿 左京区下鴨泉川町 明34.8.2
重要文化財 賀茂御祖神社幣殿 左京区下鴨泉川町 明34.8.2
重要文化財 賀茂御祖神社預り屋 左京区下鴨泉川町 明34.8.2
重要文化財 賀茂御祖神社楼門 左京区下鴨泉川町 明34.8.2

重要文化財
賀茂御祖神社楼門東西廻廊[東
廻廊・西廻廊2棟]

左京区下鴨泉川町 明34.8.2

重要文化財
賀茂別雷神社摂社新宮神社本殿
及び拝殿

北区上賀茂本山町 昭42.6.15

重要文化財
賀茂別雷神社摂社片岡神社本殿
及び拝殿

北区上賀茂本山町 昭42.6.15

重要文化財

賀茂別雷神社廻廊[東廊・西廊2
棟/附 摂社須波神社本殿1棟・
玉橋1基・末社杉尾社本殿1棟・末
社土師尾社本殿1棟]

北区上賀茂本山町 明34.8.2

重要文化財 賀茂別雷神社外幣殿 北区上賀茂本山町 明36.4.15
重要文化財 賀茂別雷神社忌子殿 北区上賀茂本山町 明34.8.2
国宝 賀茂別雷神社権殿[国宝] 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社御籍屋 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社高倉殿 北区上賀茂本山町 明34.8.2

重要文化財
賀茂別雷神社四脚中門[附 末社
棚尾社本殿1棟]

北区上賀茂本山町 明34.8.2

重要文化財 賀茂別雷神社祝詞舎 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社神宝庫 北区上賀茂本山町 明34.8.2
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種別 名称 所在地 告示年月日
重要文化財 賀茂別雷神社西渡廊 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社摂社若宮神社本殿 北区上賀茂本山町 昭42.6.15
重要文化財 賀茂別雷神社直会所 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社渡廊 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社土屋(到着殿) 北区上賀茂本山町 明36.4.15

重要文化財
賀茂別雷神社唐門[附 左右袖塀
２棟]

北区上賀茂本山町 明34.8.2

重要文化財 賀茂別雷神社東御供所 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社東渡廊 北区上賀茂本山町 昭42.6.15
重要文化財 賀茂別雷神社透廊 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社拝殿(細殿) 北区上賀茂本山町 明36.4.15
重要文化財 賀茂別雷神社舞殿(橋殿) 北区上賀茂本山町 明36.4.15
重要文化財 賀茂別雷神社塀中門 北区上賀茂本山町 昭42.6.15
重要文化財 賀茂別雷神社幣殿 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社外幣殿 北区上賀茂本山町 明36.4.15
重要文化財 賀茂別雷神社幣殿忌子殿取合廊 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社片岡橋 北区上賀茂本山町 昭42.6.15
重要文化財 賀茂別雷神社北神饌所(庁屋) 北区上賀茂本山町 明36.4.15
国宝 賀茂別雷神社本殿[国宝] 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社本殿権殿取合廊 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社本殿東渡廊取合廊 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社楼門 北区上賀茂本山町 明34.8.2
重要文化財 賀茂別雷神社樂屋 北区上賀茂本山町 明36.4.15
重要文化財 賀茂別雷神社樂所及び西御供所 北区上賀茂本山町 明34.8.2

20 重要文化財 覚勝院宝篋印塔[石造宝篋印塔] 右京区嵯峨大覚寺門前登り町 昭35.2.9

21 重要文化財

角屋[含宅地/附曲木亭1棟・茶室
1棟・待合1棟・東奥蔵1棟・西奥蔵
1棟・台所蔵1棟・棟札5枚・古図2
枚・屋敷売渡状1枚]

下京区西新屋敷揚屋町32 昭27.3.29

23 重要文化財 勧修寺書院 山科区勧修寺仁王堂町 大3.4.17
25 国宝 観智院客殿[国宝][附　棟札1枚] 南区八条通大宮西入下る柳原町 昭34.6.27
27 重要文化財 吉田神社斎場所太元宮 左京区吉田神楽岡町 明35.7.31
30 重要文化財 旧京都中央電話局西陣分局舎 上京区油小路通中立売下る甲斐守町97 平18.7.5

重要文化財
旧帝国京都博物館札売場及び袖
塀[附 旧南門扉2枚・建築工事図
面630枚]

東山区茶屋町５２７番地京都国立博物館構内 昭44.3.12

重要文化財 旧帝国京都博物館表門 東山区茶屋町５２７番地京都国立博物館構内 昭44.3.12

重要文化財
旧帝国京都博物館本館[附 模型
2個・装飾木彫原型5個・棟札1枚]

東山区茶屋町５２７番地京都国立博物館構内 昭44.3.12

33 重要文化財
旧日本銀行京都支店 [附 旧金
庫1棟]

中京区三条通高倉西入菱屋町48 昭44.3.12

34 重要文化財 旧武徳殿 左京区聖護院円頓美町46-2 平8.7.9
36 重要文化財 京都府庁旧本館 上京区下立売通新町西入薮ノ内町 平16.12.10

国宝 教王護国寺金堂[国宝][附　棟札 南区九条町 昭28.3.31
重要文化財 教王護国寺慶賀門 南区九条町 明40.8.28
重要文化財 教王護国寺五重小塔 南区九条町 昭30.6.22
国宝 教王護国寺五重塔[国宝] 南区九条町 昭27.11.22
重要文化財 教王護国寺講堂 南区九条町 昭15.10.14

国宝
教 王 護 国 寺 大 師 堂 ( 西院 御影
堂)[国宝][附　厨子1基・棟札5枚]

南区九条町 明33.2.8

重要文化財 教王護国寺東大門(不開門) 南区九条町 明43.8.29
重要文化財 教王護国寺南大門 南区九条町 明43.8.29
重要文化財 教王護国寺宝蔵 南区九条町 大14.4.24
重要文化財 教王護国寺北総門 南区九条町 明43.8.29
重要文化財 教王護国寺北大門 南区九条町 明40.8.28
国宝 教王護国寺蓮花門[国宝] 南区九条町 昭27.11.22
重要文化財 教王護国寺灌頂院 南区九条町 昭15.10.14
重要文化財 教王護国寺灌頂院東門 南区九条町 昭30.6.22
重要文化財 教王護国寺灌頂院北門 南区九条町 昭30.6.22
重要文化財 興臨院表門 北区紫野大徳寺町 昭37.6.21

重要文化財
興臨院本堂[附 玄関1棟・旧桟唐
戸格狭間2組・旧鴨居引付用鎌1
本・旧敷居1本]

北区紫野大徳寺町 昭37.6.21

重要文化財 玉鳳院開山堂 右京区花園妙心寺町 明34.3.27
重要文化財 玉鳳院四脚門(微笑庵前門) 右京区花園妙心寺町 明40.8.28

重要文化財
玉林院南明庵及び茶室(蓑庵､霞
床席)　附蓑庵露地

北区紫野大徳寺町 昭16.5.8

重要文化財
玉林院本堂[附 玄関1棟・作事入
目覚1通]

北区紫野大徳寺町 昭60.5.18
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種別 名称 所在地 告示年月日

41 重要文化財
金戒光明寺三重塔[附 黒谷建塔
記1巻]

左京区黒谷町 昭52.6.27

重要文化財 金地院茶席室 左京区南禅寺福地町 昭11.4.20
重要文化財 金地院本堂 左京区南禅寺福地町 明33.4.7
重要文化財 建仁寺勅使門(矢の根門) 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 明35.7.31
重要文化財 建仁寺方丈 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 明32.4.5

49 重要文化財 孤篷庵本堂(方丈)、書院及び忘 北区紫野大徳寺町 明36.4.15
重要文化財 御香宮神社本殿 伏見区御香宮門前町 昭60.5.18
重要文化財 御香宮神社表門 伏見区御香宮門前町 明39.4.14

国宝
広隆寺桂宮院本堂[国宝][附 厨
子1基]

右京区太秦蜂岡町 昭28.3.31

重要文化財 広隆寺講堂 右京区太秦蜂岡町 明34.3.27

58 重要文化財
衡梅院本堂[附 棟札3枚・旧縁框
1本・古材25点]

右京区花園妙心寺町 昭42.6.15

国宝
高山寺石水院(五所堂)[国宝][附
棟札2枚]

右京区梅ヶ畑栂尾町 昭28.3.31

重要文化財 高山寺如法経塔[石造一重塔] 右京区梅ヶ畑栂尾町 昭30.2.2

重要文化財
高山寺宝篋印塔[石造宝篋印塔
(九輪上部を欠く)]

右京区梅ヶ畑栂尾町 昭30.2.2

重要文化財 高台寺開山堂 東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町 明33.4.7
重要文化財 高台寺観月台 東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町 昭28.8.29

重要文化財
高台寺傘亭(安閑窟)及び時雨亭
[附　土間廊下]

東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町 昭11.4.20

重要文化財 高台寺表門 東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町 明40.8.28
重要文化財 高台寺霊屋 東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町 明33.4.7
重要文化財 三宝院殿堂玄関 伏見区醍醐東大路町 明30.12.28
重要文化財 三宝院殿堂庫裏 伏見区醍醐東大路町 明30.12.28
重要文化財 三宝院殿堂護摩堂 伏見区醍醐東大路町 明30.12.28
重要文化財 三宝院殿堂純浄観 伏見区醍醐東大路町 明30.12.28

重要文化財
三宝院殿堂勅使の間、秋草の間
及び葵の間

伏見区醍醐東大路町 明30.12.28

国宝 三宝院殿堂表書院[国宝] 伏見区醍醐東大路町 昭29.3.20
重要文化財 三宝院殿堂宸殿 伏見区醍醐東大路町 明30.12.28
重要文化財 三宝院唐門 伏見区醍醐東大路町 昭29.3.20
重要文化財 三宝院宝篋印塔[石造宝篋印塔] 伏見区醍醐東大路町 昭31.6.28
国宝 慈照寺銀閣[国宝] 左京区銀閣寺町 昭26.6.9
重要文化財 慈照寺東求堂[国宝][附　棟札1 左京区銀閣寺町 昭26.6.9

71 重要文化財 勝林院宝篋印塔[石造宝篋印塔] 左京区大原勝林院町 昭31.6.28

重要文化財
小川家住宅(京都府京都市中京
区大宮通御池下る)宅地

中京区大宮通御池下る三坊大宮町137 昭55.12.18

重要文化財
小川家住宅(京都府京都市中京
区大宮通御池下る)主屋[居室部・
客室部・取合部]

中京区大宮通御池下る三坊大宮町137 昭19.9.5

重要文化財
小川家住宅(京都府京都市中京
区大宮通御池下る)西土蔵

中京区大宮通御池下る三坊大宮町137 昭19.9.5

重要文化財
小川家住宅(京都府京都市中京
区大宮通御池下る)北土蔵

中京区大宮通御池下る三坊大宮町137 昭19.9.5

76 重要文化財 松尾大社本殿 西京区嵐山宮町 明40.8.28
77 重要文化財 常寂光寺塔婆(多宝塔) 右京区嵯峨小倉山町 大4.3.26
81 重要文化財 神護寺大師堂 右京区梅ヶ畑高雄町 明35.4.17

重要文化財 仁和寺観音堂 右京区御室大内 昭48.6.2
国宝 仁和寺金堂[国宝] 右京区御室大内 昭28.11.14

重要文化財
仁和寺九所明神本殿[右殿・中
殿・左殿3棟/附　石燈籠3基]

右京区御室大内 昭48.6.2

重要文化財 仁和寺経蔵 右京区御室大内 昭48.6.2

重要文化財
仁和寺五重塔[附 土居葺板8枚・
棟札2枚]

右京区御室大内 明33.4.7

重要文化財 仁和寺御影堂 右京区御室大内 明41.8.1
重要文化財 仁和寺御影堂中門 右京区御室大内 昭48.6.2
重要文化財 仁和寺鐘楼 右京区御室大内 昭48.6.2
重要文化財 仁和寺中門 右京区御室大内 昭48.6.2
重要文化財 仁和寺二王門 右京区御室大内 昭6.1.19
重要文化財 仁和寺飛濤亭 右京区御室大内 昭12.7.29
重要文化財 仁和寺本坊表門 右京区御室大内 昭48.6.2
重要文化財 仁和寺遼廓亭 右京区御室大内 昭12.7.29

83 重要文化財
壬生寺大念仏堂(狂言舞台 )[附
道具蔵1棟・脇門1棟・土塀2棟・棟

中京区壬生椰之宮町 昭55.1.26

重要文化財 瑞峯院表門 北区紫野大徳寺町 昭37.6.21

重要文化財
瑞峯院本堂[附 玄関1棟・扁額1
面・棟札2枚]

北区紫野大徳寺町 昭37.6.21
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種別 名称 所在地 告示年月日
87 重要文化財 正傳寺本堂 北区紫野大徳寺町 明37.2.18

重要文化財 清水寺阿弥陀堂 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺奥院[附　厨子3基] 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺経堂 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺轟門 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺三重塔 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺子安塔 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺釈迦堂 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺鐘楼 東山区清水一丁目 明41.4.23
重要文化財 清水寺仁王門 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺西門 東山区清水一丁目 明41.4.23
重要文化財 清水寺朝倉堂[附　厨子1基] 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺鎮守堂(春日社) 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺田村堂[附　厨子1基] 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 清水寺馬駐 東山区清水一丁目 昭27.3.29

国宝
清水寺本堂[国宝][含境内地/附
厨子3基]

東山区清水一丁目 昭27.11.22

重要文化財 清水寺本坊北総門 東山区清水一丁目 昭41.6.11
89 重要文化財 聖護院書院 左京区聖護院中町 明32.6.18
90 重要文化財 西翁院茶室 左京区黒谷町 昭16.5.8
91 重要文化財 西芳寺湘南亭[本家・待合及廊下 西京区松尾神ヶ谷町 明40.8.28

重要文化財
泉涌寺開山塔及び開山堂[開山
塔：石造無縫塔]

東山区泉涌寺山内町 昭41.6.11

重要文化財 泉涌寺大門 東山区泉涌寺山内町 昭41.6.11
重要文化財 泉涌寺仏殿 東山区泉涌寺山内町 昭41.6.11
重要文化財 泉涌寺無縫塔[石造無縫塔2基] 東山区泉涌寺山内町 昭30.2.2

97 重要文化財 善峰寺多宝塔[附　棟札1枚] 西京区大原野小塩町 昭52.6.27
98 重要文化財 相国寺本堂(法堂)附玄関廊 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 明43.8.29

100 重要文化財 退蔵院本堂[附　玄関1棟・棟札1 右京区花園妙心寺町 昭42.6.15
重要文化財 大覚寺客殿(対面所) 右京区嵯峨大沢町 明45.2.8
重要文化財 大覚寺宸殿 右京区嵯峨大沢町 昭2.4.25
重要文化財 大仙院書院 北区紫野大徳寺町 昭37.6.21

国宝
大仙院本堂[国宝][附 玄関1棟・
棟札4枚]

北区紫野大徳寺町 大5.5.24

重要文化財 大徳寺経蔵 北区紫野大徳寺町 明42.4.5
重要文化財 大徳寺庫裏[附　廊下1棟・棟札1 北区紫野大徳寺町 明42.4.5

重要文化財
大徳寺山門[附 棟札2枚・旧土居
葺板4枚・鬼瓦3個]

北区紫野大徳寺町 明42.4.5

重要文化財 大徳寺侍真寮 北区紫野大徳寺町 明42.4.5
重要文化財 大徳寺鐘楼[附　棟札2枚] 北区紫野大徳寺町 明42.4.5
重要文化財 大徳寺寝堂[附　棟札2枚] 北区紫野大徳寺町 明42.4.5
重要文化財 大徳寺勅使門 北区紫野大徳寺町 昭33.4.7
国宝 大徳寺唐門[国宝] 北区紫野大徳寺町 昭27.12.28
重要文化財 大徳寺仏殿[附 明月橋1棟・棟札 北区紫野大徳寺町 明42.4.5

国宝
大徳寺方丈及び玄関[国宝][附
棟札2枚]

北区紫野大徳寺町 昭32.6.18

重要文化財 大徳寺法堂[附　廊下1棟・棟札7 北区紫野大徳寺町 明42.4.5
重要文化財 大徳寺浴室[附　銘札1枚] 北区紫野大徳寺町 明42.4.5
重要文化財 大徳寺廊下 北区紫野大徳寺町 明42.4.5

106 国宝
大報恩寺本堂 (千本釈迦堂 )[国
宝][附　厨子1基・旧棟木3本・棟

上京区五辻通六軒町西入溝前町 明30.12.28

重要文化財 醍醐寺開山堂 伏見区醍醐醍醐山 昭29.9.17
国宝 醍醐寺金堂[国宝][附　棟札1枚] 伏見区醍醐伽藍町 昭29.3.20
国宝 醍醐寺五重塔[国宝] 伏見区醍醐伽藍町 昭26.6.9
国宝 醍醐寺清滝宮拝殿[国宝] 伏見区醍醐醍醐山 昭29.3.20

重要文化財
醍醐寺清滝宮本殿[附 厨子2基・
中門1棟]

伏見区醍醐伽藍町 昭29.9.17

重要文化財 醍醐寺如意輪堂 伏見区醍醐醍醐山 昭29.9.17
国宝 醍醐寺薬師堂[国宝] 伏見区醍醐醍醐山 昭34.6.27

108 重要文化財
瀧澤家住宅(京都府京都市左京
区鞍馬本町)[附　祈祷札1枚]

左京区鞍馬本町４４５番地 昭50.6.23

重要文化財 知恩院経蔵 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 明33.4.7
国宝 知恩院三門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 明35.7.31
重要文化財 知恩院集會堂[附　玄関1棟] 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 平9.5.29
重要文化財 知恩院小庫裏[附　歩廊1棟] 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 平9.5.29
重要文化財 知恩院小方丈[附　歩廊1棟] 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 平9.5.29
重要文化財 知恩院勢至堂 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 明32.4.5
重要文化財 知恩院大庫裏[附　歩廊及び玄関 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 平9.5.29
重要文化財 知恩院大鐘楼 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 平9.5.29
重要文化財 知恩院大方丈[附　玄関及び歩廊 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 平9.5.29
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種別 名称 所在地 告示年月日
重要文化財 知恩院唐門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 明43.8.29
国宝 知恩院本堂(御影堂)[附　歩廊1 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 明43.8.29
重要文化財 地主神社境内地 東山区清水一丁目 平5.9.1
重要文化財 地主神社総門 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 地主神社拝殿 東山区清水一丁目 昭41.6.11
重要文化財 地主神社本殿 東山区清水一丁目 昭41.6.11

112 重要文化財 長福寺宝塔[石造宝塔] 右京区梅津中村町 昭35.2.9

113 重要文化財
天球院本堂[附 玄関1棟・旧障壁
下地桟1組・旧獅子口1個]

右京区花園妙心寺町 大11.4.13

118 重要文化財 東照宮[本殿・石の間・拝殿] 左京区南禅寺福地町 昭31.6.28
重要文化財 東福寺月下門(月華門) 東山区本町十五丁目 明35.7.31
国宝 東福寺三門[国宝] 東山区本町十五丁目 昭27.3.29
重要文化財 東福寺十三重塔[石造十三重塔] 東山区本町十五丁目 昭35.2.9
重要文化財 東福寺鐘楼 東山区本町十五丁目 明35.4.17
重要文化財 東福寺常楽庵[開山堂・昭堂1棟] 東山区本町十五丁目 平9.12.3
重要文化財 東福寺常楽庵客殿(普門院) 東山区本町十五丁目 平9.12.3
重要文化財 東福寺常楽庵庫裏 東山区本町十五丁目 平9.12.3
重要文化財 東福寺常楽庵鐘楼 東山区本町十五丁目 平9.12.3
重要文化財 東福寺常楽庵塔司寮(書院) 東山区本町十五丁目 平9.12.3
重要文化財 東福寺常楽庵裏門 東山区本町十五丁目 平9.12.3
重要文化財 東福寺常楽庵楼門 東山区本町十五丁目 平9.12.3
重要文化財 東福寺禅堂(選仏場) 東山区本町十五丁目 明31.12.28
重要文化財 東福寺東司 東山区本町十五丁目 明35.7.31
重要文化財 東福寺二王門 東山区本町十五丁目 大13.4.15
重要文化財 東福寺浴室 東山区本町十五丁目 明40.8.28
重要文化財 東福寺六波羅門 東山区本町十五丁目 昭28.3.31

62 重要文化財 三聖寺愛染堂[八角円堂] 東山区本町十五丁目 明31.12.28
119 重要文化財 東福寺偃月橋[附　棟札1枚] 東山区本町十五丁目 昭42.6.15

重要文化財 藤森神社境内社大将軍社社殿 伏見区深草鳥居崎町 明39.4.14
重要文化財 藤森神社境内社八幡宮本殿 伏見区深草鳥居崎町 明39.4.14

重要文化財
同志社(旧英学校､神学校及び波
理須理科学校)クラーク記念館[附
新築仕様書等1冊・建築設計図1

上京区今出川通烏丸東入玄武町601 昭54.5.21

重要文化財
同志社(旧英学校､神学校及び波
理須理科学校)ハリス理化学館

上京区今出川通烏丸東入玄武町601 昭54.5.21

重要文化財
同志社(旧英学校､神学校及び波
理須理科学校)彰栄館[附　時計

上京区今出川通烏丸東入玄武町601 昭38.7.1

重要文化財
同志社(旧英学校､神学校及び波
理須理科学校)有終館

上京区今出川通烏丸東入玄武町601 昭54.5.21

重要文化財
同志社(旧英学校､神学校及び波
理須理科学校)礼拝堂

上京区今出川通烏丸東入玄武町601 昭38.7.1

重要文化財 南禅寺三門[附　棟札1枚・古瓦7 左京区南禅寺福地町 明32.4.5
重要文化財 南禅寺勅使門[附　棟札1枚] 左京区南禅寺福地町 昭31.6.28
国宝 南禅寺方丈[国宝][大方丈・小方 左京区南禅寺福地町 昭28.11.14
重要文化財 二条城二之丸：御殿唐門 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

国宝
二条城二之丸：御殿遠侍及び車
寄[国宝]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭27.3.29

重要文化財
二条城二之丸：御殿御清所[附
廊下]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

国宝
二条城二之丸：御殿黒書院(小広
間)[国宝]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭27.3.29

国宝 二条城二之丸：御殿式台[国宝] 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭27.3.29
国宝 二条城二之丸：御殿蘇鉄の間[国 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭27.3.29
重要文化財 二条城二之丸：御殿台所 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
国宝 二条城二之丸：御殿大広間[国 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭27.3.29
重要文化財 二条城二之丸：御殿築地 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

国宝
二条城二之丸：御殿白書院(御座
の間)[国宝][附 附属の間・黒書
院白書院間渡廊]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭27.3.29

重要文化財
二条城二之丸：西南隅櫓[附 多
門塀]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

重要文化財 二条城二之丸：西門[附　多門塀] 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
重要文化財 二条城二之丸：土蔵(南)(米蔵) 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
重要文化財 二条城二之丸：土蔵(米蔵) 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
重要文化財 二条城二之丸：土蔵(北)(米蔵) 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

重要文化財
二条城二之丸：東大手門[附 多
門塀]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

重要文化財
二条城二之丸：東南隅櫓[附 多
門塀]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

重要文化財 二条城二之丸：東南隅櫓北方多 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
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種別 名称 所在地 告示年月日
重要文化財 二条城二之丸：桃山門 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
重要文化財 二条城二之丸：南中仕切門 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

重要文化財
二条城二之丸：北大手門[附 多
門塀]

中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

重要文化財 二条城二之丸：北中仕切門 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
重要文化財 二条城二之丸：北方多門塀 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
重要文化財 二条城二之丸：鳴子門 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28
重要文化財 二条城本丸：御殿玄関 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭19.9.5
重要文化財 二条城本丸：御殿御書院 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭19.9.5
重要文化財 二条城本丸：御殿御常御殿 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭19.9.5
重要文化財 二条城本丸：御殿台所及び雁之 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭19.9.5
重要文化財 二条城本丸：櫓門[附　袖塀] 中京区二条通堀川西入る二条城町 昭14.10.28

124 重要文化財 梅小路機関車庫 下京区観喜寺町 平16.12.10
重要文化財 八坂神社石鳥居[石造明神鳥居] 東山区祇園町北側 大2.4.14
重要文化財 八坂神社本殿 東山区祇園町北側 明44.4.17
重要文化財 八坂神社末社蛭子社社殿 東山区祇園町北側 明44.4.17
重要文化財 八坂神社楼門 東山区祇園町北側 明41.4.23

128 重要文化財 表千家祖堂 上京区小川通寺之内上る本法寺前町597 昭51.5.20
重要文化財 伏見稲荷大社御茶屋 伏見区深草薮ノ内町 昭2.4.25
重要文化財 伏見稲荷大社本殿 伏見区深草薮ノ内町 明42.4.5
重要文化財 伏見稲荷大社権殿 伏見区深草藪之内町 平26.1.27
重要文化財 伏見稲荷大社外拝殿 伏見区深草藪之内町 平26.1.27
重要文化財 伏見稲荷大社楼門 伏見区深草藪之内町 平26.1.27
重要文化財 伏見稲荷大社南北廻廊（２棟） 伏見区深草藪之内町 平26.1.27
重要文化財 伏見稲荷大社奥宮 伏見区深草藪之内町 平26.1.27
重要文化財 伏見稲荷大社白狐社 伏見区深草藪之内町 平26.1.27

重要文化財
（附 両宮社，五社相殿，荷田
社，長者社，藤尾社，熊野社，城
州稲荷社御修復御入用金高目録

伏見区深草藪之内町 平26.1.27

重要文化財 福王子神社鳥居[石造明神鳥居] 右京区宇多野福王子町 昭48.6.2
重要文化財 福王子神社拝殿 右京区宇多野福王子町 昭48.6.2

133 重要文化財
福王子神社本殿［附　棟札1枚・
石燈籠2基］

右京区宇多野福王子町 昭48.6.2

重要文化財
平野神社本殿[第一・二殿/附 棟
札2枚]

北区平野宮本町 大11.4.13

重要文化財 平野神社本殿[第三・四殿] 北区平野宮本町 大11.4.13
重要文化財 報土寺表門 上京区仁和寺街道六軒町西入四番町 昭60.5.18
重要文化財 報土寺本堂[附　棟札1枚] 上京区仁和寺街道六軒町西入四番町 昭60.5.18

137 重要文化財 宝篋印塔(鶴の塔)[石造宝篋印 上京区御車道清和院口上る梶井町448-4 昭36.6.7
重要文化財 峰定寺仁王門[附　棟札8枚] 左京区花背原地町 明37.2.18
重要文化財 峰定寺本堂及び供水所[附　棟札 左京区花背原地町 明37.2.18
国宝 法界寺阿弥陀堂[国宝] 伏見区日野西大道町 昭26.6.9
重要文化財 法界寺本堂(薬師堂) 伏見区日野西大道町 明42.4.5

140 重要文化財 法観寺五重塔(八坂塔) 東山区八坂通下河原東入八坂上町 明30.12.28
142 国宝 豊国神社唐門[国宝] 東山区大和大路通正面東入 昭28.3.21

重要文化財 寶塔寺塔婆（多宝塔） 伏見区深草宝塔寺山町 明39.4.14
重要文化財 寶塔寺四脚門（総門） 伏見区深草宝塔寺山町 明39.4.14
重要文化財 寶塔寺本堂 伏見区深草宝塔寺山町 昭59.5,21
重要文化財 北野天満宮廻廊(左廊・右廊) 上京区馬喰町 明31.12.28
重要文化財 北野天満宮後門 上京区馬喰町 明31.12.28
重要文化財 北野天満宮中門[附　左右袖塀2 上京区馬喰町 明31.12.28
重要文化財 北野天満宮東門 上京区馬喰町 明37.2.18

重要文化財
北野天満宮透塀[左透塀・右透塀
2棟/附　棟札6枚]

上京区馬喰町 明31.12.28

国宝
北野天満宮本殿、石の間、拝殿
及び樂の間[国宝]

上京区馬喰町 明30.12.28

重要文化財
本願寺玄関、浪之間、虎之間、太
鼓之間

下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 明37.2.18

国宝 本願寺黒書院及び伝廊[国宝] 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 昭31.6.28

国宝
本 願 寺 書 院 ( 対 面 所 及 び白 書
院)[国宝]

下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 昭27.11.22

重要文化財 本願寺鐘楼 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 明43.8.29
大2.4.14
平26.9.18

国宝 本願寺唐門[国宝] 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 昭28.3.31
重要文化財 本願寺能舞台(附橋掛) 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 明43.8.29
国宝 本願寺飛雲閣[国宝] 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 昭26.6.9
国宝 本願寺北能舞台[国宝] 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 昭28.3.31

大2.4.14
平26.9.18

重要文化財 本願寺浴室(黄鶴台)[附　廻廊] 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 明41.8.1

136

下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町

127

132

133

143

国宝 本願寺阿弥陀堂 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町

123

138

139

144

145 国宝 本願寺御影堂

135
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種別 名称 所在地 告示年月日
重要文化財 本願寺経蔵 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18
重要文化財 本願寺鐘楼 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18
重要文化財 本願寺手水所 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18
重要文化財 本願寺鼓楼 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18
重要文化財 本願寺御影堂門 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18
重要文化財 本願寺阿弥陀堂門 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18
重要文化財 本願寺総門 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18
重要文化財 （附　御成門，目隠塀，築地塀） 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平26.9.18

146 重要文化財 本圀寺経蔵(輪蔵) 山科区御陵大岩町 大14.4.24
重要文化財 妙心寺経蔵 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺玄関 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺庫裏[附　廊下1棟] 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺山門[両山廊付] 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺小方丈[附　廊下1棟] 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺寝堂 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺大方丈 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺勅使門 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺南門[附　棟札1枚] 右京区花園妙心寺町 昭42.6.15
重要文化財 妙心寺仏殿[附　廊下1棟] 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺法堂[附　廊下1棟] 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙心寺北門[附　棟札1枚] 右京区花園妙心寺町 昭42.6.15
重要文化財 妙心寺浴室 右京区花園妙心寺町 明45.2.8
重要文化財 妙法院玄関 東山区東大路通渋谷下る妙法院前側町 大3.4.17
国宝 妙法院庫裏[国宝] 東山区東大路通渋谷下る妙法院前側町 昭32.6.18
重要文化財 妙法院大書院 東山区東大路通渋谷下る妙法院前側町 大3.4.17
重要文化財 野村碧雲荘大玄関及び能舞台 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘大書院 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘中書院 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘洋室及び書斎 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘旧館（北泉居） 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘廊下蔵 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘台所蔵 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘西門及び事務所 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘不老門 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘龍頭軒 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘大黒堂 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘花泛亭 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘待月軒 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘　露（田舎家） 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘　月及び蘆葉舟 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘巽蔵 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19
重要文化財 野村碧雲荘東門 左京区南禅寺下河原町37番2，南禅寺福地町 平18.12.19

150 重要文化財 由岐神社拝殿[附　棟札1枚] 左京区鞍馬本町 明40.8.28
151 重要文化財 与杼神社拝殿 伏見区淀本町 昭46.6.22
152 重要文化財 来迎院三重塔[石造三重塔] 左京区大原来迎院町 昭31.6.28
153 重要文化財 裏千家住宅[附　表門1棟] 上京区小川通寺之内上る本法寺前町613 昭51.5.20
154 重要文化財 竜安寺本堂[附　玄関1棟] 右京区竜安寺御陵ノ下町 昭42.6.15

重要文化財 竜吟庵庫裏 東山区本町十五丁目 昭28.3.31
重要文化財 竜吟庵表門 東山区本町十五丁目 昭28.3.31
国宝 竜吟庵方丈[国宝][附　玄関1棟] 東山区本町十五丁目 昭38.7.1
重要文化財 竜光院兜門 北区紫野大徳寺町 明41.8.1
国宝 竜光院書院[国宝] 北区紫野大徳寺町 明41.8.1
重要文化財 竜光院本堂及び盤桓廊 北区紫野大徳寺町 明41.8.1
重要文化財 龍源院表門 北区紫野大徳寺町 昭36.6.7
重要文化財 龍源院本堂[附　玄関1棟・棟札5 北区紫野大徳寺町 昭36.6.7
重要文化財 龍谷大学旧守衛所 下京区猪熊通七条下る大工町125-1 平10.5.1
重要文化財 龍谷大学南學 下京区猪熊通七条下る大工町125-1 平10.5.1
重要文化財 龍谷大学北學 下京区猪熊通七条下る大工町125-1 平10.5.1
重要文化財 龍谷大学本館 下京区猪熊通七条下る大工町125-1 昭39.5.26

重要文化財
龍谷大学 附 石造正門1棟・渡
廊下1棟・設計図2幅

下京区猪熊通七条下る大工町125-1 平10.5.1

重要文化財 良正院表門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭61.5.24
重要文化財 良正院本堂 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭61.5.24

重要文化財
冷泉家住宅(京都市上京区今出
川通烏丸入)御文庫

上京区今出川通烏丸東入玄武町599 昭57.2.16

重要文化財
冷泉家住宅(京都市上京区今出
川通烏丸入)座敷及び台所[含取
合部/附　棟札1枚・祈祷札1枚]

上京区今出川通烏丸東入玄武町599 昭57.2.16

重要文化財
冷泉家住宅(京都市上京区今出
川通烏丸入)台所蔵

上京区今出川通烏丸東入玄武町599 昭57.2.16

149

145

147

158

159

148

155

156

157

160
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種別 名称 所在地 告示年月日

重要文化財
冷泉家住宅(京都市上京区今出
川通烏丸入)表門[附 土塀2棟・
庭塀1棟・供侍及び台所門1棟・立

上京区今出川通烏丸東入玄武町599 昭57.2.16

重要文化財
冷泉家住宅(京都市上京区今出
川通烏丸入)宅地

上京区今出川通烏丸東入玄武町599 昭57.2.16

重要文化財 蓮華王院築地塀(太閣塀) 東山区三十三間堂廻町657 昭12.7.29
重要文化財 蓮華王院南大門 東山区三十三間堂廻町657 明33.4.7

国宝
蓮華王院本堂 (三十三間堂 )[国
宝][附　棟札1枚]

東山区三十三間堂廻町657 昭27.3.29

162 重要文化財 六波羅密寺本堂 東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町 明30.12.28
重要文化財 曼殊院庫裏 左京区一乗寺竹ノ内町 昭51.5.20
重要文化財 曼殊院書院[附　茶室1棟] 左京区一乗寺竹ノ内町 昭12.7.29
重要文化財 曼殊院本堂[附　廊下1棟] 左京区一乗寺竹ノ内町 昭12.7.29
重要文化財 真珠庵庫裏 北区紫野大徳寺町 昭37.6.21
重要文化財 真珠庵通仙院[附　廊下1棟] 北区紫野大徳寺町 明33.4.7

重要文化財
真珠庵本堂[附 玄関1棟・表門1
棟・東門1棟]

北区紫野大徳寺町 明33.4.7

168 重要文化財
眞正極樂寺本堂[附 真如堂瓦方
之帳1冊]

左京区浄土寺真如町 昭61.5.24

重要文化財 聚光院茶室 北区紫野大徳寺町 昭16.5.4
重要文化財 聚光院本堂[附　玄関1棟] 北区紫野大徳寺町 昭49.5.21

171 重要文化財 霊雲院書院 右京区花園妙心寺町 明39.4.14

重要文化財
杉本家住宅主屋[附 棟札１枚，
御本宅積り書１冊]

下京区綾小路通新町西入矢田町116 平22.6.29

重要文化財 杉本家住宅大蔵 下京区綾小路通新町西入矢田町116 平22.6.29
重要文化財 杉本家住宅隅蔵 下京区綾小路通新町西入矢田町116 平22.6.29
重要文化財 杉本家住宅中蔵 下京区綾小路通新町西入矢田町116 平22.6.29

重要文化財
杉本家住宅[附 旧米蔵，旧漬物
小屋，高塀]

下京区綾小路通新町西入矢田町116 平22.6.29

重要文化財 杉本家住宅（宅地） 下京区綾小路通新町西入矢田町116 平22.6.29
重要文化財 清流亭主屋 左京区南禅寺下河原町43-5 平22.6.29
重要文化財 清流亭寄付 左京区南禅寺下河原町43-5 平22.6.29
重要文化財 清流亭立礼席 左京区南禅寺下河原町43-5 平22.6.29
重要文化財 清流亭[附　正門，裏門] 左京区南禅寺下河原町43-5 平22.6.29
重要文化財 清流亭（宅地） 左京区南禅寺下河原町43-5 平22.6.29
重要文化財 平安神宮大極殿 左京区岡崎西天王町 平22.12.24
重要文化財 平安神宮東西歩廊（２棟） 左京区岡崎西天王町 平22.12.24
重要文化財 平安神宮蒼龍楼 左京区岡崎西天王町 平22.12.24
重要文化財 平安神宮白虎楼 左京区岡崎西天王町 平22.12.24
重要文化財 平安神宮應天門 左京区岡崎西天王町 平22.12.24

重要文化財
平安神宮[附龍尾壇石段及び石
積，彩色図面]

左京区岡崎西天王町 平22.12.24

重要文化財 旧三井家下鴨別邸主屋 左京区下鴨宮河町58-2 平23.6.20
重要文化財 旧三井家下鴨別邸玄関棟 左京区下鴨宮河町58-2 平23.6.20
重要文化財 旧三井家下鴨別邸茶室 左京区下鴨宮河町58-2 平23.6.20
重要文化財 旧三井家下鴨別邸（宅地） 左京区下鴨宮河町58-2 平23.6.20
重要文化財 清風荘主屋 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘離れ 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘土蔵 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘附属屋 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘詰所 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘納屋 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘茶屋 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘供待 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘袴付及び待合 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘第一中門 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘第二中門 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 清風荘正門 左京区吉田関田町2-1 平24.7.9
重要文化財 本隆寺本堂（附棟札） 上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 平26.1.27
重要文化財 本隆寺祖師堂（附廊下） 上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 平26.1.27

178 重要文化財
旧真宗信徒生命保険株式会社本
館（本願寺伝道院）

下京区油小路通正面下る本願寺門前町玉本
町199

平26.9.18

重要文化財 養源院客殿
京都市東山区大和大路通七条下る三十三間
堂廻り

平28.2.9

重要文化財 養源院護摩堂
京都市東山区大和大路通七条下る三十三間
堂廻り

平28.2.9

重要文化財 養源院鐘楼堂
京都市東山区大和大路通七条下る三十三間
堂廻り

平28.2.9

重要文化財 養源院中門(附番所，表門)
京都市東山区大和大路通七条下る三十三間
堂廻り

平28.2.9

173

161

164

160

176

177

167

169

172

174

175

179
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種別 名称 所在地 告示年月日
重要文化財 知恩寺　御影堂 左京区田中門前町103-27 平29.2.23
重要文化財 知恩寺　釈迦堂　附棟札3枚 左京区田中門前町103-27 平29.2.23
重要文化財 知恩寺　阿弥陀堂　附棟札1枚 左京区田中門前町103-27 平29.2.23

重要文化財
知恩寺 御廟所(御本廟・廟門・十
一重石塔・十三重石塔・石橋)

左京区田中門前町103-27 平29.2.23

重要文化財 知恩寺　総門 左京区田中門前町103-27 平29.2.23

重要文化財
知恩寺 附 鐘楼1基・鐘楼棟札2
枚・鎮守堂1棟・勢至堂1棟・西門1

左京区田中門前町103-27 平29.2.23

重要文化財
真宗本廟東本願寺御影堂（附厨
子・造合廊下・二筋廊下）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 令1.9.30

重要文化財
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂（附
宮殿）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 令1.9.30

重要文化財 真宗本廟東本願寺御影堂門 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 令1.9.30
重要文化財 真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 令1.9.30
重要文化財 真宗本廟東本願寺鐘楼 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 令1.9.30
重要文化財 真宗本廟東本願寺手水屋形 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町755他 令1.9.30

180

181
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別表１　京都市の重要文化財等の一覧（国指定史跡・名勝・天然記念物）
種別 名称 所在地 告示年月日

1 史跡 伊藤仁斎宅（古義堂）跡ならびに 上京区東堀川通出水下る四丁目 大11.3.8
2 名勝 円山公園 東山区円山町 昭6.10.21
3 名勝 円通寺庭園 左京区岩倉幡枝町 昭29.3.20
4 名勝 燕庵庭園 下京区西洞院通北小路上る鍛冶屋町，紅葉 昭32.7.10
5 史跡 荷田春満旧宅 伏見区深草藪之内町 大11.3.8

昭58.3.29
平27.10.7

7 史跡 賀茂別雷神社境内 北区上賀茂本山，上賀茂神山，上賀茂御園 平5.9.22
昭46.3.1
平10.12.8

9 史跡 岩倉具視幽棲旧宅 左京区岩倉上蔵町 昭7.3.25
10 名勝 旧円徳院庭園 東山区下河原高台寺門前下河原町 昭50.1.21
11 史跡 旧二条離宮（二条城） 中京区二条通堀川西入二条城町 昭14.11.30
12 史跡 教王護国寺境内 南区九条町 昭9.3.13
13 名勝・史跡 玉鳳院庭園 右京区花園妙心寺町 昭6.7.31

昭18.2.19
昭29.3.20

15 史跡 栗栖野瓦窯跡 左京区岩倉幡枝町 昭9.1.22
16 名勝，史跡 桂春院庭園 右京区花園寺ノ中町 昭6.7.31
17 史跡，名勝 孤篷庵庭園 北区紫野大徳寺町 大13.12.9

昭5.7.8
昭40.10.27

19 史跡 高山寺境内 右京区梅ケ畑栂ノ尾町，河西町 昭41.2.23
20 史跡 高瀬川一之船入 中京区河原町通二条下ル東入一之船入町 昭9.1.22
21 史跡，名勝 高台寺庭園 東山区下河原町通八坂鳥居前下河原町 昭2.6.14
22 名勝 今日庵（裏千家）庭園 上京区小川通寺之内上る本法寺前町 昭32.7.10

平14.12.19
平28.3.1

24 史跡 詩仙堂 左京一乗寺門口町，一乗寺小谷町，一乗寺 昭3.3.28
大14.10.8
昭9.1.11

特別名勝 昭27.3.29

昭6.2.20
昭9.1.11
大14.10.8
昭27.10.11
昭31.7.19

28 史跡 蛇塚古墳 右京区太秦面影町 昭52.5.4
大13.2.1
昭11.12.16

30 史跡，名勝 真珠庵庭園 北区紫野大徳寺町 大13.12.9
大13.4.14
昭10.12.24

32 史跡 仁和寺御所跡 右京区御室大内 昭13.8.8
33 史跡 随心院境内 山科区小野御霊町 昭41.6.21
34 名勝 成就院庭園 東山区清水一丁目 昭18.2.19
35 名勝 清風荘庭園 左京区田中関田町 昭26.6.9
36 史跡 聖護院旧仮皇居 左京区聖護院中町 昭10.12.24

大10.3.3
昭41.3.22
大12.3.7
昭27.3.29

39 史跡 青蓮院旧仮御所 東山区粟田口三条坊町 昭17.3.7
40 史跡 石川丈山墓 左京区一乗寺松原町 昭3.1.18
41 史跡 船岡山 北区紫野北舟岡町 昭43.2.15
42 名勝，史跡 退蔵院庭園 右京区花園妙心寺町 昭6.7.31

43 史跡 大覚寺御所跡
右京区嵯峨大沢町，北嵯峨名古曽町，嵯峨
大覚寺門前登り町

昭13.8.8

大13.12.9
昭27.3.29

45 名勝 大仙院庭園 北区紫野大徳寺町 昭30.2.3

46 名勝 大沢池附名古曽滝跡
右京区嵯峨大沢町，北嵯峨八丈町，北嵯峨
名古曽町

大11.3.8

大13.12.9
昭27.3.29

特別名勝 金地院庭園 左京区南禅寺福地町14

6 史跡 賀茂御祖神社境内 左京区下鴨泉川町，上高野東山

特別史跡

29 名勝 渉成園 下京区下数珠屋町通間之町東入東玉水町

23 史跡 山科本願寺跡および南殿跡
山科区音羽伊勢宿町，西野様子見町，西野
阿芸沢町，西野大手先町，西野山階町

18 史跡 御土居 北区，上京区，中京区

25 慈照寺（銀閣寺）庭園 左京区銀閣寺町

8 史跡 樫原廃寺跡 西京区樫原内垣外町

38 史跡，特別名勝 西芳寺庭園 西京区松尾神ケ谷町

26 史跡 慈照寺（銀閣寺）旧境内 左京区銀閣寺町

27 特別史跡，特別名勝 鹿苑寺（金閣寺）庭園 北区金閣寺町

31 史跡 神泉苑 中京区御池通神泉苑東入門前町

37 史跡 西寺跡 南区唐橋西寺町

44 史跡，特別名勝 大仙院書院庭園 北区紫野大徳寺町

47 史跡，特別名勝 大徳寺方丈庭園 北区紫野大徳寺町
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種別 名称 所在地 告示年月日
昭42.12.27
昭58.3.28
平17.7.14
昭2.6.14
昭27.3.29

51 史跡 鳥羽殿跡 伏見区中島御所ノ内町ほか 昭53.7.17
52 名勝 滴翠園 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 昭33.6.12

大11.3.8
平27.3.10
平28.3.1
平30.2.13

54 史跡 天塚古墳 右京区太秦松本町 昭53.3.3
大12.3.7
昭30.5.30

57 史跡，名勝 南禅院庭園 左京区南禅寺福地町 大12.3.7
58 史跡 南禅寺境内 左京区南禅寺風呂山町，草川町，福地町 平17.1.28
59 名勝 南禅寺方丈庭園 左京区南禅寺福地町 昭26.6.9

昭14.11.30
昭28.3.31

61 名勝 白沙村荘庭園 左京区浄土寺石橋町 平15.8.27
62 名勝 不審庵（表千家）庭園 上京区小川通寺之内上る本法寺前町 昭32.7.10

昭54.12.22
平2.2.22
平29.2.9
平30.10.15

64 名勝 平安神宮神苑
左京区聖護院円頓美町，岡崎最勝寺町，岡
崎入江町，岡崎西天王町

昭50.12.10

昭44.4.12
昭52.2.26
平26.10.6
昭46.5.27
昭62.3.4
昭9.12.28
昭30.3.24

68 史跡 本願寺境内 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町 平6.3.23
69 名勝 本法寺庭園 上京区小川通寺之内上る本法寺前町 昭61.6.16
70 史跡 妙心寺境内 右京区花園妙心寺町，花園寺ノ中町，花園大 昭44.10.29
71 名勝，史跡 妙心寺庭園 右京区花園妙心寺町 昭6.7.31
72 名勝 無鄰庵庭園 左京区南禅寺草川町 昭26.6.9

74 名勝 龍安寺庭園 右京区龍安寺御陵ノ下町 昭30.2.3
大13.12.9
昭29.3.20

76 名勝 霊雲院庭園 右京区花園妙心寺町 昭6.7.31
77 名勝 霊洞院庭園 東山区大和大路四条下る四丁目小松町 昭52.6.1
78 名勝 雙ヶ岡 右京区御室双岡町 昭16.11.13
79 名勝 曼殊院書院庭園 左京区一乗寺竹之内町 昭29．3.20
80 名勝 對龍山荘庭園 左京区南禅寺福地町 昭63.12.24
81 名勝 聚光院庭園 北区紫野大徳寺町 昭32.7.10

昭2.4.8
昭3.2.21
昭9.1.11
昭2.6.14
昭10.2.4
昭63.2.4

84 天然記念物 大田ノ沢のカキツバタ群落 北区上賀茂本山 昭14.9.7
85 天然記念物 東山洪積世植物遺体包含層 東山区今熊野南日吉町 昭18.2.19
86 名勝 御室（サクラ） 右京区御室大内 大13.12.9
87 天然記念物 常照寺の九重ザクラ 右京区京北井戸町 昭13.8.8

88 天然記念物
清滝川のゲンジボタル及びその
生息地

右京区清滝川 昭54.2.14

89 天然記念物 遊龍松 西京区大原野小塩町 昭7．4.19

48 史跡 醍醐寺境内 伏見区醍醐東大路町，伽藍町ほか

49 醍醐寺三宝院庭園 伏見区醍醐東大路町
特別史跡
特別名勝

大11.3.8

昭6.7.31

60 特別名勝 二条城二之丸庭園 中京区二条通堀川西入二条城町

50 名勝 智積院庭園 東山区塩小路大和大路東入瓦町 昭20.2.22

55 史跡，特別名勝 天龍寺庭園 右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町

53 史跡
乙訓古墳群（天皇の杜古墳，寺
戸大塚古墳，芝古墳）

西京区御陵塚ノ越町，大枝南福西町，向日市
寺戸町

56 名勝，史跡 東海庵書院庭園 右京区花園妙心寺町

66 特別名勝 法金剛院青女滝附五位山 右京区花園扇野町

67 特別名勝，史跡 本願寺大書院庭園 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町

63 史跡
平安宮跡 内裏跡・朝堂院跡・豊
楽殿跡

上京区下立売通千本東入田中町，中京区聚
楽廻西町

65 史跡 方広寺大仏殿跡及び石塁・石塔 東山区茶屋町

82 史跡，名勝 嵐山 右京区嵯峨，西京区嵐山

73 史跡 頼山陽書斎（山紫水明処） 上京区東三本木通丸太町上る南町

83 天然記念物 深泥池生物群集 北区上賀茂深泥池町

75 史跡，特別名勝 龍安寺方丈庭園 右京区龍安寺御陵ノ下町
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種別 名称 所在地 告示年月日
90 名勝 杉本氏庭園 下京区綾小路通新町西入矢田町116 平23.2.7
91 史跡 琵琶湖疏水 京都市山科区御陵黒岩，御陵封ジ山町 平8.6.19
92 史跡 延暦寺境内 京都市左京区八瀬八町 昭9.3.13
93 名勝 東福寺本防庭園 東山区本町15丁目 平26.10.6
94 史跡 大徳寺境内 北区紫野大徳寺町 平29.9.8

別表１　京都市の重要文化財等の一覧（重要伝統的建造物群保存地区）
種別 名称 所在地 告示年月日

昭51.9.4
平8.7.9

2 重要伝統的建造物群保存地区
祇園新橋重要伝統的建造物群保
存地区

京都市東山区元吉町　他 昭51.9.4

3 重要伝統的建造物群保存地区
嵯峨鳥居本重要伝統的建造物群
保存地区

京都市右京区嵯峨亀ノ尾町　他 昭54.5.21

4 重要伝統的建造物群保存地区
上賀茂重要伝統的建造物群保存
地区

京都市北区上賀茂藤ノ木町　他 昭63.12.16

別表１　京都市の重要文化財等の一覧（国指定無形民俗文化財）
種別 名称 所在地 告示年月日

1 重要無形民俗 壬生狂言 京都市中京区仏光寺坊城上る壬生寺内 昭51.5.4
2 重要無形民俗 京都祇園祭の山鉾行事 京都市 昭54.2.3
3 重要無形民俗 京都の六斎念仏 京都市 昭58.1.11
4 重要無形民俗 嵯峨大念仏狂言 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 昭61.1.14
5 重要無形民俗 やすらい花 京都市北区 昭62.1.8
6 重要無形民俗 久多の花笠踊 京都市左京区久多 平16.2.6

別表１　京都市の重要文化財等の一覧（国指定有形民俗文化財）
種別 名称 所在地 告示年月日

重要有形民俗 祇園祭山鉾　２９基 昭34.5.6
　　長刀鉾 下京区長刀町
　　函谷鉾 下京区函谷鉾町
　　鶏鉾 下京区鶏鉾町
　　月鉾 下京区月鉾町
　　菊水鉾 下京区菊水鉾町
　　放下鉾 下京区小結棚町
　　船鉾 下京区船鉾町
　　郭巨山 下京区郭巨山町（円山公園共同収蔵庫）
　　白楽天山 下京区白楽天町
　　孟宗山 中京区笋町（円山公園共同収蔵庫）
　　伯牙山 下京区矢田町（円山公園共同収蔵庫）
　　芦刈山 下京区芦刈山町（円山公園共同収蔵庫）
　　油天神山 下京区風早町（円山公園共同収蔵庫）
　　木賊山 下京区木賊山町（円山公園共同収蔵庫）
　　占出山 中京区占出山町
　　太子山 下京区太子山町（円山公園共同収蔵庫）
　　霰天神山 中京区天神山町
　　山伏山 中京区山伏山町
　　保昌山 下京区燈籠山町
　　岩戸山 下京区岩戸山町（円山公園共同収蔵庫）
　　北観音山 中京区六角町
　　南観音山 中京区百足屋町
　　橋弁慶山 中京区橋弁慶町
　　鯉山 中京区鯉山町
　　役行者山 中京区役行者町
　　浄妙山 中京区骨屋町（円山公園共同収蔵庫）
　　鈴鹿山 中京区場之町
　　八幡山 中京区三条町
　　黒主山 中京区烏帽子屋町（円山公園共同収蔵庫）

重要有形民俗
六波羅蜜寺の庶民信仰資料
2163点

東山区松原通大和大路東入２丁目轆轤町
六波羅蜜寺

昭49.11.19

重要有形民俗
三宅八幡神社奉納子育て祈願絵
馬

左京区上高野三宅町22三宅八幡神社 平22.3.11

1 重要伝統的建造物群保存地区
産寧坂重要伝統的建造物群保存
地区

京都市東山区祇園町南側　他
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別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（府指定・登録　有形文化財（建造物））
種別 名称 所在地 告示年月日

1 府指定有形文化財 歓喜光寺 本堂 山科区大宅奥山田 昭58.4.15
2 府指定有形文化財 旧小林家住宅 右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町45-19 昭58.4.15
3 府指定有形文化財 養源院　本堂　附玄関1棟・棟札2 右京区花園妙心寺町 昭58.4.15
4 府指定有形文化財 御香宮神社　拝殿 伏見区御香宮門前町 昭58.4.15

府指定有形文化財 醍醐寺　西大門 伏見区醍醐醍醐山 昭59.4.14
府指定有形文化財 醍醐寺　白山堂 伏見区醍醐醍醐山 平6.2.18
府指定有形文化財 醍醐寺　女人堂 伏見区醍醐醍醐山 平6.2.18

府指定有形文化財
八幡宮社 本殿 附 棟札2枚･修
理札3枚･石燈籠1基･銅燈籠2基

右京区京北上中町宮ノ谷5 昭59.4.14

府指定有形文化財
八幡宮社 境内社待童社本殿
附　棟札1枚

右京区京北上中町宮ノ谷5 昭59.4.14

府指定有形文化財 金戒光明寺　阿弥陀堂 左京区黒谷町 昭60．5.15
府指定有形文化財 金戒光明寺　鐘楼 左京区黒谷町 昭60．5.15
府指定有形文化財 金戒光明寺　山門 左京区黒谷町 昭60．5.15
府指定有形文化財 真正極楽寺　元三大師堂 左京区黒谷町 昭60．5.15
府指定有形文化財 真正極楽寺　総門 左京区黒谷町 昭60．5.15
府指定有形文化財 真正極楽寺　鐘楼　附　鬼瓦1個 左京区黒谷町 昭60．5.15
府指定有形文化財 真正極楽寺　三重塔 左京区黒谷町 昭60．5.15
府指定有形文化財 退蔵院　庫裏 右京区花園妙心寺町 昭60．5.15
府指定有形文化財 退蔵院　表門 右京区花園妙心寺町 昭60．5.15
府指定有形文化財 神護寺　毘沙門堂 右京区梅ヶ畑高雄町 昭60．5.15
府指定有形文化財 神護寺　五大堂 右京区梅ヶ畑高雄町 昭60．5.15
府指定有形文化財 神護寺　鐘楼 右京区梅ヶ畑高雄町 昭60．5.15
府指定有形文化財 神護寺　楼門 右京区梅ヶ畑高雄町 昭60．5.15

府指定有形文化財
本隆寺 本堂 附 棟札１枚・鬼
瓦１個・蔀戸５枚分・桟唐戸４枚

上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 昭61.4.15

府指定有形文化財
本隆寺 祖師堂 附 丸瓦１枚・
平瓦１枚・蔀戸3枚

上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 昭61.4.15

12 府指定有形文化財 本願寺西山別院　本堂 西京区川島北裏町 昭61.4.15
府指定有形文化財 知恩院　御廟堂 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 知恩院　御廟唐門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 知恩院　御廟拝殿 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 知恩院　鎮守堂　附　棟札1枚 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 知恩院　四脚門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 知恩院　南門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 知恩院　黒門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 知恩院　総門 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
府指定有形文化財 清涼寺　本堂　附棟札1枚 右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 昭62.4.15
府指定有形文化財 清涼寺 多宝塔 右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 昭62.4.15
府指定有形文化財 清涼寺　山門 右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 昭62.4.15
府指定有形文化財 玉鳳院　方丈及び昭堂　附　棟札 右京区花園妙心寺町 昭62.4.15
府指定有形文化財 玉鳳院　庫裏 右京区花園妙心寺町 昭62.4.15
府指定有形文化財 玉鳳院　祥雲院殿霊屋 右京区花園妙心寺町 昭62.4.15
府指定有形文化財 玉鳳院　鐘楼 右京区花園妙心寺町 昭62.4.15
府指定有形文化財 玉鳳院　唐門　附　棟札1枚 右京区花園妙心寺町 昭62.4.15
府指定有形文化財 微笑庵　昭堂及び拝所 右京区花園妙心寺町 昭62.4.15
府指定有形文化財 微笑庵　渡廊下 右京区花園妙心寺町 昭62.4.15
府指定有形文化財 天龍寺　勅使門　附築地塀2棟 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 昭63.4.15
府指定有形文化財 天龍寺　中門 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 昭63.4.15

府指定有形文化財
十輪寺 本堂(前堂・後堂) 附銘
札2枚・木槌1個

西京区大原野小塩町 平元.4.14

府指定有形文化財 十輪寺　鐘楼 西京区大原野小塩町 平元.4.14
府指定有形文化財 東福寺　五社成就宮　附棟札5枚 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　経蔵 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　大鐘楼　附　棟札1枚 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　殿鐘楼 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　臥雲橋　附　棟札1枚 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　南大門 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　中大門 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　北大門 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　日下門 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 東福寺　勅使門 東山区本町十五丁目 平5.4.9

20 府指定有形文化財 退耕庵　客殿　附玄関1棟 東山区本町十五丁目 平5.4.9
府指定有形文化財 智積院　大師堂　附　棟札1枚 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平6.2.18
府指定有形文化財 智積院　密厳堂 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平6.2.18
府指定有形文化財 智積院　三神社本殿 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平6.2.18
府指定有形文化財 智積院　三神社拝殿 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平6.2.18
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種別 名称 所在地 告示年月日
府指定有形文化財 智積院　鐘楼 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平6.2.18

府指定有形文化財
智積院 附 求聞持堂1棟・藤森
社1棟・運敞蔵1棟

東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平6.2.18

22 欠番 知恩寺　御影堂他（国指定のた 左京区田中門前町103-27 平７.3.14
府指定有形文化財 本法寺　本堂　附　廊下1棟・棟札 上京区小川通寺ノ内上る本法寺門前町617 平７.3.14
府指定有形文化財 本法寺　開山堂　附　棟札1枚 上京区小川通寺ノ内上る本法寺門前町617 平７.3.14
府指定有形文化財 本法寺　多宝塔　附　棟札1枚 上京区小川通寺ノ内上る本法寺門前町617 平７.3.14

府指定有形文化財
本法寺 仁王門 附 石橋1基・棟
札1枚

上京区小川通寺ノ内上る本法寺門前町617 平７.3.14

府指定有形文化財

本法寺 附 庫裏1棟・庫裏棟札1
枚・書院1棟・書院棟札1枚・居間
(侍者寮・方丈・応接所)1棟・廊下
(客殿書院間)1棟・廊下(居間庫裏
間)1棟・廊下(廊下間)1棟・大玄関
1棟・大玄関棟札1枚・唐門1棟・唐
門棟札1枚・鐘楼1棟・鐘楼棟札1
枚・経蔵1棟・宝蔵1棟・宝蔵棟札1
枚・旧客殿棟札1枚・旧番神社棟

上京区小川通寺ノ内上る本法寺門前町617 平７.3.14

府指定有形文化財 妙覚寺　本堂　附　唐門1棟 上京区新町頭鞍馬口下る下清蔵口町 平8.3.15
府指定有形文化財 妙覚寺　祖師堂 上京区新町頭鞍馬口下る下清蔵口町 平8.3.15
府指定有形文化財 妙覚寺　華芳塔堂 上京区新町頭鞍馬口下る下清蔵口町 平8.3.15
府指定有形文化財 妙覚寺　華芳宝塔　附　華芳塔 上京区新町頭鞍馬口下る下清蔵口町 平8.3.15
府指定有形文化財 妙覚寺　大門 上京区新町頭鞍馬口下る下清蔵口町 平8.3.15
府指定有形文化財 妙覚寺　附　棟札６枚 上京区新町頭鞍馬口下る下清蔵口町 平8.3.15

25 府指定有形文化財 禅居庵 摩利支天堂　附　棟札2 東山区大和大路四条下る四丁目小松町 平8.3.15
府指定有形文化財 妙顕寺　本堂 上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13
府指定有形文化財 妙顕寺　三菩薩堂 上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13
府指定有形文化財 妙顕寺　鬼子母神堂 上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13
府指定有形文化財 妙顕寺　客殿 上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13
府指定有形文化財 妙顕寺　釈迦堂 上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13
府指定有形文化財 妙顕寺　鐘楼 上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13
府指定有形文化財 妙顕寺　表門 上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13

府指定有形文化財
妙顕寺 附 庫裏1棟・書院1棟・
十一重塔1基

上京区寺ノ内通新町西入妙顕寺前町 平10.3.13

府指定有形文化財 龍泉菴　本堂　附大玄関1棟 右京区花園妙心寺町65 平11.3.19
府指定有形文化財 龍泉菴　庫裏 右京区花園妙心寺町65 平11.3.19
府指定有形文化財 龍泉菴　書院 右京区花園妙心寺町65 平11.3.19
府指定有形文化財 龍泉菴　鐘楼 右京区花園妙心寺町65 平11.3.19
府指定有形文化財 龍泉菴　表門 右京区花園妙心寺町65 平11.3.19
府指定有形文化財 龍泉菴　附供侍1棟・中門1棟 右京区花園妙心寺町65 平11.3.19
府指定有形文化財 聖澤院　本堂　附大玄関1棟 右京区花園妙心寺町37 平11.3.19
府指定有形文化財 聖澤院　庫裏 右京区花園妙心寺町37 平11.3.19
府指定有形文化財 聖澤院　書院 右京区花園妙心寺町37 平11.3.19
府指定有形文化財 聖澤院　表門 右京区花園妙心寺町37 平11.3.19
府指定有形文化財 東海庵　本堂　附大玄関1棟 右京区花園妙心寺町61 平11.3.19
府指定有形文化財 東海庵　庫裏 右京区花園妙心寺町61 平11.3.19
府指定有形文化財 東海庵　書院 右京区花園妙心寺町61 平11.3.19
府指定有形文化財 東海庵　鐘楼 右京区花園妙心寺町61 平11.3.19
府指定有形文化財 東海庵　表門 右京区花園妙心寺町61 平11.3.19
府指定有形文化財 霊雲院　本堂　附大玄関1棟 右京区花園妙心寺町39 平12.3.17
府指定有形文化財 霊雲院　庫裏　附井戸屋形1棟 右京区花園妙心寺町39 平12.3.17
府指定有形文化財 霊雲院　小書院 右京区花園妙心寺町39 平12.3.17
府指定有形文化財 霊雲院　表門 右京区花園妙心寺町39 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　本堂　附棟札1枚 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　薬師堂 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　阿弥陀堂　附棟札1枚 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　経堂　附棟札1枚 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　開山堂　附棟札1枚 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　護摩堂　附棟札1枚 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　鐘楼 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
府指定有形文化財 善峯寺　山門　附棟札1枚 西京区大原野小塩町1372 平12.3.17
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種別 名称 所在地 告示年月日

31 府指定有形文化財
善峯寺 鎮守堂(十三仏堂・弁財
天堂附棟札1枚・護法堂附棟札1
枚・毘沙門堂)

西京区大原野小塩町1372 平12.3.17

31 府指定有形文化財 善峯寺　宝篋印塔 東山区泉涌寺山内町27 平12.3.17
府指定有形文化財 泉涌寺　舎利殿 東山区泉涌寺山内町27 平13.3.23
府指定有形文化財 泉涌寺　浴室 東山区泉涌寺山内町27 平13.3.23
府指定有形文化財 泉涌寺　泉涌水屋形 東山区泉涌寺山内町27 平13.3.23
府指定有形文化財 泉涌寺　御座所 東山区泉涌寺山内町27 平13.3.23
府指定有形文化財 泉涌寺　鎮守社本殿 東山区泉涌寺山内町27 平13.3.23
府指定有形文化財 泉涌寺　鎮守社拝殿 東山区泉涌寺山内町27 平13.3.23

府指定有形文化財
春光院 本堂 附大玄関1棟・棟
札1枚・祈祷札1枚

右京区花園妙心寺町42 平13.3.23

府指定有形文化財
春光院 庫裏 附棟札1枚・祈祷
札1枚

右京区花園妙心寺町42 平13.3.23

府指定有形文化財 春光院　座敷 右京区花園妙心寺町42 平13.3.23
府指定有形文化財 春光院　書院 右京区花園妙心寺町42 平13.3.23
府指定有形文化財 春光院　表門　附祈祷札1枚 右京区花園妙心寺町42 平13.3.23
府指定有形文化財 芳春院　霊屋(芳春院) 北区紫野大徳寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 芳春院　霊屋(瑞龍院) 北区紫野大徳寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 芳春院　昭堂(呑湖閣) 北区紫野大徳寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 芳春院　打月橋 北区紫野大徳寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 芳春院　表門 北区紫野大徳寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 芳春院　墓参門 北区紫野大徳寺町 平14.3.26

35 府指定有形文化財 徳禅寺　客殿 北区紫野大徳寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 桂春院　本堂　附　大玄関1棟 右京区花園妙心寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 桂春院　庫裏 右京区花園妙心寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 桂春院　書院 右京区花園妙心寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 桂春院　表門 右京区花園妙心寺町 平14.3.26
府指定有形文化財 三玄院　本堂　附　玄関1棟・棟札 北区紫野大徳寺町 平15.3.14
府指定有形文化財 三玄院　庫裏　附　廊下1棟 北区紫野大徳寺町 平15.3.14

府指定有形文化財
三玄院 茶室(こう庵) 附 扁額1
枚・棟札1枚

北区紫野大徳寺町 平15.3.14

府指定有形文化財 三玄院　鐘楼 北区紫野大徳寺町 平15.3.14
府指定有形文化財 三玄院　表門 北区紫野大徳寺町 平15.3.14
府指定有形文化財 大雄院　客殿 右京区花園妙心寺町 平15.3.14
府指定有形文化財 大雄院　庫裏 右京区花園妙心寺町 平15.3.14
府指定有形文化財 大雄院　書院 右京区花園妙心寺町 平15.3.14
府指定有形文化財 大雄院　表門 右京区花園妙心寺町 平15.3.14
府指定有形文化財 龍光院　黒田廟 北区紫野大徳寺町14 平16.3.19
府指定有形文化財 龍光院　う門 北区紫野大徳寺町14 平16.3.19
府指定有形文化財 龍光院　小庫裏 北区紫野大徳寺町14 平16.3.19
府指定有形文化財 大心院　本堂　附　玄関1棟 右京区花園妙心寺町57 平16.3.19
府指定有形文化財 大心院　書院　附　棟札1枚 右京区花園妙心寺町57 平16.3.19
府指定有形文化財 大心院　霊屋 右京区花園妙心寺町57 平16.3.19
府指定有形文化財 大心院　表門 右京区花園妙心寺町57 平16.3.19
府指定有形文化財 禅林寺　阿弥陀堂 左京区永観堂町48 平17.3.18
府指定有形文化財 禅林寺　方丈　附　棟札2棟 左京区永観堂町48 平17.3.18
府指定有形文化財 禅林寺　勅使門 左京区永観堂町48 平17.3.18
府指定有形文化財 禅林寺　鐘楼　附　棟札1枚 左京区永観堂町48 平17.3.18
府指定有形文化財 禅林寺　御廟 左京区永観堂町48 平17.3.18
府指定有形文化財 禅林寺　中門　附　棟札2枚 左京区永観堂町48 平17.3.18
府指定有形文化財 相国寺　開山堂 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　方丈　附　玄関 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　方丈勅使門 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　庫裏 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　浴室 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　鐘楼 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　経蔵 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　弁天社 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　勅使門 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16
府指定有形文化財 相国寺　総門 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 平19.3.16

43 府指定有形文化財
京都府立医科大学旧附属図書館
附　階段机及び椅子

上京区梶井町 平20.3.21

東山区大和大路通四条
下る四丁目小松町

45 府登録有形文化財 氷室神社拝殿 北区西賀茂氷室町 昭58.4.15
府登録有形文化財 永運院　本堂　附　玄関1棟 左京区黒谷官有地 昭58.4.15
府登録有形文化財 永運院　表門 左京区黒谷官有地 昭58.4.15
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44 府指定有形文化財 正傅永源院本堂 府中門 平27.3.24
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種別 名称 所在地 告示年月日

府登録有形文化財 梅宮大社　拝殿 右京区梅津フケノ川町 昭58.4.15
府登録有形文化財 梅宮大社　境内社若宮社 右京区梅津フケノ川町 昭58.4.15
府登録有形文化財 梅宮大社　境内社護王社 右京区梅津フケノ川町 昭58.4.15

47 府登録有形文化財 梅宮大社　楼門 右京区梅津フケノ川町 昭58.4.15
48 府登録有形文化財 金戒光明寺　経堂　附寄進札1枚 左京区黒谷町 昭60．5.15
49 府登録有形文化財 良正院　鎮守堂　附　板札1枚 東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町 昭62.4.15
50 府登録有形文化財 萬寿寺　客殿 東山区本町十五丁目 平5.4.9

府指定有形文化財 建仁寺法堂 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺浴室 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺大鐘楼 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺小鐘楼 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺楽神廟 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺西門 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺北門 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺向唐門 東山区小松町 平22.3.23
府指定有形文化財 建仁寺庫裏 東山区小松町 平22.3.23

52 府指定有形文化財 吉田神社本殿他 左京区吉田神楽岡町 平22.3.23
53 府指定有形文化財 本満寺蓮乗院霊屋 上京区寺町通今出川上る二丁目鶴山町 平25.3.19
54 府指定有形文化財 隣華院客殿他 右京区花園妙心寺町 平25.3.19

府指定有形文化財 麟祥院霊屋 右京区花園妙心寺町 平25.3.19
府登録有形文化財 麟祥院本堂他 右京区花園妙心寺町 平25.3.19
府指定有形文化財 平野神社拝殿 北区平野宮本町 平26.3.24
府指定有形文化財 平野神社南門 北区平野宮本町 平26.3.24
府登録有形文化財 平野神社縣社 北区平野宮本町 平26.3.24
府登録有形文化財 平野神社中門 北区平野宮本町 平26.3.24

57 府指定有形文化財 正傳永源院本堂 東山区小松町 平27.3.18
府指定有形文化財 久昌院本堂 東山区小松町 平29.3.17
府指定有形文化財 久昌院霊屋 東山区小松町 平29.3.17
府指定有形文化財 久昌院鐘楼 東山区小松町 平29.3.17
府指定有形文化財 久昌院表門 東山区小松町 平29.3.17

59 府指定有形文化財 来迎院  荒神堂 東山区泉涌寺山内町 平31.3.29

別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（府・環境保全地区）
種別 名称 所在地 告示年月日

府環境保全地区 八幡宮文化財環境保全地区 右京区京北町大字上中小字宮ノ本 昭59.4.14

別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（府指定・登録記念物）
種別 名称 所在地 告示年月日

府指定史跡 平安京右京一条三坊九町遺跡 北区大将軍坂田町 昭58.4.15
府指定史跡 周山廃寺跡附窯跡 右京区京北周山町中山 昭58.4.15
府指定名勝 両足院庭園 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 昭60.5.15
府指定史跡 常照皇寺境内 右京区京北井戸町丸山 昭60.5.15
府指定天然記念物 旧府知事公舎のエノキ 上京区烏丸通中立売上る籠前町 昭63.4.15
府指定天然記念物 下黒田の伏条台杉群 右京区京北下黒田町，京北宮町 平11.3.19

別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（府指定・登録無形民俗文化財）
種別 名称 所在地 告示年月日

1 府指定無形民俗 矢代田楽 右京区京北矢代中町 昭59.4.14
2 府登録無形民俗 小塩の上げ松 右京区京北小塩町 平2.4.17

3 府登録無形民俗 山国隊軍楽
右京区京北小塩町，初川町，井戸町，大野
町，比賀江町，中江町，辻町，塔町，鳥居町，

平15.3.14

別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（府指定・無形文化財）
種別 名称 所在地 告示年月日

1 府指定無形 紋織 上京区 平2.4.17
2 府指定無形 陶芸 左京区 平4.4.14
3 府指定無形 陶芸 山科区 平8.3.15
4 府指定無形 上方舞 左京区 平10.3.13
5 府指定無形 上方舞 左京区 平10.3.13
6 府指定無形 友禅 上京区 平18.3.17
7 府指定無形 鋳込み硝子 左京区 平21.3.24
8 府指定無形 切子硝子 西京区 平21.3.24
9 府指定無形 陶芸 東山区 平23.3.25

10 府指定無形 友禅 右京区 平23.3.25
11 府指定無形 鍛金 下京区 平23.3.25
12 府指定無形 会席料理 左京区 平25.3.19
13 府指定無形 絞り染 中京区 平31.3.29

58

47

府登録有形文化財 梅宮大社　本殿 右京区梅津フケノ川町 昭58.4.15

51

55

56
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別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（市指定・登録有形文化財建造物）
種別 名称 所在地 告示年月日

1 市指定有形文化財 北野天満宮　絵馬所 上京区御前通今小路上る東入馬喰町 昭58.6.1
市指定有形文化財 下御霊神社　本殿(旧内侍所仮 中京区寺町通丸太町下る下御霊前町 昭58.6.1
市指定有形文化財 下御霊神社　弊殿 中京区寺町通丸太町下る下御霊前町 昭58.6.1
市指定有形文化財 下御霊神社　拝所 中京区寺町通丸太町下る下御霊前町 昭58.6.1
市指定有形文化財 下御霊神社　南北廊(２棟) 中京区寺町通丸太町下る下御霊前町 昭58.6.1
市指定有形文化財 下御霊神社　拝殿 中京区寺町通丸太町下る下御霊前町 昭58.6.1
市指定有形文化財 小結棚町会所(放下鉾)　会所家 中京区新町通四条上る小結棚町 昭58.6.1
市指定有形文化財 小結棚町会所(放下鉾)　土蔵 中京区新町通四条上る小結棚町 昭58.6.1

市指定有形文化財
小結棚町会所 (放下鉾 ) 附 物
置・渡廊

中京区新町通四条上る小結棚町 昭58.6.1

市指定有形文化財 笋町会所(孟宗山)　会所家 中京区烏丸通四条上る笋町 昭58.6.1
市指定有形文化財 笋町会所(孟宗山)　土蔵 中京区烏丸通四条上る笋町 昭58.6.1
市指定有形文化財 笋町会所(孟宗山)　附　地蔵堂 中京区烏丸通四条上る笋町 昭58.6.1
市指定有形文化財 天神山町会所(霰天神山)　会所 中京区錦小路通室町西入天神山町 昭58.6.1
市指定有形文化財 天神山町会所(霰天神山)　土蔵 中京区錦小路通室町西入天神山町 昭58.6.1

市指定有形文化財
天神山町会所(霰天神山) 附 大
日堂・門２棟

中京区錦小路通室町西入天神山町 昭58.6.1

市指定有形文化財 燈籠町会所(保昌山)　会所家 下京区東洞院通高辻下る燈籠町 昭58.6.1
市指定有形文化財 燈籠町会所(保昌山)　土蔵 下京区東洞院通高辻下る燈籠町 昭58.6.1

市指定有形文化財
燈籠町会所(保昌山) 附 稲荷大
明神社

下京区東洞院通高辻下る燈籠町 昭58.6.1

市指定有形文化財 奥溪家住宅　主屋 上京区御前通西裏上の下立売上る北町 昭59.6.1
市指定有形文化財 奥溪家住宅　長屋門 上京区御前通西裏上の下立売上る北町 昭58.6.1

8 市指定有形文化財 野口家住宅 　附　高塀 中京区油小路通錦小路下る藤本町 昭58.6.1
市指定有形文化財 八木家住宅　主屋 中京区壬生梛ノ宮町 昭58.6.1
市指定有形文化財 八木家住宅　長屋門 中京区壬生梛ノ宮町 昭58.6.1

10 市指定有形文化財
大将軍神社本殿 附 瑞垣・釣燈
籠２個

北区西賀茂角社町 昭59.6.1

11 市指定有形文化財 志古淵神社本殿　附　棟札２枚 左京区久多中の町 昭59.6.1
12 市指定有形文化財 新熊野神社　本殿 東山区今熊野椥ノ森町 昭59.6.1

市指定有形文化財 瀧尾神社　本殿 東山区本町十一丁目 昭59.6.1
市指定有形文化財 瀧尾神社　弊殿 東山区本町十一丁目 昭59.6.1
市指定有形文化財 瀧尾神社　拝所 東山区本町十一丁目 昭59.6.1
市指定有形文化財 瀧尾神社　東西廊(2棟) 附 透塀 東山区本町十一丁目 昭59.6.1
市指定有形文化財 瀧尾神社　拝殿 東山区本町十一丁目 昭59.6.1
市指定有形文化財 瀧尾神社　絵馬舎 東山区本町十一丁目 昭59.6.1
市指定有形文化財 瀧尾神社　手水舎 東山区本町十一丁目 昭59.6.1

14 市指定有形文化財 若宮八幡宮社　本殿　 附　棟札２ 東山区五条橋東五丁目 昭59.6.1
15 市指定有形文化財 山科神社本殿　附　石燈籠２基 山科区西野山岩ケ谷町 昭59.6.1

16 市指定有形文化財
今宮神社本殿 附 棟札１枚・棟
札箱１個

右京区花園伊町 昭59.6.1

市指定有形文化財 藤森神社　本殿　附 棟札  2枚 伏見区深原鳥居崎町 昭59.6.1
市指定有形文化財 藤森神社　弊殿 伏見区深原鳥居崎町 昭59.6.1
市指定有形文化財 藤森神社　拝所 伏見区深原鳥居崎町 昭59.6.1

市指定有形文化財
藤森神社 東西廊(２棟) 附 透塀
1棟

伏見区深原鳥居崎町 昭59.6.1

市指定有形文化財
檀王法林寺 本堂 附 厨子1基･絵
図8枚普請関係文・書20点(元文3
年-寛延3年)

左京区川端通三条上る法林寺門前町 昭59.6.1

市指定有形文化財 檀王法林寺　西門　附 普請願 1 左京区川端通三条上る法林寺門前町 昭59.6.1

市指定有形文化財
檀王法林寺 霊屋(２棟) 附 石燈
籠 1基

左京区川端通三条上る法林寺門前町 昭59.6.1

市指定有形文化財 行願寺　本堂　附 厨子1基･棟札2 中京区寺町通竹屋町上る行願寺門前町 昭59.6.1
市指定有形文化財 行願寺　鐘楼　附 棟札  1枚 中京区寺町通竹屋町上る行願寺門前町 昭59.6.1
市指定有形文化財 淨住寺　本堂 西京区山田開キ町 昭59.6.1
市指定有形文化財 淨住寺　位牌堂 西京区山田開キ町 昭59.6.1
市指定有形文化財 淨住寺　開山堂　附 厨子  1基 西京区山田開キ町 昭59.6.1
市指定有形文化財 淨住寺　寿　塔　附 小塔  1基 西京区山田開キ町 昭59.6.1

21 市指定有形文化財 輪違屋　附　高塀　　１棟 下京区西新屋敷中之町 昭59.6.1

22 市指定有形文化財
倉掛神社 本殿 附 棟札２枚・
祈祷札１枚

南区久世東土川町 昭60.6.1

23 市指定有形文化財
萓尾神社 本殿 附 棟札14枚・
奉加札1枚・机甲板１枚

伏見区日野畑出町 昭60.6.1
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種別 名称 所在地 告示年月日
市指定有形文化財 淨福寺　本堂 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 淨福寺　釈迦堂 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 淨福寺　方丈 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 淨福寺　書院　附　車寄1棟 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 淨福寺　玄関　附　渡廊下1棟 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 淨福寺　鐘楼 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 淨福寺　南門 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 淨福寺　東門 上京区浄福寺通一条上る笹屋町二丁目 昭60.6.1
市指定有形文化財 涌泉寺　本堂　附　題目板１枚 左京区松ヶ崎堀町 昭60.6.1
市指定有形文化財 涌泉寺生師廟（附日生行実記木 左京区松ヶ崎堀町 平26.3.31

市指定有形文化財
法観寺 太子堂 附 棟札1枚･扁
額1面

東山区八坂通下河原東入八坂上町 昭60.6.1

市指定有形文化財 法観寺　薬師堂 東山区八坂通下河原東入八坂上町 昭60.6.1
市指定有形文化財 霊鑑寺　書院 左京区鹿ヶ谷御所ノ段町 昭60.6.1
市指定有形文化財 霊鑑寺　玄関 左京区鹿ヶ谷御所ノ段町 昭60.6.1
市指定有形文化財 霊鑑寺　本堂 左京区鹿ヶ谷御所ノ段町 昭60.6.1
市指定有形文化財 霊鑑寺　表門 左京区鹿ヶ谷御所ノ段町 昭60.6.1
市指定有形文化財 霊鑑寺　附　鎮守社１棟 左京区鹿ヶ谷御所ノ段町 昭60.6.1
市指定有形文化財 勧修寺　宸殿 山科区観修寺仁王堂町 昭60.6.1
市指定有形文化財 勧修寺　本堂 山科区観修寺仁王堂町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　本堂 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　唐門　附 東西透塀 2 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　仁王門 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　鐘楼 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　宸殿 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　使者の間　附 渡廊下 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　玄関 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　勅使門 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1
市指定有形文化財 毘沙門堂　薬医門 山科区安朱稲荷山町 昭60.6.1

30 市指定有形文化財 日本聖公会聖アグネス教会　聖 上京区烏丸通椹木町上る堀松町 昭60.6.1
市指定有形文化財 新島襄旧邸 上京区寺町通丸太町上る松蔭町 昭60.6.1
市指定有形文化財 新島襄旧邸　附　家具57点 上京区寺町通丸太町上る松蔭町 昭61.6.2
市指定有形文化財 新島襄旧邸　附　付属屋１棟・門 上京区寺町通丸太町上る松蔭町 平 5.4.1

32 市指定有形文化財
旧神先家住宅 附 門1棟･土塀･
祈祷札1枚

中京区壬生賀陽御所町 昭60.6.1

市指定有形文化財 六孫王神社　本殿 南区壬生通八条上る八条町 昭61.6.2
市指定有形文化財 六孫王神社　拝殿 南区壬生通八条上る八条町 昭61.6.2
市指定有形文化財 六孫王神社　唐門 南区壬生通八条上る八条町 昭61.6.2
市指定有形文化財 六孫王神社　回廊(２棟) 南区壬生通八条上る八条町 昭61.6.2

市指定有形文化財
六孫王神社 附 摂社３棟・棟札
１枚･普請関係史料10点

南区壬生通八条上る八条町 昭61.6.2

34 市指定有形文化財 養源院　通用門 東山区三十三間堂廻り 昭61.6.2
市指定有形文化財 西明寺　本堂　附 棟札1枚 右京区梅ケ畑槙尾町 昭61.6.2
市指定有形文化財 西明寺　表門 右京区梅ケ畑槙尾町 昭61.6.2

36 市指定有形文化財
京都ハリストス正教会 生神女福
音聖堂

中京区柳馬場通二条上る六町目 昭61.6.2

37 市指定有形文化財 長楽館 　附　家具30点 東山区四条通大和大路東入祇園町南側 昭61.6.2
市指定有形文化財 岩佐家住宅　主屋 北区上賀茂南大路町 昭61.6.2
市指定有形文化財 岩佐家住宅　土蔵 北区上賀茂南大路町 昭61.6.2

市指定有形文化財
岩佐家住宅 附 表門1棟･土塀2
棟･塀1棟

北区上賀茂南大路町 昭61.6.2

39 市指定有形文化財 梅辻家住宅　附　長屋門１棟 北区上賀茂北大路町 昭61.6.2
40 市指定有形文化財 八幡宮本殿　附　棟札10枚 山科区勧修寺御所ノ内町 昭62.5.1

市指定有形文化財 天授庵　客殿　附 玄関1棟･棟札1 左京区南禅寺福地町 昭62.5.1
市指定有形文化財 天授庵　表門 左京区南禅寺福地町 昭62.5.1

42 市指定有形文化財
日下部(式部)家住宅 附 普請願
絵図１枚

北区小野上ノ町 昭62.5.1

市指定有形文化財
勝林院 本堂 附 棟札2枚･普請
関係木札1枚

左京区大原勝林院町 昭63.5.2

市指定有形文化財 勝林院　鐘楼 左京区大原勝林院町 昭63.5.2
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種別 名称 所在地 告示年月日
市指定有形文化財 立本寺　本堂 上京区七本松通仁和寺街道上る一番町 平元 4.1
市指定有形文化財 立本寺　刹堂(鬼子母神堂) 上京区七本松通仁和寺街道上る一番町 平元 4.1

市指定有形文化財
立本寺 客殿 附 玄関1棟･小玄
関1棟

上京区七本松通仁和寺街道上る一番町 平元 4.1

市指定有形文化財 立本寺　鐘楼 上京区七本松通仁和寺街道上る一番町 平元 4.1
市指定有形文化財 立本寺　表門 上京区七本松通仁和寺街道上る一番町 平元 4.1
市指定有形文化財 臨川寺　開山堂 右京区嵯峨天龍寺造路町 平 2.4.2
市指定有形文化財 臨川寺　客殿 右京区嵯峨天龍寺造路町 平 2.4.2
市指定有形文化財 臨川寺　中門 右京区嵯峨天龍寺造路町 平 2.4.2

46 市指定有形文化財 西養寺　本堂　附　棟札１枚 伏見区肥後町 平 3.4.1
市指定有形文化財 長福寺　仏殿 右京区梅津中村町 平 4.4.1
市指定有形文化財 長福寺　方丈 右京区梅津中村町 平 4.4.1
市指定有形文化財 長福寺　鐘楼 右京区梅津中村町 平 4.4.1
市指定有形文化財 長福寺　表門 右京区梅津中村町 平 4.4.1
市指定有形文化財 玉村家住宅　主屋 西京区樫原下ノ町 平 4.4.1
市指定有形文化財 玉村家住宅　土蔵　附 棟札1枚 西京区樫原下ノ町 平 4.4.1
市指定有形文化財 宝鏡寺　書院 上京区寺ノ内通堀川東入百々町 平 5.4.1
市指定有形文化財 宝鏡寺　本堂 上京区寺ノ内通堀川東入百々町 平 5.4.1
市指定有形文化財 宝鏡寺　使者の間 上京区寺ノ内通堀川東入百々町 平 5.4.1
市指定有形文化財 宝鏡寺　玄関 上京区寺ノ内通堀川東入百々町 平 5.4.1
市指定有形文化財 宝鏡寺　阿弥陀堂 上京区寺ノ内通堀川東入百々町 平 5.4.1
市指定有形文化財 宝鏡寺　表門 上京区寺ノ内通堀川東入百々町 平 5.4.1
市指定有形文化財 宝鏡寺　附　東西袖塀２棟 上京区寺ノ内通堀川東入百々町 平 5.4.1
市指定有形文化財 二尊院　本堂　附廊1棟 右京区嵯峨二尊院門前長神町 平 6.4.1
市指定有形文化財 二尊院　湛空廟　附 石柵 右京区嵯峨二尊院門前長神町 平 6.4.1
市指定有形文化財 二尊院　惣門　附 棟札1枚 右京区嵯峨二尊院門前長神町 平 6.4.1
市指定有形文化財 二尊院　八社宮 右京区嵯峨二尊院門前長神町 平 6.4.1
市指定有形文化財 満願寺　本堂 左京区岡崎法勝寺町 平 7.3.30
市指定有形文化財 満願寺　鐘楼 左京区岡崎法勝寺町 平 7.3.30
市指定有形文化財 満願寺　手水舎 左京区岡崎法勝寺町 平 7.3.30
市指定有形文化財 満願寺　表門 左京区岡崎法勝寺町 平 7.3.30
市指定有形文化財 満願寺　文子天満宮本殿 左京区岡崎法勝寺町 平 7.3.30
市指定有形文化財 満願寺　文子天満宮拝殿 左京区岡崎法勝寺町 平 7.3.30
市指定有形文化財 粟田神社　本殿 東山区粟田口鍛冶町 平 8.4.1

市指定有形文化財
粟田神社 幣殿 附 棟札2枚･棟
札写2枚

東山区粟田口鍛冶町 平 8.4.1

市指定有形文化財 粟田神社　拝殿 東山区粟田口鍛冶町 平 8.4.1
53 市指定有形文化財 尊勝院　本堂 東山区粟田口三条坊町 平 8.4.1
54 市指定有形文化財 旧二条駅舎 下京区観喜寺町 平 8.4.1

市指定有形文化財 光雲寺　仏殿 左京区岡崎法勝寺町 平 9.4.1
市指定有形文化財 光雲寺　鐘楼 左京区岡崎法勝寺町 平 9.4.1

56 市指定有形文化財
日本キリスト教団京都御幸町教
会　会堂

中京区御幸町通二条下ル山本町436 平 9.4.1

57 市指定有形文化財
駒井家住宅 附 付属棟1棟･塀1
棟･表門1棟･通用門1棟

左京区北白川伊織町64 平10.4.1

市指定有形文化財
川崎家住宅 主屋 附 玄関1
棟･便所及び浴室1棟

中京区新町通三条下ル三条町 平11.4.1

市指定有形文化財 川崎家住宅　洋館 中京区新町通三条下ル三条町 平11.4.1
市指定有形文化財 川崎家住宅　茶室 中京区新町通三条下ル三条町 平11.4.1
市指定有形文化財 川崎家住宅　二十八畳蔵 中京区新町通三条下ル三条町 平11.4.1
市指定有形文化財 川崎家住宅　十二畳蔵 中京区新町通三条下ル三条町 平11.4.1

59 市指定有形文化財 平岡八幡宮　本殿 右京区梅ヶ畑宮ノ口町 平12.4.1
市指定有形文化財 観音寺 本堂 上京区御前通今小路上ル観音寺門前町 平13.4.1
市指定有形文化財 観音寺 礼堂　附　造合１棟 上京区御前通今小路上ル観音寺門前町 平13.4.1

市指定有形文化財
天寧寺 本堂 附 中門1棟・棟札
1枚・祈祷札1枚

北区寺町通鞍馬口下る天寧寺門前町 平14.4.1

市指定有形文化財 天寧寺　書院 北区寺町通鞍馬口下る天寧寺門前町 平14.4.1
市指定有形文化財 天寧寺　表門 北区寺町通鞍馬口下る天寧寺門前町 平14.4.1
市指定有形文化財 大原野神社　本殿(4棟) 西京区大原野南春日町 平15.4.1
市指定有形文化財 大原野神社　中門 西京区大原野南春日町 平15.4.1
市指定有形文化財 大原野神社　東西廊(2棟) 西京区大原野南春日町 平15.4.1

63 市指定有形文化財 廣誠院 中京区河原町二条下る東入る一之船入町 平16.4.1
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種別 名称 所在地 告示年月日
市指定有形文化財 長江家住宅　主屋北棟 中京区新町通綾小路下る船鉾町 平17.4.1
市指定有形文化財 長江家住宅　主屋南棟 中京区新町通綾小路下る船鉾町 平17.4.1
市指定有形文化財 長江家住宅　離れ座敷 中京区新町通綾小路下る船鉾町 平17.4.1
市指定有形文化財 長江家住宅　化粧部屋 中京区新町通綾小路下る船鉾町 平17.4.1
市指定有形文化財 長江家住宅　旧蔵 中京区新町通綾小路下る船鉾町 平17.4.1
市指定有形文化財 長江家住宅　新蔵 中京区新町通綾小路下る船鉾町 平17.4.1

市指定有形文化財

長江家住宅 附 洗面所，便所及
び廊下1棟・地面間数家建普請諸
事控(主屋北棟)1冊・普請造営記
(旧蔵)1冊・主屋南棟等建築図面
3枚・建築日誌(主屋南棟等)2冊・
化粧部屋等建築記録1冊・化粧部

中京区新町通綾小路下る船鉾町 平17.4.1

65 市指定有形文化財
長楽寺 本堂 附 旧獅子口2個･
本堂移築再建資料11枚

東山区八坂鳥居前東入円山町626 平19.3.30

66 市登録有形文化財
京都電電ビル西館(旧京都中央
電話局)

中京区姉小路通東洞院西入車屋町（大阪市
天王寺区上本町７丁目 1番20号）

昭58.6.1

67 市登録有形文化財 旧毎日新聞社京都支局
中京区三条通御幸町海老屋町,同区三条通御
幸町東入弁慶石町

昭58.6.1

68 市登録有形文化財 秦家住宅主屋 下京区油小路通仏光寺下る太子山町 昭58.6.1

69 市登録有形文化財
京都市考古資料館(旧西陣織物
館)　附　棟札１枚

上京区今出川通大宮東入元伊佐町（京都市
中京区寺町通御池上る上本能寺前町488）

昭59.6.1

70 市登録有形文化財
大丸ヴィラ　附　南北門及び塀1
棟･中門及び塀1棟･パ-ゴﾗ1棟･
車庫1棟･井戸1個･家具66点

上京区烏丸通丸太町上る春日町 昭59.6.1

71 市登録有形文化財
藤井斉成会有鄰館　第一館 　附
設計図書１冊

左京区岡崎円勝寺町 昭60.6.1

72 市登録有形文化財 中京郵便局旧庁舎外観 中京区三条通東洞院東入菱屋町 昭61.6.2
73 市登録有形文化財 島原大門 　附　袖塀２棟・塀１棟 下京区中之町及び同区上之町 昭61.6.2

市登録有形文化財
日向大神宮　内宮本殿　附 御門
1棟･東西板垣

山科区日ノ岡一切経谷町 昭62.5.1

市登録有形文化財
日向大神宮　外宮本殿　附 御門
1棟･東西板垣

山科区日ノ岡一切経谷町 昭62.5.1

75 市登録有形文化財 地蔵院　方丈 西京区山田北ノ町 昭62.5.1

市登録有形文化財
日下部(大助)家住宅　主屋　附
便所及び風呂1棟･塀1棟

北区小野上ノ町 昭62.5.1

市登録有形文化財 日下部(大助)家住宅　新座敷 北区小野上ノ町 昭62.5.1
市登録有形文化財 日下部(大助)家住宅　二十四畳 北区小野上ノ町 昭62.5.1
市登録有形文化財 日下部(大助)家住宅　米蔵 北区小野上ノ町 昭62.5.1
市登録有形文化財 日下部(大助)家住宅　中蔵 北区小野上ノ町 昭62.5.1
市登録有形文化財 日下部(大助)家住宅　旧六畳蔵 北区小野上ノ町 昭62.5.1

市登録有形文化財
日下部(大助)家住宅　附　表門1
棟･中門1棟･土塀1棟

北区小野上ノ町 昭62.5.1

市登録有形文化財 井関家住宅　主屋 北区上賀茂北大路町 昭63.5.2
市登録有形文化財 井関家住宅　土蔵　附 棟札1枚 北区上賀茂北大路町 昭63.5.2

市登録有形文化財
井関家住宅　附　表門1棟･南北
土塀2棟

北区上賀茂北大路町 昭63.5.2

市登録有形文化財 椋本家住宅　主屋　附 家相図1 北区大森東町 平元 4.1
市登録有形文化財 椋本家住宅　米蔵　附 木槌1個 北区大森東町 平元 4.1
市登録有形文化財 河原家住宅　主屋　附 棟札1枚 右京区嵯峨越畑北ノ町 平元.4.1
市登録有形文化財 河原家住宅　長屋門　附 棟札1 右京区嵯峨越畑北ノ町 平元.4.1
市登録有形文化財 河原家住宅　米蔵 右京区嵯峨越畑北ノ町 平元.4.1
市登録有形文化財 河原家住宅　衣裳蔵 右京区嵯峨越畑北ノ町 平元.4.1
市登録有形文化財 斎明神社　本殿　附 玉垣･棟札1 右京区嵯峨柳田町 平 2.4.2
市登録有形文化財 斎明神社　拝殿 右京区嵯峨柳田町 平 2.4.2
市登録有形文化財 石座神社　八所明神本殿 左京区岩倉上蔵町 平 3.6.1
市登録有形文化財 石座神社　十二所明神本殿 左京区岩倉上蔵町 平 3.6.1

82 市登録有形文化財 伴家住宅 中京区六角通烏丸西入骨屋町 平 3.4.1
市登録有形文化財 八木(南)家住宅　主屋 中京区壬生辻町 平 4.4.1
市登録有形文化財 八木(南)家住宅　長屋門 中京区壬生辻町 平 4.4.1
市登録有形文化財 八木(南)家住宅　土蔵 中京区壬生辻町 平 4.4.1

84 市登録有形文化財 下里家住宅 　附　棟札１枚 東山区八坂新地末吉町 平 5.4.1
85 市登録有形文化財 旧柳原銀行 下京区下之町 平 6.4.1
86 市登録有形文化財 飛鳥田神社　本殿 伏見区横大路柿ノ本町 平 7.3.30
87 市登録有形文化財 天穂日命神社　本殿 伏見区石田森西町 平 15.4.1

88 市登録有形文化財
九頭神社　本殿　附　建地割図1
枚･棟札2枚･祈祷札1枚

右京区京北細野町北谷17番地 平18.3.31

89 市登録有形文化財
久我神社　本殿　附　普請願控1
通･建地割図1枚･棟札1枚

伏見区久我森ノ宮町8-1 平20.4.1
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種別 名称 所在地 告示年月日
90 市指定有形文化財 春日神社宝蔵 右京区京北宮町 平22.4.1
91 市指定有形文化財 妙光寺方丈 右京区宇多野上ノ谷町 平23.4.1
92 市登録有形文化財 五社神社 西京区下津林楠町103番地 平24.4.1
93 市指定有形文化財 正法寺遍照塔（旧忠魂堂） 西京区大原野南春日町 平26.3.31
94 市指定有形文化財 白山神社本殿 右京区京北田貫町 平28.3.31
95 市指定有形文化財 堀川第一橋（中立売橋）  上京区役人町，東橋詰町 平29.3.31

市指定有形文化財
櫻谷文庫（ 旧木島櫻谷家住宅）
和館　附 幣串 １ 本

北区等持院東町56番地の1 平29.3.31

市指定有形文化財
櫻谷文庫（ 旧木島櫻谷家住宅）
洋館　附 幣串 １ 本

北区等持院東町56番地の1 平29.3.31

市指定有形文化財
櫻谷文庫（ 旧木島櫻谷家住宅）
画室　附 幣串 １ 本

北区等持院東町56番地の1 平29.3.31

97 市指定有形文化財
伏見稲荷大社松の下屋及び茶室
（瑞芳軒）　２棟

京都市伏見区深草藪之内町35番１，35番２ 平30.3.30

98 市登録有形文化財 伏見街道第三橋（三之橋）　　１基 京都市東山区本町十七丁目 平30.3.30
99 市登録有形文化財 伏見街道第四橋（直違橋）　　１基 京都市伏見区深草直違橋北一丁目 平30.3.30

100 市指定有形文化財 西行庵主屋及び茶室（皆如庵） 東山区下河原通高台寺北門前東入鷲尾町 平31.3.29
101 市指定有形文化財 頂法寺　本堂及び拝堂　２棟 中京区六角通烏丸東入堂之前町 平31.3.29

別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（市・環境保全地区）
種別 名称 所在地 告示年月日

市環境保全地区 志古淵神社文化財環境保全地区 左京区久多中の町 昭59.6.1
市環境保全地区 藤森神社文化財環境保全地区 伏見区深草鳥居崎町，深地草直違橋片町 昭59.6.1
市環境保全地区 淨住寺文化財環境保全地区 西京区山田開キ町，山田桜谷町 昭59.6.1
市環境保全地区 大将軍文化財環境保全地区 北区西賀茂角社町 昭60.6.1
市環境保全地区 倉掛神社文化財環境保全地区 南区久世東土川町 昭60.6.1
市環境保全地区 日向大神宮文化財環境保全地区 山科区日ノ岡一切橋谷町，日ノ岡夷谷町 昭62.5.1
市環境保全地区 地蔵院文化財環境保全地区 西京区山田北ノ町 昭62.5.1
市環境保全地区 石座神社文化財環境保全地区 左京区岩倉上蔵町 平3.4.1
市環境保全地区 天穂日命神社文化財環境保全地 伏見区石田森西町 平15.4.1
市環境保全地区 五社神社文化財環境保全地区 京都市西京区下津林楠町 平25.4.1
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別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（市指定登録記念物）

種別 名称 所在地 告示年月日

1 市登録史跡
福西古墳7号及び10号墳附縄文
時代包含層

西京区大枝北福西町4丁目2　福西遺跡公園
内

昭58.6.1

2 市登録史跡 京都大学構内火葬塚 左京区北白川追分町京都大学北部構内 昭58.6.1
3 市登録史跡 伏見城石垣 伏見区桃山町伊庭14 昭59.6.1
4 市指定史跡 小野毛人墓 左京区高野西明寺山 昭59.6.1
5 市指定史跡 木嶋坐天照御魂神社（蚕の社）境 右京区太秦森ケ東町50 昭60.6.1
6 市登録史跡 御堂ケ池１号墳 右京区鳴滝音戸山町12-1 昭60.6.1
7 市登録史跡 大宅一里塚 山科区大宅甲ノ辻町7-2 昭60.6.1
8 市指定史跡 久我神社境内 北区紫竹下竹殿町1-1,47 昭62.5.1

9 市登録史跡
今出川通寺町東入表町（大原口）
道標

上京区寺町今出川東入表町 昭62.5.1

10 市登録史跡 北白川西町道標 左京区北白川西町 昭62.5.1
11 市登録史跡 吉田本町道標 左京区吉田本町 昭62.5.1

12 市登録史跡
三条通白川橋東入五軒町（三条
白川橋）道標

東山区三条通白川橋東入五軒町 昭62.5.1

13 市登録史跡 御陵中内町（五条別れ）道標 山科区御陵中内町 昭62.5.1
14 市指定史跡 中の谷4号窯 京都市左京区岩倉木野町207-31 平4.4.1
15 市指定史跡 遍照寺旧境内建物跡 京都市右京区北嵯峨朝原山町51 平4.4.1
16 市指定史跡 月読神社境内 西京区松室山添町 15,10-2,10-3,39-3,39- 平5.4.1

（氷室神社）北区西賀茂宮山9
（氷室跡）北区西賀茂氷室町12-乙

18 市登録史跡 大歳神社境内 西京区大原野灰方町575 平7.3.30
19 市指定史跡 羽束師坐高御産日神社境内 伏見区羽束師志水町 平8.4.1
20 市指定史跡 平安宮造酒司倉庫跡 京都市中京区聚楽廻松下町 平9.4.1
21 市指定史跡 貴布祢神社境内 左京区鞍馬貴船町180の内,182の内 平10.4.1
22 市指定史跡 法界寺境内 伏見区日野西大道町14-2,15-3,19の内4,816 平11.4.1

23 市指定史跡
大枝山古墳群（6～12，15，16，18
～21号墳）附14号墳

西京区御陵大枝山町4丁目33 平12.4.1

24 市指定史跡 安樂壽院境内 伏見区竹田内畑町74 平13.4.1
25 市指定史跡 法観寺境内 東山区下河原通塔之前下る八坂上町388 平14.4.1
26 市指定史跡 上中城跡 右京区京北上中町城下町37-1,37-4,37-9 平17.4.1
27 市指定史跡 小野瓦窯跡 京都市左京区上高野小野町 平22.4.1
28 市指定史跡 妙光寺境内 右京区宇多野上ノ谷町 平24.4.1

種別 名称 所在地 告示年月日
1 市指定名勝 正伝寺庭園 北区賀茂北鎮守庵町72 昭60.6.1
2 市指定名勝 相国寺裏方丈庭園 上京区相国寺門前町701 昭60.6.1
3 市指定名勝 大聖寺庭園 上京区御所八幡町109－1 昭60.6.1
4 市指定名勝 本妙院庭園 上京区妙蓮寺前町877 昭60.6.1
5 市指定名勝 立本寺庭園 上京区一番町107 昭60.6.1
6 市指定名勝 岩佐家庭園 北区上賀茂南大路町78 昭61.6.2
7 市指定名勝 西村家庭園 北区上賀茂中大路町1 昭61.6.2
8 市指定名勝 壬生寺庭園 中京区壬生梛ノ宮町31 昭61.6.2
9 市指定名勝 雑華院庭園 右京区花園妙心寺町55 昭62.5.1

10 市指定名勝 鹿王院庭園 右京区嵯峨北堀町24 昭62.5.1
11 市指定名勝 極楽寺庭園 西京区桂久方町32-1,33,33-1 昭62.5.1
12 市登録名勝 地蔵院庭園 西京区山田北ノ町23 昭62.5.1
13 市指定名勝 勧修寺庭園 山科区勧修寺仁王堂町27－6 昭63.5.2
14 市登録名勝 大橋家庭園 伏見区深草開土町45－2 昭63.5.2
15 市指定名勝 養源院庭園 東山区三十三間堂廻り656 平1.4.1
16 市指定名勝 即宗院庭園 東山区本町15－778 平1.4.1
17 市指定名勝 官休庵（武者小路千家）庭園 上京区西武者小路町613 平2.4.2
18 市指定名勝 知恩院方丈庭園 東山区林下町400 平2.4.2
19 市指定名勝 清水家十牛庵庭園 東山区下河原町61 平3.4.1
20 市指定名勝 堀内家長生庵庭園 中京区大黒町697 平4.4.1
21 市登録名勝 都ホテル葵殿庭園及び佳水園庭 東山区粟田口華頂町1－1 平6.4.1
22 市指定名勝 遺香庵庭園 右京区梅ヶ畑栂尾町8 平7.3.30
23 市指定名勝 仁和寺庭園 右京区御室大内33-1 平8.4.1
24 市指定名勝 光雲寺庭園 左京区南禅寺北ノ坊町59 平9.4.1
25 市指定名勝 三千院有清園庭園及び聚碧園庭 左京区大原来迎院町475，540 平12.4.1
26 市指定名勝 白河院庭園 左京区岡崎法勝寺町16 平15.4.1 
27 市指定名勝 並河家庭園 東山区堀池町38 平15.4.1 
28 市指定名勝 廣誠院庭園 中京区一之船入町538－1 平16.4.1
29 市指定名勝 鴨脚家庭園 左京区下鴨宮河町9番地 平18.4.1
30 市指定名勝 西翁院露地 左京区黒谷町121 平19.4.1

31 市指定名勝
角屋の庭 （玄関庭・東坪庭・中坪
庭・西坪庭・座敷庭）

下京区西新屋敷揚屋町 平22.4.1

(2)名勝

17 市登録史跡 氷室神社境内及び氷室跡 平6.4.1

(1)史跡
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種別 名称 所在地 告示年月日
32 市指定名勝 中井の庭 左京区岡崎法勝寺町 平26.3.31
33 市指定名勝 怡園 左京区南禅寺下河原町 平27.3.31
34 市指定名勝 等持院の庭 北区等持院北町 平28.3.31

35 市指定名勝 伏見稲荷大社 松の下屋
伏見区深草藪之内町30番の4の一部，35番の
1，35番の2

平29.3.

36 市指定名勝 淨住寺の庭 京都市西京区山田開キ町９番の１ 平30.3.30

種別 名称 所在地 告示年月日
1 市指定天然記念物 ミナミイシガメ 市内全域 昭58.6.1
2 市指定天然記念物 総見院のワビスケ 北区紫野大徳寺町 昭58.6.1
3 市指定天然記念物 大徳寺のイブキ 北区紫野大徳寺町 昭58.6.1
4 市指定天然記念物 鹿苑寺（金閣寺）のイチイガシ 北区金閣寺町 昭58.6.1
5 市指定天然記念物 古知谷のカエデ 左京区大原古知平 昭58.6.1
6 市指定天然記念物 花脊の天然伏条台杉 左京区花脊原地町 昭58.6.1
7 市指定天然記念物 由岐神社の杉及びカゴノキ 左京区鞍馬本町 昭58.6.1
8 市指定天然記念物 新熊野神社の大樟 東山区熊野椥ノ森町 昭58.6.1
9 市指定天然記念物 知恩院のムクロジ 東山区林下町 昭58.6.1

10 市指定天然記念物 柊野のチリツバキ 北区上賀茂北野原町 昭59.6.1
11 市指定天然記念物 霊鑑寺の日光 左京区鹿ヶ谷御所一ノ段町 昭59.6.1
12 市指定天然記念物 松尾大社のカギカズラ野生地 西京区嵐山宮町 昭59.6.1
13 市指定天然記念物 金札宮のクロガネモチ 伏見区鷹匠町 昭59.6.1
14 市指定天然記念物 白峯神宮のオガタマノキ 上京区飛鳥井町 昭60.6.1
15 市指定天然記念物 貴船神社のカツラ 左京区鞍馬貴船町 昭60.6.1
16 市指定天然記念物 武信稲荷神社のエノキ 中京区今新在家西町 昭60.6.1
17 市指定天然記念物 本願寺（西本願寺）のイチョウ 下京区本願寺門前町 昭60.6.1
18 市指定天然記念物 岩屋山志明院の岩峰植生 北区雲ヶ畑谷町 昭60.6.1
19 市指定天然記念物 白山神社のカシ 右京区京北田貫町 平4.5.1
20 市指定天然記念物 福徳寺のサクラ 右京区京北下中町 平9.7.8
21 市指定天然記念物 慈眼寺のイチョウ 右京区京北周山町 平17.2.17
22 市指定天然記念物 八幡宮のスギ 右京区京北上中町 平17.2.17
23 市指定天然記念物 正法寺のカヤ 右京区京北五本松町 平17.2.17
24 市指定天然記念物 日吉神社のケヤキ 右京区京北矢代中町 平17.2.17
25 市指定天然記念物 片波西谷のトチ 右京区京北片波町 平17.2.17

26 市登録天然記念物
「哲学の道」のゲンジボタル及び
その生息地

左京区若王子町ほか 昭59.6.1

27 市登録天然記念物 花脊のダイスギ 左京区花脊原地町 昭61.6.2
28 市登録天然記念物 御香宮神社のソテツ 伏見区御香宮門前町 昭61.6.2
29 市登録天然記念物 天寧寺のカヤ 北区天寧寺門前長 昭62.5.1
30 市登録天然記念物 久多の大杉 左京区久多中ノ町 昭62.5.1
31 市登録天然記念物 金剛王院（一言寺）のヤマモモ 伏見区醍醐一言時裏町 昭62.5.1
32 市登録天然記念物 東福寺のイブキ 東山区本町 昭63.5.2
33 市登録天然記念物 宝泉院のゴヨウマツ 左京区大原勝林院町 平3.4.1
34 市登録天然記念物 月輪寺のホンシャクナゲ 右京区嵯峨清滝月ノ輪町 平4.4.1
35 市登録天然記念物 青蓮院のクスノキ 東山区粟田口三条坊町 平10.4.1

別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（市指定・登録　有形民俗）
種別 名称 所在地 告示年月日

市指定有形民俗 伏見の酒造用具　6120点 伏見区南浜町 昭60.6.1

市指定有形民俗
西国巡礼三十三度行者廻国修行
用具（オセタ）２基 附 称名寺所
蔵西国巡礼三十三度行者関連記

東山区蛭子町北組 平14.4.1

市指定有形民俗 稲荷祭山車「天狗榊」懸装品 10 伏見区深草藪之内町 平15.4.1
市指定有形民俗 大船鉾装飾品　121点 下京区四条町 平19.4.1
市指定有形民俗 蟷螂山御所車及び装飾品　13点 中京区蟷螂山町 平20.4.1
市指定有形民俗 綾傘鉾装飾品　55点　附　２点 下京区善長寺町 平20.4.1
市指定有形民俗 鷹山装飾品　13点 中京区衣棚町 平20.4.1
市登録有形民俗 久多の山村生活用具　563点 左京区久多 昭61.6.2
市登録有形民俗 八瀬かまぶろ　１基 左京区八瀬近衛町 平12.4.1
市登録有形民俗 崇仁船鉾・十二灯装飾品　一式 下京区小稲荷町，上之町 平18.3.31

市指定有形民俗
桃山天満宮の奉納大工道具
60点　附　鞘　10点

伏見区御香宮門前町
　（竹中大工道具館［神戸市中央区］）

平30.3.30

(3)天然記念物
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別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（市指定・登録　無形民俗）
種別 名称 所在地 告示年月日

1 市登録無形民俗 嵯峨お松明 右京区嵯峨 昭58.6.1
2 市登録無形民俗 賀茂競馬 北区上賀茂上賀茂神社内 昭58.6.1
3 市登録無形民俗 藤森神社駈馬 伏見区深草藤森神社内 昭58.6.1
4 市登録無形民俗 鞍馬竹伐り会 左京区鞍馬鞍馬寺内 昭58.6.1
5 市登録無形民俗 大文字送り火 左京区浄土寺 昭58.6.1
6 市登録無形民俗 松ケ崎妙法送り火 左京区松ケ崎 昭58.6.1
7 市登録無形民俗 船形萬燈籠送り火 北区西賀茂 昭58.6.1
8 市登録無形民俗 左大文字送り火 北区衣笠大北山，衣笠 昭58.6.1
9 市登録無形民俗 鳥居形松明送り火 右京区嵯峨鳥居本町 昭58.6.1

10 市登録無形民俗 花脊松上げ 左京区花脊八桝町 昭58.6.1
11 市登録無形民俗 雲ケ畑松上げ 北区雲ケ畑出谷町，中畑町 昭58.6.1
12 市登録無形民俗 広河原松上げ 左京区広河原 昭58.6.1
13 市登録無形民俗 烏相撲 北区上賀茂 昭58.6.1
14 市登録無形民俗 西ノ京瑞饋神輿 上京区行衛町 昭58.6.1
15 市登録無形民俗 北白川高盛御供 左京区北白川 昭58.6.1
16 市登録無形民俗 太秦牛祭 右京区太秦 昭58.6.1
17 市登録無形民俗 時代祭風俗行列 左京区岡崎平安神宮内 昭58.6.1
18 市登録無形民俗 鞍馬火祭 左京区鞍馬 昭58.6.1
19 市登録無形民俗 千本えんま堂大念仏狂言 上京区千本通鞍馬口下る引接寺内 昭58.6.1
20 市登録無形民俗 神泉苑狂言 中京区御池通大宮西入神泉苑内 昭58.6.1
21 市登録無形民俗 松ケ崎題目踊・さし踊 左京区松ケ崎 昭58.6.1
22 市登録無形民俗 鉄仙流白川踊 左京区北白川 昭58.6.1
23 市登録無形民俗 修学院大日踊・紅葉音頭 左京区修学院 昭58.6.1
24 市登録無形民俗 大原八朔踊 左京区大原 昭58.6.1
25 市登録無形民俗 上賀茂紅葉音頭 北区上賀茂 昭58.6.1
26 市登録無形民俗 八瀬赦免地踊 左京区八瀬 昭58.6.1
27 市登録無形民俗 木遣音頭 右京区太秦他 昭58.6.1
28 市登録無形民俗 おけらまいり 東山区祇園町 昭59.6.1
29 市登録無形民俗 日野裸踊 伏見区日野法界寺 昭59.6.1
30 市登録無形民俗 蹴鞠 上京区今出川通堀川東入霞会館内 昭59.6.1
31 市登録無形民俗 久多宮の町松上げ 左京区久多宮の町 昭59.6.1
32 市登録無形民俗 岩倉火祭 左京区岩倉 昭59.6.1

33 市登録無形民俗 上賀茂さんやれ
北区上賀茂山本町，池殿町，中大路町，南大
路町，竹ケ鼻町，岡本町，梅ケ辻町

昭60.6.1

34 市登録無形民俗 松尾大社御田祭 西京区嵐山松尾大社内 昭60.6.1
35 市登録無形民俗 市原ハモハ踊・鉄扇 左京区静市市原 昭61.6.2
36 市登録無形民俗 一乗寺鉄扇 左京区一乗寺八大神社内 昭61.6.2
37 市登録無形民俗 大田神社の巫女神楽 北区上賀茂 昭62.5.1
38 市登録無形民俗 広河原ヤッサコサイ 左京区広河原 昭62.5.1
39 市登録無形民俗 一乗寺八大神社の剣鉾差し 左京区一乗寺八大神社社務所内 平2.4.2
40 市登録無形民俗 西院春日神社の剣鉾差し 右京区西院春日神社内 平2.4.2
41 市登録無形民俗 嵯峨祭の剣鉾差し 右京区嵯峨 平2.4.2
42 市登録無形民俗 梅ケ畑平岡八幡宮の剣鉾差し 右京区梅ケ畑平岡八幡宮内 平2.4.2
43 市登録無形民俗 上高野念仏供養踊 左京区上高野釜土町宝憧寺 平3.4.1
44 市登録無形民俗 木野愛宕神社の烏帽子着 左京区岩倉木野町木野愛宕神社内 平6.4.1
45 市登録無形民俗 梅林寺ジジバイ講 下京区梅小路 平8.4.1
46 市登録無形民俗 三栖の炬火祭 伏見区三栖 平8.4.1
47 市登録無形民俗 小山の山の神 山科区小山 平9.4.1
48 市登録無形民俗 久多の山の神・お弓 左京区久多 平10.4.1
49 市登録無形民俗 大原上野町おこない・お弓 左京区大原上野町 平10.4.1
50 市登録無形民俗 平岡八幡宮の三役相撲 右京区梅ケ畑平岡八幡宮内 平11.4.1
51 市登録無形民俗 御香宮祭礼獅々 伏見区八幡町 平18.3.31
52 市登録無形民俗 建仁寺四頭茶礼 東山区大和大路四条下る4丁目小松町建仁 平24.4.1
53 市登録無形民俗 真如堂の十夜鉦 東山区浄土寺真如町真正極楽寺内 平25.4.1
54 市登録無形民俗 大原野神社の神相撲 西京区大原野南春日町大原野神社内 平27.3.31
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別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（国の登録有形文化財（建造物））
種別 名称 所在地 告示年月日

1 国登録有形文化財（建造物） 南座 東山区四条通大和大路西入中之町198 平8.12.26
2 国登録有形文化財（建造物） レストラン菊水 東山区川端通四条上る川端町187 平9.5.29
3 国登録有形文化財（建造物） 旧京都中央電話局上分局 上京区中筋通丸太町下る駒之町561-1 平9.7.30
4 国登録有形文化財（建造物） SACRA（旧不動貯金銀行京都支 中京区三条通富小路西入中之町20 平9.9.16

5 国登録有形文化財（建造物）
日本生命京都三条ビル旧棟（旧
日本生命京都支店）

中京区三条通高倉東入桝屋町75 平9.12.3

6 国登録有形文化財（建造物） 祗園閣 東山区四条通大和大路東入祇園町南側594- 平10.1.8
7 国登録有形文化財（建造物） 大雲院書院（旧大倉家京都別邸） 東山区四条通大和大路東入祇園町南側594- 平10.1.8
8 国登録有形文化財（建造物） 大覚寺心経殿 右京区嵯峨大沢町4-1 平10.2.12
9 国登録有形文化財（建造物） 関西日仏学館 左京区吉田泉殿町8-8 平10.6.9

国登録有形文化財（建造物） 聖ヨゼフ修道院門の家 北区北野東紅梅町6-2-1 平10.8.4
国登録有形文化財（建造物） 聖ヨゼフ修道院・門 北区北野東紅梅町6-2-1 平10.8.4

11 国登録有形文化財（建造物） 京都大学楽友会館 左京区吉田近衛町 平10.8.4
12 国登録有形文化財（建造物） 京都大学農学部表門及び門衛所 左京区北白川追分町 平10.8.4
13 欠番 平楽寺書店（取壊し） 中京区東洞院通三条上る曇華院前町449 平10.9.25
14 国登録有形文化財（建造物） エンマ（旧村井銀行祇園支店） 東山区四条通大和大路東入祇園町南側573- 平10.9.25

国登録有形文化財（建造物） 京都大学文学部陳列館 左京区吉田本町 平10.9.25
国登録有形文化財（建造物） 京都大学尊攘堂 左京区吉田本町 平10.9.25

16 国登録有形文化財（建造物） 京都大学農学部演習林事務室 左京区北白川追分町 平10.9.25
17 国登録有形文化財（建造物） 密語庵 左京区若王子町67 平10.9.25

国登録有形文化財（建造物） 陽明文庫第一文庫 右京区鳴滝宇多野谷2 平10.10.26
国登録有形文化財（建造物） 陽明文庫第二文庫 右京区鳴滝宇多野谷2 平10.10.26
国登録有形文化財（建造物） 陽明文庫事務所 右京区宇多野上ノ谷町1-2 平10.10.26
国登録有形文化財（建造物） 陽明文庫虎山荘 右京区宇多野福王子町50 平10.10.26
国登録有形文化財（建造物） 藤田家住宅主屋 伏見区横大路草津町25-1 平10.12.25
国登録有形文化財（建造物） 藤田家住宅土蔵 伏見区横大路草津町25-1 平10.12.25

20 国登録有形文化財（建造物） 順正清水店（旧松風嘉定邸） 東山区清水二丁目239 平11.3.12
国登録有形文化財（建造物） 順正南禅寺本店（順正書院）書院 左京区南禅寺草川町60 平11.7.19
国登録有形文化財（建造物） 順正南禅寺本店（順正書院）石門 左京区南禅寺草川町60 平11.7.19

22 国登録有形文化財（建造物） 富士ラビット 下京区七条通新町西入夷之町721 平11.7.19
23 国登録有形文化財（建造物） 京都大学基督教青年会会館 左京区吉田牛ノ宮町21，23 平11.7.21

国登録有形文化財（建造物） 冨田屋主屋 上京区大宮通元誓願寺下る二丁目石薬師町 平11.9.7
国登録有形文化財（建造物） 冨田屋離れ 上京区大宮通元誓願寺下る二丁目石薬師町 平11.9.7
国登録有形文化財（建造物） 冨田屋表蔵 上京区大宮通元誓願寺下る二丁目石薬師町 平11.9.7
国登録有形文化財（建造物） 冨田屋中蔵 上京区大宮通元誓願寺下る二丁目石薬師町 平11.9.7
国登録有形文化財（建造物） 冨田屋宝蔵 上京区大宮通元誓願寺下る二丁目石薬師町 平11.9.7
国登録有形文化財（建造物） 西島家住宅主屋 中京区車屋町通夷川上る少将井御旅町352 平11.9.7
国登録有形文化財（建造物） 西島家住宅土蔵 中京区車屋町通夷川上る少将井御旅町352 平11.9.7

26 国登録有形文化財（建造物） 齊藤家住宅 左京区吉田神楽岡町8-158 平11.10.28
27 国登録有形文化財（建造物） 俵屋旅館 中京区麩屋町通姉小路上る中白山町280 平11.10.28
28 国登録有形文化財（建造物） 日本聖公会京都聖三一教会 中京区聚楽廻中町45-1 平11.10.28
29 国登録有形文化財（建造物） 佐々木家住宅 上京区上立売通大宮一丁目東入下る藤木町 平11.12.2

国登録有形文化財（建造物） 島津創業記念資料館南棟 中京区西木屋町通二条下る東入西生州町 平11.12.2
国登録有形文化財（建造物） 島津創業記念資料館北棟 中京区西木屋町通二条下る東入西生州町 平11.12.2
国登録有形文化財（建造物） 山口家住宅主屋 西京区山田上ノ町26 平11.12.2
国登録有形文化財（建造物） 山口家住宅座敷棟 西京区山田上ノ町26 平11.12.2
国登録有形文化財（建造物） 山口家住宅長屋門 西京区山田上ノ町26 平11.12.2

32 国登録有形文化財（建造物） 大谷大学尋源館（旧本館） 北区小山上総町20-1 平12.3.2
国登録有形文化財（建造物） 藤井斉成会有鄰館第二館 左京区岡崎円勝寺町44，45 平12.3.2
国登録有形文化財（建造物） 藤井斉成会有鄰館収蔵庫 左京区岡崎円勝寺町44，45 平12.3.2

国登録有形文化財（建造物）
河井寛次郎記念館（旧河井寛次
郎邸）主屋

東山区馬町通大和大路東入鐘鋳町569他 平12.5.25

国登録有形文化財（建造物）
河井寛次郎記念館（旧河井寛次
郎邸）陶房

東山区馬町通大和大路東入鐘鋳町569他 平12.5.25

国登録有形文化財（建造物）
河井寛次郎記念館（旧河井寛次
郎邸）小間

東山区馬町通大和大路東入鐘鋳町569他 平12.5.25

国登録有形文化財（建造物）
河井寛次郎記念館（旧河井寛次
郎邸）登り窯

東山区馬町通大和大路東入鐘鋳町569他 平12.5.25

国登録有形文化財（建造物）
河井寛次郎記念館（旧河井寛次
郎邸）素焼窯

東山区馬町通大和大路東入鐘鋳町569他 平12.5.25

35 国登録有形文化財（建造物） 百石斎（旧田邉朔郎書斎） 左京区浄土寺真如町10-2 平12.10.11
国登録有形文化財（建造物） 同志社女子大学ジェームズ館 上京区今出川通烏丸東入玄武町602-2 平12.11.6
国登録有形文化財（建造物） 同志社女子大学栄光館 上京区今出川通烏丸東入玄武町602-2 平12.11.6
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種別 名称 所在地 告示年月日

37 国登録有形文化財（建造物）
京都大学本部構内正門（旧第三
高等中学校正門）

左京区吉田本町 平12.11.6

国登録有形文化財（建造物）
京都大学総合人間学部正門（旧
第三高等学校正門）

左京区吉田二本松町 平12.11.6

国登録有形文化財（建造物）
京都大学総合人間学部門衛所
（旧第三高等学校門番所）

左京区吉田二本松町 平12.11.6

39 国登録有形文化財（建造物）
京都大学人文科学研究所附属漢
字情報研究センター

左京区北白川東小倉町 平12.11.6

40 国登録有形文化財（建造物） 近鉄澱川橋梁 伏見区弾正島～向島西堤町 平12.11.6

国登録有形文化財（建造物）
キンシ正宗堀野記念館（旧堀野
家本宅）主屋

中京区堺町通二条上る亀屋町172 平12.12.20

国登録有形文化財（建造物）
キンシ正宗堀野記念館（旧堀野
家本宅）天明蔵

中京区堺町通二条上る亀屋町172 平12.12.20

国登録有形文化財（建造物）
キンシ正宗堀野記念館（旧堀野
家本宅）文庫蔵

中京区堺町通二条上る亀屋町172 平12.12.20

42 国登録有形文化財（建造物）
旧徳力彦之助邸（ギャラリー工
房・チェリ）

右京区太秦組石町2-2 平12.12.20

43 国登録有形文化財（建造物）
上田家住宅（町家ぎゃらりー妙
芸）主屋

右京区花園木辻南町24-1 平12.12.20

国登録有形文化財（建造物） 近又主屋 中京区御幸町通四条上る大日町407 平13.9.14
国登録有形文化財（建造物） 近又離れ 中京区御幸町通四条上る大日町407 平13.9.14
国登録有形文化財（建造物） 祗園甲部歌舞練場本館 東山区祇園町南側570-2 平13.9.14
国登録有形文化財（建造物） 祗園甲部歌舞練場別館 東山区祇園町南側570-2 平13.9.14
国登録有形文化財（建造物） 祗園甲部歌舞練場玄関 東山区祇園町南側570-2 平13.9.14
国登録有形文化財（建造物） 祗園甲部歌舞練場正門 東山区祇園町南側570-2 平13.9.14

46 国登録有形文化財（建造物） 八坂倶楽部 東山区祇園町南側570-2 平13.9.14
47 国登録有形文化財（建造物） 弥栄会館 東山区祇園町南側570-2 平13.9.14

国登録有形文化財（建造物） 仲家住宅主屋 中京区室町通御池上る御池之町322 平13.10.29
国登録有形文化財（建造物） 仲家住宅土蔵 中京区室町通御池上る御池之町322 平13.10.29
国登録有形文化財（建造物） 旧並河靖之邸主屋 東山区三条通北裏白川筋東入384他 平13.10.29
国登録有形文化財（建造物） 旧並河靖之邸工房 東山区三条通北裏白川筋東入384他 平13.10.29
国登録有形文化財（建造物） 旧並河靖之邸窯場 東山区三条通北裏白川筋東入384他 平13.10.29
国登録有形文化財（建造物） 北村美術館四君子苑離れ茶席 上京区御車道通清和院口上る梶井町448-4 平13.12.4
国登録有形文化財（建造物） 北村美術館四君子苑玄関・寄付 上京区御車道通清和院口上る梶井町448-4 平13.12.4
国登録有形文化財（建造物） 北村美術館四君子苑表門 上京区御車道通清和院口上る梶井町448-4 平13.12.4
国登録有形文化財（建造物） 北村美術館四君子苑渡廊下・外 上京区御車道通清和院口上る梶井町448-4 平13.12.4

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺御影堂（国指
定のため）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂（国
指定のため）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺鐘楼（国指定
のため）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺御影堂門（国
指定のため）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門
（国指定のため）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物） 真宗本廟東本願寺菊の門 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16
国登録有形文化財（建造物） 真宗本廟東本願寺玄関門 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16
国登録有形文化財（建造物） 真宗本廟東本願寺大玄関 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16
国登録有形文化財（建造物） 真宗本廟東本願寺大寝殿 下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺造合廊下（国
指定のため）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺二筋廊下（国
指定のため）

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門南
側築地塀

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺御影堂門南側
築地塀

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺御影堂門北側
築地塀

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺菊の門北側築
地塀

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物）
真宗本廟東本願寺玄関門北側築
地塀

下京区烏丸通七条上る二丁目常葉町754他 平14.7.16

国登録有形文化財（建造物） 平安神宮透塀及び後門 左京区岡崎入江町121 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮東神庫 左京区岡崎入江町121 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮東神庫 左京区岡崎入江町121 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮内廻廊 左京区岡崎入江町121 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮南歩廊 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮神楽殿 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮額殿 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮東門及び東外廻廊 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮西門及び西外廻廊 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮神門翼廊 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮斎館 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
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国登録有形文化財（建造物） 平安神宮東祭器庫 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮西祭器庫 左京区岡崎西天王町97 平14.9.3
国登録有形文化財（建造物） 平安神宮大鳥居 左京区岡崎成勝寺町，岡崎円勝寺町 平14.9.3

53 国登録有形文化財（建造物） 中村宗哲家住宅 上京区武者小路通新町西入西無車小路町 平15.2.26
54 国登録有形文化財（建造物） フランソア喫茶室 下京区西木屋町通四条下る船頭町184 平15.2.26

国登録有形文化財（建造物） 安楽寺本堂 左京区鹿ケ谷御所ノ段町21 平15.4.8
国登録有形文化財（建造物） 安楽寺書院（客殿） 左京区鹿ケ谷御所ノ段町21 平15.4.8
国登録有形文化財（建造物） 安楽寺山門 左京区鹿ケ谷御所ノ段町21 平15.4.8
国登録有形文化財（建造物） 大河内山荘大乗閣 右京区嵯峨小倉山田淵山町8-29他 平15.4.8
国登録有形文化財（建造物） 大河内山荘滴水庵 右京区嵯峨小倉山田淵山町8-29他 平15.4.8
国登録有形文化財（建造物） 大河内山荘持仏堂 右京区嵯峨小倉山田淵山町8-29他 平15.4.8
国登録有形文化財（建造物） 大河内山荘中門 右京区嵯峨小倉山田淵山町8-29他 平15.4.8
国登録有形文化財（建造物） 船岡温泉脱衣場 北区紫野南舟岡町82-1 平15.7.17
国登録有形文化財（建造物） 船岡温泉浴場 北区紫野南舟岡町82-1 平15.7.17
国登録有形文化財（建造物） 船岡温泉旧船岡楼 北区紫野南舟岡町82-1 平15.7.17
国登録有形文化財（建造物） 船岡温泉旧理髪店 北区紫野南舟岡町82-1 平15.7.17

58 国登録有形文化財（建造物） 旧藤ノ森湯 北区紫野東藤ノ森町11-1 平15.7.17

国登録有形文化財（建造物）
パビリオン・コート（株式会社京都
山中商会）洋館

東山区粟田口三条坊町14-2 平15.12.1

国登録有形文化財（建造物）
パビリオン・コート（株式会社京都
山中商会）和館

東山区粟田口三条坊町14-2 平15.12.1

国登録有形文化財（建造物）
パビリオン・コート（株式会社京都
山中商会）門

東山区粟田口三条坊町14-2 平15.12.1

60 国登録有形文化財（建造物） 安藤家住宅（旧藤井繁次郎邸） 左京区鹿ケ谷桜谷町126 平16.3.4
61 国登録有形文化財（建造物） 大原茶屋（田中家住宅） 左京区大原来迎院町275 平16.3.29

国登録有形文化財（建造物） 鳥彌三主屋 下京区西石垣町通四条下る齋藤町136 平16.3.29
国登録有形文化財（建造物） 鳥彌三中二階 下京区西石垣町通四条下る齋藤町136 平16.3.29
国登録有形文化財（建造物） 鳥彌三新座敷 下京区西石垣町通四条下る齋藤町136 平16.3.29

63 国登録有形文化財（建造物） 平安女学院明治館 上京区下立売通室町東入五町目町178-2 平16.6.24
国登録有形文化財（建造物） 嶋臺絲店 中京区御池通烏丸東入仲保利町191-1他 平16.6.24
国登録有形文化財（建造物） 嶋臺酒店 中京区御池通烏丸東入仲保利町191-1他 平16.6.24
国登録有形文化財（建造物） 嶋臺書院（旧古硯堂） 中京区御池通烏丸東入仲保利町191-1他 平16.6.24

64 国登録有形文化財（建造物） 嶋臺絲店巽蔵 中京区御池通烏丸東入仲保利町191-1他 平16.6.24
国登録有形文化財（建造物） 茂庵旧点心席 左京区吉田神楽岡町7-20他 平16.8.17
国登録有形文化財（建造物） 茂庵田舎席 左京区吉田神楽岡町7-20他 平16.8.17
国登録有形文化財（建造物） 茂庵静閑亭 左京区吉田神楽岡町7-20他 平16.8.17
国登録有形文化財（建造物） 茂庵待合 左京区吉田神楽岡町7-20他 平16.8.17

66 国登録有形文化財（建造物） 堀江家住宅 右京区花園木辻南町15 平16.8.17

国登録有形文化財（建造物） 武者小路千家主屋
上京区武者小路通新町西入西無車小路町
613-2他

平16.11.29

国登録有形文化財（建造物） 武者小路千家茶室官休庵
上京区武者小路通新町西入西無車小路町
613-2他

平16.11.29

国登録有形文化財（建造物） 武者小路千家茶室弘道庵
上京区武者小路通新町西入西無車小路町
613-2他

平16.11.29

国登録有形文化財（建造物） 武者小路千家土蔵
上京区武者小路通新町西入西無車小路町
613-2他

平16.11.29

国登録有形文化財（建造物） 上木屋町幾松旧館東棟 中京区木屋町通二条下る上樵木町497-1， 平16.11.29
国登録有形文化財（建造物） 上木屋町幾松旧館南棟 中京区木屋町通二条下る上樵木町497-1， 平16.11.29
国登録有形文化財（建造物） 西川家住宅主屋 北区衣笠総門町3-1 平17.2.28
国登録有形文化財（建造物） 西川家住宅土蔵 北区衣笠総門町3-1 平17.2.28
国登録有形文化財（建造物） 瀬川家住宅主屋 上京区下立売通御前通西入堀川町522 平17.2.28
国登録有形文化財（建造物） 瀬川家住宅土蔵 上京区下立売通御前通西入堀川町522 平17.2.28

71 国登録有形文化財（建造物） 重森三玲邸書院・茶室 左京区吉田上大路町34 平17.2.28
国登録有形文化財（建造物） 家邊徳時計店（家邊家住宅）店舗 中京区三条通富小路東入中之町25 平17.2.28
国登録有形文化財（建造物） 家邊徳時計店（家邊家住宅）主屋 中京区三条通富小路東入中之町25 平17.2.28

73 国登録有形文化財（建造物） 旧京都市立有済小学校太鼓望楼 東山区大和大路通三条下る東側大黒町169 平17.2.28

国登録有形文化財（建造物）
京都市学校歴史博物館正門（旧
京都市立開智小学校正門）

下京区御幸町通仏光寺下る橘町437 平17.2.28

国登録有形文化財（建造物）
京都市学校歴史博物館石塀（旧
京都市立開智小学校石塀）

下京区御幸町通仏光寺下る橘町437 平17.2.28

75 国登録有形文化財（建造物） 衣笠会館 北区北野下白梅町29 平17.12.5
76 国登録有形文化財（建造物） 同志社アーモスト館 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町632 平17.12.5

77 国登録有形文化財（建造物）
レストラン・ノアノア（旧橋本関雪
邸洋館）

左京区浄土寺石橋町35-1 平17.12.5

78 国登録有形文化財（建造物） 上西家住宅主屋 左京区浄土寺西田町23-1 平17.12.5
79 国登録有形文化財（建造物） 革島医院 中京区麩屋町通六角下る坂井町468-1 平17.12.5

国登録有形文化財（建造物） 十四春主屋 下京区諏訪町通松原下る弁財天町326 平17.12.5
国登録有形文化財（建造物） 十四春土蔵 下京区諏訪町通松原下る弁財天町326 平17.12.5

81 国登録有形文化財（建造物） 同志社フレンドピースハウス 上京区寺町通石薬師下る染殿町665-1 平18.3.23
82 国登録有形文化財（建造物） 喜多家住宅主屋 左京区北白川伊織町54 平18.3.23
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83 国登録有形文化財（建造物） 文椿ビルヂング（旧西村貿易店 中京区三条通烏丸西入御倉町79 平18.3.23
84 国登録有形文化財（建造物） 竹田火の見やぐら 伏見区竹田狩賀町103 平18.3.23
85 国登録有形文化財（建造物） 小川家住宅主屋 左京区鹿ケ谷下宮ノ前町26 平18.8.24

国登録有形文化財（建造物） 旧上田恒次家住宅主屋 左京区岩倉木野町170 平18.8.24
国登録有形文化財（建造物） 旧上田恒次家住宅登窯 左京区岩倉木野町170 平18.8.24

85 欠番 若林佛具店（取壊し） 下京区七条通新町東入西境町146 平18.8.24
国登録有形文化財（建造物） 櫻谷文庫（木島櫻谷家住宅）和館 北区等持院東町56-1 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 櫻谷文庫（木島桜谷家住宅）洋館 北区等持院東町56-1 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 櫻谷文庫（木島櫻谷家住宅）画室 北区等持院東町56-1 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅主屋 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅衣装蔵 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅本蔵 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅窯場 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅土小屋 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅茶室麁閑亭 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅腰掛待合 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅供待 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 樂家住宅表門 上京区油小路通一条下る油橋詰町84 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 山本家住宅主屋 上京区中立売通西洞院東入三丁町446他 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 山本家住宅土蔵 上京区中立売通西洞院東入三丁町446他 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 山本家住宅正門及び塀 上京区中立売通西洞院東入三丁町446他 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 山本家住宅勝手門及び塀 上京区中立売通西洞院東入三丁町446他 平19.5.29

91 国登録有形文化財（建造物） 平安女学院昭和館 上京区室町通下立売下る武衛陣町220 平19.5.29
国登録有形文化財（建造物） 荒木家住宅（旧林家住宅）主屋 北区紫竹西南町17-1 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 荒木家住宅（旧林家住宅）土蔵 北区紫竹西南町17-1 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 同志社啓明館本館 上京区今出川通烏丸東入玄武町602-1 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 同志社啓明館西館 上京区今出川通烏丸東入玄武町602-1 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 山中油店主屋 上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町508 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 山中油店辰巳蔵 上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町508 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 山中油店戌亥蔵 上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町508 平19.8.13

96 国登録有形文化財（建造物） 生谷家住宅主屋 上京区室町通鞍馬口下る二丁目竹園町15 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 中村治男家住宅主屋 上京区室町通寺之内上る三丁目上柳原町 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 中村治男家住宅土蔵 上京区室町通寺之内上る三丁目上柳原町 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 実相院客殿 左京区岩倉上蔵町312 平19.8.13
国登録有形文化財（建造物） 実相院門 左京区岩倉上蔵町312 平19.8.13

99 国登録有形文化財（建造物） 対岳文庫 左京区岩倉上蔵町100 平19.10.22
100 国登録有形文化財（建造物） 建部家住宅主屋 左京区下鴨松ノ木町2-2 平19.12.19

101 国登録有形文化財（建造物）
京都市学校歴史博物館玄関（旧
成徳小学校玄関車寄）

下京区麩屋町通仏光寺下る鍋屋町248-2 平19.12.19

国登録有形文化財（建造物）
京都工芸繊維大学（旧京都高等
工藝學校）旧本館及び講堂

左京区松ヶ崎正田町18-1他 平20.3.19

国登録有形文化財（建造物）
京都工芸繊維大学（旧京都高等
工藝學校）倉庫

左京区松ヶ崎正田町18-1他 平20.3.19

国登録有形文化財（建造物）
京都工芸繊維大学（旧京都高等
工藝學校）自動車庫

左京区松ヶ崎正田町18-1他 平20.3.19

102 国登録有形文化財（建造物）
京都工芸繊維大学（旧京都高等
工藝學校）正門及び門衛所

左京区松ヶ崎正田町18-1他 平20.3.19

国登録有形文化財（建造物）
久保家住宅（旧今尾景年家住宅）
主屋

中京区六角通新町西入西六角町101他 平20.3.19

国登録有形文化財（建造物）
久保家住宅（旧今尾景年家住宅）
土蔵

中京区六角通新町西入西六角町101他 平20.3.19

国登録有形文化財（建造物）
久保家住宅（旧今尾景年家住宅）
門及び塀

中京区六角通新町西入西六角町101他 平20.3.19

国登録有形文化財（建造物）
久保家住宅（旧今尾景年家住宅）
中門

中京区六角通新町西入西六角町101他 平20.3.19

国登録有形文化財（建造物） 和田家住宅主屋 下京区新町通花屋町下る東若松町832他 平20.3.19
国登録有形文化財（建造物） 和田家住宅土蔵 下京区新町通花屋町下る東若松町832他 平20.3.19

105 国登録有形文化財（建造物） 胡乱座（旧長岡家住宅主屋） 下京区醒ヶ井通綾小路下る要法寺町427 平20.3.19
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社本殿 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社拝殿 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社祝詞舎 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社渡廊 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社透塀 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社神饌所 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社祭器庫 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社手水舎 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社貴賓館 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社社務所 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
国登録有形文化財（建造物） 建勲神社大鳥居 北区紫野北舟岡町49 平20.5.7
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種別 名称 所在地 告示年月日

107 国登録有形文化財（建造物）
旧恩賜京都博物館陳列品収納用
倉庫（京都国立博物館技術資料
参考館）

東山区正面通本町東入茶屋町527 平20.5.7

国登録有形文化財（建造物）
京都芸術センター西館（旧京都市
立明倫小学校本館）

中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物）
京都芸術センター南館（旧京都市
立明倫小学校南校舎）

中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物）
京都芸術センター北館（旧京都市
立明倫小学校北校舎）

中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物）
京都芸術センター正門及び塀（旧
京都市立明倫小学校正門及び

中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物）
京都国際マンガミュージアム旧本
館棟（旧京都市立龍池小学校本

中京区両替町通押小路下る金吹町452他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物）
京都国際マンガミュージアム旧講
堂棟（旧京都市立龍池小学校講

中京区両替町通押小路下る金吹町452他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物）
京都国際マンガミュージアム旧北
校舎棟（旧京都市立龍池小学校
北校舎）

中京区両替町通押小路下る金吹町452他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物）
京都国際マンガミュージアム旧正
門及び塀（旧京都市立龍池小学
校正門及び塀）

中京区両替町通押小路下る金吹町452他 平20.7.23

国登録有形文化財（建造物） 伊藤喜商店旧店舗兼主屋 東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 伊藤喜商店無量子庵主屋 東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 無量子庵茶室及び待合 東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 伊藤喜商店無量子庵土蔵 東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 伊藤喜商店無量子庵井戸 東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 柴田家住宅主屋 右京区京北鳥居町市無43 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 柴田家住宅風呂 右京区京北鳥居町市無43 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 柴田家住宅露地門 右京区京北鳥居町市無43 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 柴田家住宅土塀 右京区京北鳥居町市無43 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造万暁院 伏見区恵美酒町938他 平20.7.23
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造正門 伏見区恵美酒町938他 平20.7.23

113 国登録有形文化財（建造物）
京都工芸繊維大学KIT倶楽部（旧
舟岡家住宅離れ）

左京区松ヶ崎鞍馬田町15-1 平20.11.10

国登録有形文化財（建造物） 大聖寺本堂 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺宮御殿 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺残月亭 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺渡り廊下 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺玄関 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺表門 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺高塀 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺東面築地 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 大聖寺南面築地 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町109-1 平23.1.26
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅主屋 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅物置 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅東蔵 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅西蔵 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅護摩堂 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅北蔵 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅中蔵 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 旧大野木家住宅中門及び塀 山科区竹鼻堂ノ前町5-3 平23．7．25
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺宸殿 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺大玄関 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺白書院 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺黒書院 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺霊明殿 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺勅使門 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺皇族門 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 仁和寺霊宝館 右京区御室大内33-1 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 下村家住宅主屋 伏見区醍醐落保町53 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 下村家住宅離れ 伏見区醍醐落保町53 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 下村家住宅戌亥蔵 伏見区醍醐落保町53 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 下村家住宅辰巳蔵 伏見区醍醐落保町53 平23．10．
国登録有形文化財（建造物） 平安女学院有栖館主屋 上京区下立売通烏丸西入五町目町185-1他 平24．2．23
国登録有形文化財（建造物） 平安女学院有栖館青天門 上京区下立売通烏丸西入五町目町185-1他 平24．2．23
国登録有形文化財（建造物） 平安女学院有栖館長屋門 上京区下立売通烏丸西入五町目町185-1他 平24．2．23

119 国登録有形文化財（建造物） 日本写真印刷本館 中京区壬生花井町3 平24．2．23
120 国登録有形文化財（建造物） 月見館本館 伏見区桃山町泰長老160-4他 平24．2．23

115

116

116

112

114

118

117

108

109

110

110

111

別表-29



種別 名称 所在地 告示年月日
国登録有形文化財（建造物） 吉田山荘（旧東伏見家住宅）本館 左京区吉田下大路町59-1他 平24．8．13
国登録有形文化財（建造物） 吉田山荘（旧東伏見家住宅）表門 左京区吉田下大路町59-1他 平24．8．13

国登録有形文化財（建造物）
吉田山荘（旧東伏見家住宅）旧門
番所

左京区吉田下大路町59-1他 平24．8．13

国登録有形文化財（建造物） 吉田山荘（旧東伏見家住宅）旧車 左京区吉田下大路町59-1他 平24．8．13
国登録有形文化財（建造物） 吉田山荘（旧東伏見家住宅）北蔵 左京区吉田下大路町59-1他 平24．8．13
国登録有形文化財（建造物） 吉田山荘（旧東伏見家住宅）南蔵 左京区吉田下大路町59-1他 平24．8．13
国登録有形文化財（建造物） 鮒鶴本館 下京区木屋町通松原上る美濃屋町182-1他 平24．8．13
国登録有形文化財（建造物） 鮒鶴新館 下京区木屋町通松原上る美濃屋町182-1他 平24．8．13
国登録有形文化財（建造物） 鮒鶴南門 下京区木屋町通松原上る美濃屋町182-1他 平24．8．13

123 国登録有形文化財（建造物） 角屋松の間 下京区西新屋敷揚屋町32 平24．8．13
国登録有形文化財（建造物） 宮本家住宅主屋 北区紫野北舟岡町27-13 平25．3．29
国登録有形文化財（建造物） 宮本家住宅門 北区紫野北舟岡町27-13 平25．3．29
国登録有形文化財（建造物） 梶田家住宅主屋 上京区笹屋町通千本西入笹屋4丁目285 平25．6．21
国登録有形文化財（建造物） 梶田家住宅表蔵 上京区笹屋町通千本西入笹屋4丁目285 平25．6．21
国登録有形文化財（建造物） 梶田家住宅雑物蔵 上京区笹屋町通千本西入笹屋4丁目285 平25．6．21
国登録有形文化財（建造物） 長谷川家住宅主屋 南区東九条東札辻町5 平25．6．21
国登録有形文化財（建造物） 長谷川家住宅土蔵 南区東九条東札辻町5 平25．6．21
国登録有形文化財（建造物） 長谷川家住宅表門 南区東九条東札辻町5 平25．6．21

127 国登録有形文化財（建造物） 旧片岡家住宅主屋 右京区鳴滝音戸山町6-38他 平25．6．21
128 国登録有形文化財（建造物） 室賀家住宅主屋 山科区小山北林町36-5 平25．6．21

国登録有形文化財（建造物） 本能寺本堂 中京区寺町通御池下る下本能寺前町522-1 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 本能寺信長公御廟所拝殿 中京区寺町通御池下る下本能寺前町522-1 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 本能寺表門 中京区寺町通御池下る下本能寺前町522-1 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 久田家半床庵茶室 中京区高倉通二条下る瓦町558-2他 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 久田家半床庵腰掛 中京区高倉通二条下る瓦町558-2他 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造大黒蔵 伏見区横大路三栖大黒町5-2他 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造酒蔵ホール 伏見区横大路三栖大黒町2他 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造吟醸酒蔵 伏見区横大路三栖大黒町2他 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造煉瓦倉庫 伏見区横大路三栖大黒町7-1 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造事務所 伏見区横大路三栖大黒町4-2他 平25．12．
国登録有形文化財（建造物） 松本酒造煉瓦煙突 伏見区横大路三栖大黒町7-1 平25．12．

国登録有形文化財（建造物）
青木家住宅（旧ポンソンビー家住
宅）主屋

北区上賀茂南大路町59 平26.4.25

国登録有形文化財（建造物）
青木家住宅（旧ポンソンビー家住
宅）門

北区上賀茂南大路町59 平26.4.25

国登録有形文化財（建造物） 西川家住宅主屋 左京区岡崎円勝寺町91-24他 平26.4.25
登録有形文化財（建造物） 西川家住宅土蔵 左京区岡崎円勝寺町91-24他 平26.4.25

134 登録有形文化財（建造物） 吉田家住宅主屋 中京区新町通六角下る六角町363他 平26.4.25
登録有形文化財（建造物） 旧村西家住宅主屋 中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町333 平26.4.25
登録有形文化財（建造物） 旧村西家住宅土蔵 中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町333 平26.4.25

136 登録有形文化財（建造物） 旧武田家住宅主屋 下京区高辻通油小路東入永養寺町242-1 平26.4.25
137 登録有形文化財（建造物） 落柿舎 右京区嵯峨小倉山緋明神町20 平26.4.25

登録有形文化財（建造物） 青木家住宅主屋 中京区富小路通三条上る福長町110 平26.10.7
登録有形文化財（建造物） 青木家住宅土蔵 中京区富小路通三条上る福長町110 平26.10.7
登録有形文化財（建造物） 日新電機嵯峨野寮本館 右京区嵯峨野宮ノ元町62他 平26.10.7
登録有形文化財（建造物） 日新電機嵯峨野寮土蔵 右京区嵯峨野宮ノ元町62他 平26.10.7

140 登録有形文化財（建造物） 新居家住宅主屋 伏見区淀新町99-1他 平26.10.7
登録有形文化財（建造物） 栗原家住宅主屋 山科区御陵大岩17-2 平26.12.19
登録有形文化財（建造物） 栗原家住宅門及び塀 山科区御陵大岩17-2 平26.12.19
登録有形文化財（建造物） 藤田家住宅主屋 上京区堀川今出川上る西入山名町811他 平27.3.26
登録有形文化財（建造物） 藤田家住宅茶室養心 上京区堀川今出川上る西入山名町811他 平27.3.26
登録有形文化財（建造物） 藤田家住宅土蔵 上京区堀川今出川上る西入山名町811他 平27.3.26
登録有形文化財（建造物） 藤田家住宅門及び塀 上京区堀川今出川上る西入山名町811他 平27.3.26
登録有形文化財（建造物） 速水家住宅主屋 中京区富小路通三条上る福長町108他 平27.3.26
登録有形文化財（建造物） 速水家住宅道具蔵 中京区富小路通三条上る福長町108他 平27.3.26
登録有形文化財（建造物） 速水家住宅乾蔵 中京区富小路通三条上る福長町108他 平27.3.26
登録有形文化財（建造物） 金戒光明寺御影堂 左京区黒谷町121 平27.8.4
登録有形文化財（建造物） 金戒光明寺大方丈 左京区黒谷町121 平27.8.4
登録有形文化財（建造物） 金戒光明寺玄関 左京区黒谷町121 平27.8.4
登録有形文化財（建造物） 金戒光明寺寺門 左京区黒谷町121 平27.8.4
登録有形文化財（建造物） 金戒光明寺築地塀 左京区黒谷町121 平27.8.4

145 登録有形文化財（建造物） 紫明会館 北区小山南大野町1-3他 平27.11.17
登録有形文化財（建造物） 松村家住宅主屋 中京区六角通烏丸西入骨屋町155 平27.11.17
登録有形文化財（建造物） 松村家住宅土蔵 中京区六角通烏丸西入骨屋町155 平27.11.17

147 登録有形文化財（建造物） 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 平27.11.17
登録有形文化財（建造物） 木村家住宅主屋 上京区日暮通下立売上る天秤町598他 平28.2.25
登録有形文化財（建造物） 木村家住宅土蔵 上京区日暮通下立売上る天秤町598他 平28.2.25
登録有形文化財（建造物） 木村家住宅門及び塀 上京区日暮通下立売上る天秤町598他 平28.2.25

149 登録有形文化財（建造物） 室田家住宅主屋 左京区上高野大明神町5 平28.2.25

144

146

148

135

138

139

141

142

143

126

129

130

131

132

133

122

124

125

121
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種別 名称 所在地 告示年月日
150 登録有形文化財（建造物） 聖母女学院法人本館 伏見区深草田谷町1 平28.2.25

登録有形文化財（建造物） 慈済院本堂 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町66 平28.8.1
登録有形文化財（建造物） 慈済院庫裏 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町66 平28.8.1
登録有形文化財（建造物） 慈済院玄関廊 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町66 平28.8.1
登録有形文化財（建造物） 慈済院書院 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町66 平28.8.1
登録有形文化財（建造物） 慈済院表門 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町66 平28.8.1

153 登録有形文化財（建造物） 関西美術院 左京区岡崎南御所町41 平28.11.29
登録有形文化財（建造物） 藤野家住宅主屋 中京区高倉通竹屋町上る坂本町707 平28.11.29
登録有形文化財（建造物） 藤野家住宅土蔵 中京区高倉通竹屋町上る坂本町707 平28.11.29
登録有形文化財（建造物） 藤野家住宅門及び塀 中京区高倉通竹屋町上る坂本町707 平28.11.29
登録有形文化財（建造物） 熊谷家住宅主屋 下京区室町通五条上る坂東屋町280他 平28.11.29
登録有形文化財（建造物） 熊谷家住宅門及び塀 下京区室町通五条上る坂東屋町280他 平28.11.29

156 登録有形文化財（建造物） 旧鴻池銀行七条支店  下京区七条通新町西入夷之町704 平29.5.2
157 登録有形文化財（建造物） 旧内濱架線詰所（開化堂カフェ）  下京区河原町通七条上る住吉町352他 平29.5.2

登録有形文化財（建造物） 旧邸御室主屋 右京区御室岡ノ裾町5 平29.5.2
登録有形文化財（建造物） 旧邸御室土蔵 右京区御室岡ノ裾町5 平29.5.2
登録有形文化財（建造物） 旧邸御室茶室双庵 右京区御室岡ノ裾町5 平29.5.2
登録有形文化財（建造物） 旧邸御室待合 右京区御室岡ノ裾町5 平29.5.2
登録有形文化財（建造物） 旧邸御室門及び塀 右京区御室岡ノ裾町5 平29.5.2

159 登録有形文化財（建造物） 吉村家住宅主屋 左京区松ヶ崎雲路町6 平29.6.28
登録有形文化財（建造物） 千歳家住宅主屋  伏見区阿波橋町401他 平29.6.28
登録有形文化財（建造物） 千歳家住宅離れ 伏見区阿波橋町401他 平29.6.28
登録有形文化財（建造物） 千歳家住宅旧蔵 伏見区阿波橋町401他 平29.6.28
登録有形文化財（建造物） 千歳家住宅新蔵 伏見区阿波橋町401他 平29.6.28

161 登録有形文化財（建造物） 去木庵（長谷川家住宅離れ） 南区東九条東札辻町５番１ 平29.6.28
登録有形文化財（建造物） 上善寺本堂 北区鞍馬口通寺町東入北側上善寺門前町 平29.10.27
登録有形文化財（建造物） 上善寺書院 北区鞍馬口通寺町東入北側上善寺門前町 平29.10.27
登録有形文化財（建造物） 上善寺観音堂 北区鞍馬口通寺町東入北側上善寺門前町 平29.10.27
登録有形文化財（建造物) 上善寺山門 北区鞍馬口通寺町東入北側上善寺門前町 平29.10.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社本殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社幣殿・拝所・廻廊 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社疫神社本殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社疫神社渡殿・門・廻廊 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社神楽殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社本殿築地塀 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社拝殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社絵馬舎 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社若宮社本殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社若宮社拝殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社若宮社門・透塀 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社地主社本殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社地主社拝所・透塀 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社月読社本殿 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社月読社拝所・透塀 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社八社 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社八幡社 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社大将軍社本殿・拝所 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社日吉社 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社宗像社 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社祭器庫 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社神輿庫 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社手水舎 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社楼門 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社楼門東廻廊 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社楼門西廻廊 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社東門 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社東門南北築地塀 北区紫野今宮町21 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社御旅所権殿社 上京区大宮頭今宮御旅所前西入若宮横町 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社御旅所神輿奉安殿 上京区大宮頭今宮御旅所前西入若宮横町 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社御旅所能舞台 上京区大宮頭今宮御旅所前西入若宮横町 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 今宮神社御旅所鏡の間 上京区大宮頭今宮御旅所前西入若宮横町 平30.3.27
登録有形文化財（建造物) 岐美家住宅主屋 北区小山西大野町26他 平30.5.10
登録有形文化財（建造物) 岐美家住宅離れ 北区小山西大野町26他 平30.5.10
登録有形文化財（建造物) 岐美家住宅土蔵 北区小山西大野町26他 平30.5.10
登録有形文化財（建造物) 岐美家住宅門 北区小山西大野町26他 平30.5.10

151
登録有形文化財（建造物） 林家住宅主屋

上京区今小路通七本松西入二丁目東今小路
町751-4他

平28.8.1

登録有形文化財（建造物） 林家住宅離れ
上京区今小路通七本松西入二丁目東今小路
町751-4他

平28.8.1

162

163

164

165

152

154

155

158

160
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種別 名称 所在地 告示年月日
登録有形文化財（建造物) 智慧夢工房二九事務所主屋 南区唐橋川久保町29 平30.5.10
登録有形文化財（建造物) 智慧夢工房二九事務所土蔵 南区唐橋川久保町29 平30.5.10

167 登録有形文化財（建造物) 旧森啓次郎邸主屋 山科区日ノ岡夷谷町21-8 平30.5.10
登録有形文化財（建造物) 小川文齋家住宅主屋 東山区五条橋東六丁目502他 平30.11.2
登録有形文化財（建造物) 小川文齋家住宅土蔵 東山区五条橋東六丁目502他 平30.11.2
登録有形文化財（建造物) 小川文齋家住宅登り窯 東山区五条橋東六丁目502他 平30.11.2

169 登録有形文化財（建造物) 岩井家住宅主屋 北区雲ケ畑中津川町247 平31.3.29
170 登録有形文化財（建造物) 七条大橋 東山区下堀詰町～下京区稲荷町 平31.3.29
171 登録有形文化財（建造物) 松井家住宅主屋（旧中井産院） 伏見区深草稲荷榎木橋町9 平31.3.29
172 登録有形文化財（建造物) 高田家住宅主屋 北区出雲路立テ本町103-4 令元9.10
173 登録有形文化財（建造物) 入江家住宅主屋 上京区下立売通御前通西入堀川町528 令元9.10

別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（国の登録有形民俗文化財）
種別 名称 所在地（行政区まで） 告示年月日

1 登録有形民俗文化財
京都の郷土人形コレクション
３８４５点

右京区嵯峨鳥居本仏餉田町12 平23.3.9

166

168
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別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（市認定　京都を彩る建物や庭園）
種別 名称 所在地（行政区まで） 認定年月日

1 京都を彩る建物や庭園（認定） 一文字屋和輔 北区 平25.1.31.
2 京都を彩る建物や庭園（認定） 紙屋川庭園 北区 平25.1.31.
3 京都を彩る建物や庭園（認定） 速水　滌源居 北区 平25.1.31.
4 京都を彩る建物や庭園（認定） 萬亀楼 上京区 平25.1.31.
5 京都を彩る建物や庭園（認定） 有斐斎　弘道館 上京区 平25.1.31.
6 京都を彩る建物や庭園（認定） 真澄寺別院　流響院 左京区 平25.1.31.
7 京都を彩る建物や庭園（認定） 山ばな平八茶屋 左京区 平25.1.31.
8 京都を彩る建物や庭園（認定） 吉田山荘 左京区 平25.1.31.
9 京都を彩る建物や庭園（認定） 上村家 中京区 平25.1.31.
10 京都を彩る建物や庭園（認定） がんこ髙瀬川　二条苑 中京区 平25.1.31.
11 京都を彩る建物や庭園（認定） 柊家 中京区 平25.1.31.
12 京都を彩る建物や庭園（認定） 長楽館 東山区 平25.1.31.
13 京都を彩る建物や庭園（認定） 室賀家 山科区 平25.1.31.
14 京都を彩る建物や庭園（認定） 遠藤家 下京区 平25.1.31.
15 京都を彩る建物や庭園（認定） 龍谷大学　大宮キャンパス 下京区 平25.1.31.
16 京都を彩る建物や庭園（認定） 天使の里　霞中庵 右京区 平25.1.31.
17 京都を彩る建物や庭園（認定） 荷田春満旧宅 伏見区 平25.1.31.

18 京都を彩る建物や庭園（認定）
京都教育大学まなびの森ミュージ
アム【旧陸軍第十九旅団司令部】

伏見区 平25.1.31.

19 京都を彩る建物や庭園（認定） 小西家 伏見区 平25.1.31.
20 京都を彩る建物や庭園（認定） 聖母女学院本館 伏見区 平25.1.31.
21 京都を彩る建物や庭園（認定） 日本聖公会 桃山基督教会 伏見区 平25.1.31.
22 京都を彩る建物や庭園（認定） 山本家 伏見区 平25.1.31.
23 京都を彩る建物や庭園（認定） かざりや 北区 平25.4.30.
24 京都を彩る建物や庭園（認定） 静家 上京区 平25.4.30.
25 京都を彩る建物や庭園（認定） 青山家 左京区 平25.4.30.
26 京都を彩る建物や庭園（認定） 湯川秀樹旧宅 左京区 平25.4.30.
27 京都を彩る建物や庭園（認定） 先斗町歌舞練場 中京区 平25.4.30.
28 京都を彩る建物や庭園（認定） 十一屋　岡村家 左京区 平25.12.26.
29 京都を彩る建物や庭園（認定） 松野醤油本店 北区 平25.12.26.
30 京都を彩る建物や庭園（認定） 冨田屋 田中家 上京区 平25.12.26.
31 京都を彩る建物や庭園（認定） 聖護院 左京区 平25.12.26.
32 京都を彩る建物や庭園（認定） 青木家 中京区 平25.12.26.
33 京都を彩る建物や庭園（認定） 俵屋 中京区 平25.12.26.
34 京都を彩る建物や庭園（認定） 八幡宮 山科区 平25.12.26.
35 京都を彩る建物や庭園（認定） 長谷川家 南区 平25.12.26.
36 京都を彩る建物や庭園（認定） 井上家 右京区 平25.12.26.
37 京都を彩る建物や庭園（認定） 新居家 伏見区 平25.12.26.
38 京都を彩る建物や庭園（認定） 旧北山丸太会社倉庫 北区 平26.5.9.
39 京都を彩る建物や庭園（認定） 紫明会館 北区 平26.5.9.
40 京都を彩る建物や庭園（認定） 岩﨑家 中京区 平26.5.9.
41 京都を彩る建物や庭園（認定） 大江能楽堂 中京区 平26.5.9.
42 京都を彩る建物や庭園（認定） 藤井家 中京区 平26.5.9.

43 京都を彩る建物や庭園（認定）
京都大学大学院理学研究科付属
花山天文台

山科区 平26.5.9.

44 京都を彩る建物や庭園（認定） 伊東家 伏見区 平26.5.9.
45 京都を彩る建物や庭園（認定） 大市 上京区 平26.5.9.
46 京都を彩る建物や庭園（認定） 炭屋 中京区 平26.5.9.
47 京都を彩る建物や庭園（認定） 奥田家 山科区 平26.5.9.
48 京都を彩る建物や庭園（認定） 祇園床（松原中之町会所） 下京区 平26.5.9.
49 京都を彩る建物や庭園（認定） 井関家 北区 平27.1.19.
50 京都を彩る建物や庭園（認定） 梅辻家 北区 平27.1.19.
51 京都を彩る建物や庭園（認定） 卯瀧家 右京区 平27.1.19.
52 京都を彩る建物や庭園（認定） 玉村家 西京区 平27.1.19.
53 京都を彩る建物や庭園（認定） 増田德兵衞商店 伏見区 平27.1.19.
54 京都を彩る建物や庭園（認定） 聖ヨゼフ修道院門の家 北区 平27.5.29.
55 京都を彩る建物や庭園（認定） 鞍馬駅 左京区 平27.5.29.
56 京都を彩る建物や庭園（認定） 八瀬天満宮社 左京区 平27.5.29.
57 京都を彩る建物や庭園（認定） 八瀬比叡山口駅 左京区 平27.5.29.
58 京都を彩る建物や庭園（認定） 岡墨光堂 中京区 平27.5.29.
59 京都を彩る建物や庭園（認定） 彩雲堂 中京区 平27.5.29.

60 京都を彩る建物や庭園（認定）
ウェスティン都ホテル京都葵殿庭
園及び佳水園庭園

東山区 平27.5.29.

61 京都を彩る建物や庭園（認定） 八木家（洛東静処） 東山区 平27.5.29.
62 京都を彩る建物や庭園（認定） 杉本家住宅と杉本氏庭園 下京区 平27.5.29.
63 京都を彩る建物や庭園（認定） 中村軒 西京区 平27.5.29.
64 京都を彩る建物や庭園（認定） 山田家 伏見区 平27.5.29.
65 京都を彩る建物や庭園（認定） 霊鑑寺 左京区 平27.12.25.
66 京都を彩る建物や庭園（認定） 速水家 中京区 平27.12.25.
67 京都を彩る建物や庭園（認定） 本野精吾自邸 北区 平28.5.27.
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種別 名称 所在地（行政区まで） 認定年月日
68 京都を彩る建物や庭園（認定） ミヨシ堂 上京区 平28.5.27.
69 京都を彩る建物や庭園（認定） 南禅寺順正 左京区 平28.5.27.
70 京都を彩る建物や庭園（認定） 吉村家（松雲荘） 左京区 平28.5.27.
71 京都を彩る建物や庭園（認定） 順正清水店　五龍閣 東山区 平28.5.27.
72 京都を彩る建物や庭園（認定） 総本家ゆどうふ奥丹清水 東山区 平28.5.27.
73 京都を彩る建物や庭園（認定） 丹嘉 東山区 平28.5.27.
74 京都を彩る建物や庭園（認定） 山口家（苔香居） 西京区 平28.5.27.
75 京都を彩る建物や庭園（認定） 松井家 伏見区 平28.5.27.
76 京都を彩る建物や庭園（認定） 北村美術館四君子苑 上京区 平29.2.15.
77 京都を彩る建物や庭園（認定） 大野家 左京区 平29.2.15.
78 京都を彩る建物や庭園（認定） 駒井家 左京区 平29.2.15.
79 京都を彩る建物や庭園（認定） そば茶寮澤正 東山区 平29.2.15.
80 京都を彩る建物や庭園（認定） 森家 山科区 平29.2.15.
81 京都を彩る建物や庭園（認定） きんせ旅館 下京区 平29.2.15.
82 京都を彩る建物や庭園（認定） 田中家 下京区 平29.2.15.
83 京都を彩る建物や庭園（認定） 浄住寺 西京区 平29.2.15.
84 京都を彩る建物や庭園（認定） 岩井家 北区 平29.7.27.
85 京都を彩る建物や庭園（認定） 川端彌之助のアトリエ 左京区 平29.7.27.
86 京都を彩る建物や庭園（認定） ケーブル八瀬駅 左京区 平29.7.27.
87 京都を彩る建物や庭園（認定） かざりや鐐 中京区 平29.7.27.
88 京都を彩る建物や庭園（認定） 栗原家 山科区 平29.7.27.
89 京都を彩る建物や庭園（認定） 宝湯 伏見区 平29.7.27.
90 京都を彩る建物や庭園（認定） 長尾天満宮 伏見区 平29.7.27.
91 京都を彩る建物や庭園（認定） 岐美家 北区 平30.2.20.
92 京都を彩る建物や庭園（認定） 櫻谷文庫 北区 平30.2.20.
93 京都を彩る建物や庭園（認定） NISSHA本館 中京区 平30.2.20.
94 京都を彩る建物や庭園（認定） 旧邸御室 右京区 平30.2.20.
95 京都を彩る建物や庭園（認定） カトリック桂教会 西京区 平30.6.13.
96 京都を彩る建物や庭園（認定） かぐや姫竹御殿 西京区 平30.6.14.
97 京都を彩る建物や庭園（認定） 今宮神社 北区 平30.6.15.
98 京都を彩る建物や庭園（認定） 今宮神社御旅所 上京区 平30.6.16.
99 京都を彩る建物や庭園（認定） 大聖寺 上京区 平30.6.17.
100 京都を彩る建物や庭園（認定） 宝鏡寺 上京区 平30.6.18.
101 京都を彩る建物や庭園（認定） 西川家 左京区 平30.6.19.
102 京都を彩る建物や庭園（認定） 島津製作所創業記念資料館 中京区 平30.6.20.
103 京都を彩る建物や庭園（認定） 西島家（山茶花美術館） 中京区 平30.6.21.
104 京都を彩る建物や庭園（認定） 日下部式部家 北区 平30.10.19.
105 京都を彩る建物や庭園（認定） 高田家（博真社） 北区 平30.10.19.
106 京都を彩る建物や庭園（認定） 鷲田家 北区 平30.10.19.
107 京都を彩る建物や庭園（認定） 湯本家 上京区 平30.10.19.
108 京都を彩る建物や庭園（認定） 上田恒次家 左京区 平30.10.19.
109 京都を彩る建物や庭園（認定） 小川家 左京区 平30.10.19.
110 京都を彩る建物や庭園（認定） 旧喜多家 左京区 平30.10.19.
111 京都を彩る建物や庭園（認定） 旧建部歯科医院 左京区 平30.10.19.
112 京都を彩る建物や庭園（認定） 本田家（旧寺江家） 中京区 平30.10.19.
113 京都を彩る建物や庭園（認定） 家邊徳時計店 中京区 平30.10.19.
114 京都を彩る建物や庭園（認定） 今村家 東山区 平30.10.19.
115 京都を彩る建物や庭園（認定） 旧村井銀行七条支店 下京区 平30.10.19.
116 京都を彩る建物や庭園（認定） 朱雀分木町の町家 下京区 平30.10.19.
117 京都を彩る建物や庭園（認定） 六孫王神社 南区 平30.10.19.
118 京都を彩る建物や庭園（認定） 大原野神社 西京区 平30.10.19.
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別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧（府指定・暫定登録有形文化財建造物）
種別 名称 所在地 告示年月日

1 府暫定登録有形文化財
京都府立鳥羽高等学校管理棟
（旧京都府第二中学校本館）

南区西九条大国町 平29.9.29

2 府暫定登録有形文化財 雲林院観音堂 北区紫野雲林院町 平29.9.29
3 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社摂社奈良神社本殿 北区上賀茂本山 平29.9.29
4 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社摂社大田神社本殿 北区上賀茂本山 平29.9.29
5 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社摂社大田神社拝殿 北区上賀茂本山 平29.9.29

6 府暫定登録有形文化財
賀茂別雷神社摂社賀茂山口神社
（沢田神社）本殿

北区上賀茂本山 平29.9.29

7 府暫定登録有形文化財
賀茂別雷神社摂社賀茂山口神社
（沢田神社）拝殿

北区上賀茂本山 平29.9.29

8 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社摂社久我神社本殿 北区紫竹下竹殿町 平29.9.29
9 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社摂社久我神社拝殿 北区紫竹下竹殿町 平29.9.29

10 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社校倉 北区上賀茂本山 平29.9.29
11 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社日供門 北区上賀茂本山 平29.9.29
12 府暫定登録有形文化財 賀茂別雷神社新宮門 北区上賀茂本山 平29.9.29
13 府暫定登録有形文化財 常照寺本堂 北区鷹ケ峰北鷹ケ峰町 平29.9.29
14 府暫定登録有形文化財 常照寺経蔵 北区鷹ケ峰北鷹ケ峰町 平29.9.29
15 府暫定登録有形文化財 常照寺山門 北区鷹ケ峰北鷹ケ峰町 平29.9.29
16 府暫定登録有形文化財 真如寺法堂 北区等持院北町 平29.9.29
17 府暫定登録有形文化財 真如寺客殿及び庫裏 北区等持院北町 平29.9.29
18 府暫定登録有形文化財 真如寺総門 北区等持院北町 平29.9.29
19 府暫定登録有形文化財 等持院方丈 北区等持院北町 平29.9.29
20 府暫定登録有形文化財 等持院庫裏 北区等持院北町 平29.9.29
21 府暫定登録有形文化財 等持院鐘楼 北区等持院北町 平29.9.29
22 府暫定登録有形文化財 養徳院本堂 北区紫野大徳寺町 平29.9.29
23 府暫定登録有形文化財 養徳院玄関 北区紫野大徳寺町 平29.9.29
24 府暫定登録有形文化財 養徳院庫裏 北区紫野大徳寺町 平29.9.29
25 府暫定登録有形文化財 華光寺本堂 上京区出水通六軒町西入七番町 平29.9.29
26 府暫定登録有形文化財 華光寺鐘楼 上京区出水通六軒町西入七番町 平29.9.29
27 府暫定登録有形文化財 華光寺山門 上京区出水通六軒町西入七番町 平29.9.29
28 府暫定登録有形文化財 興徳寺本堂 上京区元誓願寺通黒門東入寺今町 平29.9.29
29 府暫定登録有形文化財 興徳寺大玄関 上京区元誓願寺通黒門東入寺今町 平29.9.29
30 府暫定登録有形文化財 慈照院客殿 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 平29.9.29
31 府暫定登録有形文化財 慈照院折玄関 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 平29.9.29
32 府暫定登録有形文化財 慈照院庫裏 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 平29.9.29
33 府暫定登録有形文化財 慈照院書院 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 平29.9.29
34 府暫定登録有形文化財 慈照院大玄関（式台） 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 平29.9.29
35 府暫定登録有形文化財 慈照院表門 上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 平29.9.29
36 府暫定登録有形文化財 長圓寺本堂 上京区笹屋町通智恵光院西入笹屋町一丁目 平29.9.29
37 府暫定登録有形文化財 長圓寺山門 上京区笹屋町通智恵光院西入笹屋町一丁目 平29.9.29
38 府暫定登録有形文化財 報恩寺本堂 上京区小川通寺之内下る射場町 平29.9.29
39 府暫定登録有形文化財 報恩寺玄関 上京区小川通寺之内下る射場町 平29.9.29
40 府暫定登録有形文化財 報恩寺庫裏 上京区小川通寺之内下る射場町 平29.9.29
41 府暫定登録有形文化財 報恩寺表門 上京区小川通寺之内下る射場町 平29.9.29
42 府暫定登録有形文化財 報恩寺石橋 上京区小川通寺之内下る射場町 平29.9.29
43 府暫定登録有形文化財 法華寺本堂 上京区御前通一条下る下堅町 平29.9.29
44 府暫定登録有形文化財 法華寺客殿 上京区御前通一条下る下堅町 平29.9.29
45 府暫定登録有形文化財 本禅寺本堂 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
46 府暫定登録有形文化財 本禅寺釈迦堂 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
47 府暫定登録有形文化財 本禅寺客殿 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
48 府暫定登録有形文化財 本禅寺中玄関 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
49 府暫定登録有形文化財 本禅寺廊下（本堂客殿間） 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
50 府暫定登録有形文化財 本禅寺廊下（釈迦堂中玄関間） 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
51 府暫定登録有形文化財 本禅寺三十番神堂 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
52 府暫定登録有形文化財 本禅寺鐘楼 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
53 府暫定登録有形文化財 本禅寺中門 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
54 府暫定登録有形文化財 本禅寺山門 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.9.29
55 府暫定登録有形文化財 本満寺鐘楼 上京区寺町通今出川上る二丁目鶴山町 平29.9.29
56 府暫定登録有形文化財 本満寺西門 上京区寺町通今出川上る二丁目鶴山町 平29.9.29
57 府暫定登録有形文化財 妙蓮寺本堂 上京区寺ノ内通大宮東入妙蓮寺前町 平29.9.29
58 府暫定登録有形文化財 妙蓮寺方丈 上京区寺ノ内通大宮東入妙蓮寺前町 平29.9.29
59 府暫定登録有形文化財 妙蓮寺表書院及び玄関 上京区寺ノ内通大宮東入妙蓮寺前町 平29.9.29
60 府暫定登録有形文化財 妙蓮寺鐘楼 上京区寺ノ内通大宮東入妙蓮寺前町 平29.9.29
61 府暫定登録有形文化財 妙蓮寺山門 上京区寺ノ内通大宮東入妙蓮寺前町 平29.9.29
62 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社本殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
63 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社祝詞 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
64 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社幣殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
65 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社東渡 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
66 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社西渡 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
67 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社御料 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
68 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社拝殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29

69 府暫定登録有形文化財
賀茂御祖神社摂社河合神社四脚
中門

左京区下鴨泉川町 平29.9.29
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70 府暫定登録有形文化財
賀茂御祖神社摂社河合神社四脚
中門東透塀

左京区下鴨泉川町 平29.9.29

71 府暫定登録有形文化財
賀茂御祖神社摂社河合神社四脚
中門西透塀

左京区下鴨泉川町 平29.9.29

72 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社河合神社高麗 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
73 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社貴布禰社本殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
74 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社末社任部社本殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
75 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社末社六社本殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
76 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社末社三塚社本殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29

77 府暫定登録有形文化財
賀茂御祖神社摂社出雲井於神社
中門

左京区下鴨泉川町 平29.9.29

78 府暫定登録有形文化財
賀茂御祖神社摂社出雲井於神社
拝殿

左京区下鴨泉川町 平29.9.29

79 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社末社井上社本殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
80 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社末社井上社須屋 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
81 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社末社相生社本殿 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
82 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社大炊殿透塀 左京区下鴨泉川町 平29.9.29
83 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社御蔭神社東本 左京区上高野東山 平29.9.29
84 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社御蔭神社西本 左京区上高野東山 平29.9.29
85 府暫定登録有形文化財 賀茂御祖神社摂社御蔭神社割拝 左京区上高野東山 平29.9.29
86 府暫定登録有形文化財 熊野神社本殿 左京区聖護院山王町 平29.9.29
87 府暫定登録有形文化財 熊野神社旧拝殿 左京区聖護院山王町 平29.9.29
88 府暫定登録有形文化財 金地院開山堂 左京区南禅寺福地町 平29.9.29
89 府暫定登録有形文化財 金地院明智門 左京区南禅寺福地町 平29.9.29
90 府暫定登録有形文化財 金地院東照宮楼門 左京区南禅寺福地町 平29.9.29
91 府暫定登録有形文化財 金地院御透門 左京区南禅寺福地町 平29.9.29
92 府暫定登録有形文化財 寂光寺鐘楼 左京区仁王門通東大路西入北門前町 平29.9.29
93 府暫定登録有形文化財 寂光寺山門 左京区仁王門通東大路西入北門前町 平29.9.29
94 府暫定登録有形文化財 善正寺鐘楼 左京区岡崎東福ノ川町 平29.9.29
95 府暫定登録有形文化財 大光寺本堂 左京区仁王門通東大路西入北門前町 平29.9.29
96 府暫定登録有形文化財 曼殊院玄関 左京区一乗寺竹ノ内町 平29.9.29
97 府暫定登録有形文化財 曼殊院護摩堂 左京区一乗寺竹ノ内町 平29.9.29
98 府暫定登録有形文化財 曼殊院上台所 左京区一乗寺竹ノ内町 平29.9.29
99 府暫定登録有形文化財 曼殊院唐門 左京区一乗寺竹ノ内町 平29.9.29

100 府暫定登録有形文化財 曼殊院表門 左京区一乗寺竹ノ内町 平29.9.29
101 府暫定登録有形文化財 曼殊院天満宮 左京区一乗寺竹ノ内町 平29.9.29
102 府暫定登録有形文化財 曼殊院弁天堂 左京区一乗寺竹ノ内町 平29.9.29
103 府暫定登録有形文化財 聞名寺本堂 左京区東大路仁王門上る北門前町 平29.9.29
104 府暫定登録有形文化財 聞名寺表門 左京区東大路仁王門上る北門前町 平29.9.29
105 府暫定登録有形文化財 八坂神社末社美御前社 東山区祇園町北側 平29.9.29
106 府暫定登録有形文化財 八坂神社末社日吉社 東山区祇園町北側 平29.9.29
107 府暫定登録有形文化財 八坂神社末社大年社 東山区祇園町北側 平29.9.29
108 府暫定登録有形文化財 八坂神社絵馬堂 東山区祇園町北側 平29.9.29
109 府暫定登録有形文化財 観智院本堂 南区八条通大宮西入下る九条町 平29.9.29
110 府暫定登録有形文化財 観智院書院 南区八条通大宮西入下る九条町 平29.9.29
111 府暫定登録有形文化財 観智院渡廊（本堂書院間） 南区八条通大宮西入下る九条町 平29.9.29
112 府暫定登録有形文化財 観智院庫裏 南区八条通大宮西入下る九条町 平29.9.29
113 府暫定登録有形文化財 観智院金剛蔵 南区八条通大宮西入下る九条町 平29.9.29
114 府暫定登録有形文化財 観智院表門（西門） 南区八条通大宮西入下る九条町 平29.9.29
115 府暫定登録有形文化財 観智院南門 南区八条通大宮西入下る九条町 平29.9.29
116 府暫定登録有形文化財 教王護国寺八島神社本殿 南区九条町 平29.9.29
117 府暫定登録有形文化財 教王護国寺夜叉神堂（雄夜叉堂） 南区九条町 平29.9.29
118 府暫定登録有形文化財 教王護国寺夜叉神堂（雌夜叉堂） 南区九条町 平29.9.29
119 府暫定登録有形文化財 教王護国寺手水屋 南区九条町 平29.9.29
120 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院毘沙門堂 南区九条町 平29.9.29
121 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院御供所 南区九条町 平29.9.29
122 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院御供所廊下 南区九条町 平29.9.29
123 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院輦庫 南区九条町 平29.9.29
124 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院鐘楼 南区九条町 平29.9.29
125 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院霊宝蔵 南区九条町 平29.9.29
126 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院一切経蔵 南区九条町 平29.9.29
127 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院平唐門 南区九条町 平29.9.29
128 府暫定登録有形文化財 教王護国寺西院四脚門 南区九条町 平29.9.29
129 府暫定登録有形文化財 教王護国寺石橋一 南区九条町 平29.9.29
130 府暫定登録有形文化財 教王護国寺石橋二 南区九条町 平29.9.29
131 府暫定登録有形文化財 旧金蓮院稲荷社 南区九条町 平29.9.29
132 府暫定登録有形文化財 旧仏乗院表門 南区九条町 平29.9.29
133 府暫定登録有形文化財 旧金剛珠院表門 南区九条町 平29.9.29
134 府暫定登録有形文化財 旧宝菩提院表門 南区九条町 平29.9.29
135 府暫定登録有形文化財 妙心寺浴鐘楼 右京区花園妙心寺町 平29.9.29
136 府暫定登録有形文化財 妙心寺大鐘楼 右京区花園妙心寺町 平29.9.29
137 府暫定登録有形文化財 妙心寺洪鐘楼 右京区花園妙心寺町 平29.9.29
138 府暫定登録有形文化財 妙心寺宝蔵 右京区花園妙心寺町 平29.9.29
139 府暫定登録有形文化財 妙心寺大方丈唐門 右京区花園妙心寺町 平29.9.29
140 府暫定登録有形文化財 松尾大社釣殿 西京区嵐山宮町 平29.9.29
141 府暫定登録有形文化財 松尾大社北廻廊 西京区嵐山宮町 平29.9.29
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142 府暫定登録有形文化財 松尾大社南廻廊 西京区嵐山宮町 平29.9.29
143 府暫定登録有形文化財 松尾大社清門 西京区嵐山宮町 平29.9.29
144 府暫定登録有形文化財 松尾大社拝殿 西京区嵐山宮町 平29.9.29
145 府暫定登録有形文化財 松尾大社楼門 西京区嵐山宮町 平29.9.29
146 府暫定登録有形文化財 松尾大社神庫 西京区嵐山宮町 平29.9.29
147 府暫定登録有形文化財 松尾大社神輿庫 西京区嵐山宮町 平29.9.29
148 府暫定登録有形文化財 真宗院方丈 伏見区深草真宗院山町 平29.9.29
149 府暫定登録有形文化財 真宗院中門 伏見区深草真宗院山町 平29.9.29
150 府暫定登録有形文化財 真宗院山門 伏見区深草真宗院山町 平29.9.29
151 府暫定登録有形文化財 報恩院本堂 伏見区醍醐東大路町 平29.9.29
152 府暫定登録有形文化財 報恩院表門 伏見区醍醐東大路町 平29.9.29
153 府暫定登録有形文化財 宝塔寺客殿 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
154 府暫定登録有形文化財 宝塔寺庫裏 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
155 府暫定登録有形文化財 宝塔寺開山廟 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
156 府暫定登録有形文化財 宝塔寺七面堂 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
157 府暫定登録有形文化財 宝塔寺鐘楼 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
158 府暫定登録有形文化財 宝塔寺仁王門 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
159 府暫定登録有形文化財 宝塔寺唐門 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
160 府暫定登録有形文化財 宝塔寺表門 伏見区深草宝塔寺山町 平29.9.29
161 府暫定登録有形文化財 理性院本堂 伏見区醍醐東大路町 平29.9.29
162 府暫定登録有形文化財 理性院客殿 伏見区醍醐東大路町 平29.9.29
163 府暫定登録有形文化財 理性院聖天堂 伏見区醍醐東大路町 平29.9.29
164 府暫定登録有形文化財 本隆寺  客殿 上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 平29.12.27
165 府暫定登録有形文化財 本隆寺  鐘楼 上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 平29.12.27
166 府暫定登録有形文化財 本隆寺  表門 上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 平29.12.27
167 府暫定登録有形文化財 本隆寺  東門 上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 平29.12.27
168 府暫定登録有形文化財 本隆寺  西門 上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 平29.12.27
169 府暫定登録有形文化財 廬山寺  客殿 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
170 府暫定登録有形文化財 廬山寺  御尊牌殿 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
171 府暫定登録有形文化財 廬山寺  大玄関 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
172 府暫定登録有形文化財 廬山寺  元三大師堂 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
173 府暫定登録有形文化財 廬山寺  鐘楼堂 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
174 府暫定登録有形文化財 廬山寺  手水屋 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
175 府暫定登録有形文化財 廬山寺  高麗門 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
176 府暫定登録有形文化財 廬山寺  薬医門 上京区寺町通広小路上る北之辺町 平29.12.27
177 府暫定登録有形文化財 栄摂院  本堂 左京区黒谷町 平29.12.27
178 府暫定登録有形文化財 栄摂院  唐門 左京区黒谷町 平29.12.27
179 府暫定登録有形文化財 栄摂院  表門 左京区黒谷町 平29.12.27
180 府暫定登録有形文化財 光福寺  本堂 左京区田中上柳町 平29.12.27
181 府暫定登録有形文化財 光福寺  鐘楼 左京区田中上柳町 平29.12.27
182 府暫定登録有形文化財 光福寺  山門 左京区田中上柳町 平29.12.27
183 府暫定登録有形文化財 金光院  旧玄関 左京区黒谷町 平29.12.27
184 府暫定登録有形文化財 金光院  表門 左京区黒谷町 平29.12.27
185 府暫定登録有形文化財 金地院  大門 左京区南禅寺福地町 平29.12.27
186 府暫定登録有形文化財 金地院  東照宮北門 左京区南禅寺福地町 平29.12.27
187 府暫定登録有形文化財 金地院  下乗門 左京区南禅寺福地町 平29.12.27
188 府暫定登録有形文化財 西翁院  本堂 左京区黒谷町 平29.12.27
189 府暫定登録有形文化財 西翁院  唐門 左京区黒谷町 平29.12.27
190 府暫定登録有形文化財 聖護院  宸殿 左京区聖護院中町 平29.12.27
191 府暫定登録有形文化財 聖護院  渡廊下 左京区聖護院中町 平29.12.27
192 府暫定登録有形文化財 聖護院  広間 左京区聖護院中町 平29.12.27
193 府暫定登録有形文化財 聖護院  玄関 左京区聖護院中町 平29.12.27
194 府暫定登録有形文化財 聖護院  学問所 左京区聖護院中町 平29.12.27
195 府暫定登録有形文化財 聖護院  表門 左京区聖護院中町 平29.12.27
196 府暫定登録有形文化財 聖護院  番所 左京区聖護院中町 平29.12.27
197 府暫定登録有形文化財 正定院  本堂 左京区田中下柳町 平29.12.27
198 府暫定登録有形文化財 専念寺  本堂 左京区西寺町仁王門上る正往寺町 平29.12.27
199 府暫定登録有形文化財 専念寺  座敷 左京区西寺町仁王門上る正往寺町 平29.12.27
200 府暫定登録有形文化財 専念寺  庫裡 左京区西寺町仁王門上る正往寺町 平29.12.27
201 府暫定登録有形文化財 専念寺  山門 左京区西寺町仁王門上る正往寺町 平29.12.27
202 府暫定登録有形文化財 頂妙寺  本堂 左京区仁王門通新麸屋町西入大菊町 平29.12.27
203 府暫定登録有形文化財 頂妙寺  祖師堂 左京区仁王門通新麸屋町西入大菊町 平29.12.27
204 府暫定登録有形文化財 頂妙寺  鐘楼 左京区仁王門通新麸屋町西入大菊町 平29.12.27
205 府暫定登録有形文化財 頂妙寺  仁王門 左京区仁王門通新麸屋町西入大菊町 平29.12.27
206 府暫定登録有形文化財 頂妙寺  表門 左京区仁王門通新麸屋町西入大菊町 平29.12.27
207 府暫定登録有形文化財 妙傳寺  本堂 左京区東大路二条下る北門前町 平29.12.27
208 府暫定登録有形文化財 妙傳寺  御真骨堂 左京区東大路二条下る北門前町 平29.12.27
209 府暫定登録有形文化財 妙傳寺  客殿及び書院 左京区東大路二条下る北門前町 平29.12.27
210 府暫定登録有形文化財 妙傳寺  鐘楼堂 左京区東大路二条下る北門前町 平29.12.27
211 府暫定登録有形文化財 妙傳寺  表門 左京区東大路二条下る北門前町 平29.12.27
212 府暫定登録有形文化財 要法寺  本堂 左京区新高倉通孫橋上ル法皇寺町 平29.12.27
213 府暫定登録有形文化財 要法寺  開山堂 左京区新高倉通孫橋上ル法皇寺町 平29.12.27
214 府暫定登録有形文化財 要法寺  鐘楼 左京区新高倉通孫橋上ル法皇寺町 平29.12.27
215 府暫定登録有形文化財 要法寺  表門 左京区新高倉通孫橋上ル法皇寺町 平29.12.27
216 府暫定登録有形文化財 要法寺  西門 左京区新高倉通孫橋上ル法皇寺町 平29.12.27
217 府暫定登録有形文化財 要法寺  薬医門 左京区新高倉通孫橋上ル法皇寺町 平29.12.27
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218 府暫定登録有形文化財 要法寺  救済橋 左京区新高倉通孫橋上ル法皇寺町 平29.12.27
219 府暫定登録有形文化財 瑞泉寺  本堂 中京区木屋町通三条下る石屋町 平29.12.27
220 府暫定登録有形文化財 壬生寺  一夜天神堂 中京区壬生梛ノ宮町 平29.12.27
221 府暫定登録有形文化財 壬生寺  鐘楼 中京区壬生梛ノ宮町 平29.12.27
222 府暫定登録有形文化財 壬生寺  表門 中京区壬生梛ノ宮町 平29.12.27
223 府暫定登録有形文化財 壬生寺  南門 中京区壬生梛ノ宮町 平29.12.27
224 府暫定登録有形文化財 安祥院  本堂 東山区五条通東大路東入遊行前町 平29.12.27
225 府暫定登録有形文化財 安祥院  地蔵堂 東山区五条通東大路東入遊行前町 平29.12.27
226 府暫定登録有形文化財 安祥院  山門 東山区五条通東大路東入遊行前町 平29.12.27
227 府暫定登録有形文化財 安養寺  本堂 東山区八坂鳥居前東入円山町 平29.12.27
228 府暫定登録有形文化財 新日吉神宮  本殿 東山区妙法院前側町 平29.12.27
229 府暫定登録有形文化財 新日吉神宮  東神門 東山区妙法院前側町 平29.12.27
230 府暫定登録有形文化財 新日吉神宮  楼門 東山区妙法院前側町 平29.12.27
231 府暫定登録有形文化財 戒光寺  本堂 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
232 府暫定登録有形文化財 戒光寺  表門 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
233 府暫定登録有形文化財 桂昌院  本堂 東山区本町十五丁目 平29.12.27
234 府暫定登録有形文化財 桂昌院  庫裏 東山区本町十五丁目 平29.12.27
235 府暫定登録有形文化財 桂昌院  表門 東山区本町十五丁目 平29.12.27
236 府暫定登録有形文化財 金剛寺  本堂 東山区三条通白川橋東入五軒町 平29.12.27
237 府暫定登録有形文化財 金剛寺  観音堂 東山区三条通白川橋東入五軒町 平29.12.27
238 府暫定登録有形文化財 金剛寺  本堂 東山区下河原通四丁目金園町 平29.12.27
239 府暫定登録有形文化財 正法寺  本堂 東山区清閑寺霊山町 平29.12.27
240 府暫定登録有形文化財 正法寺  表門 東山区清閑寺霊山町 平29.12.27
241 府暫定登録有形文化財 勝林寺  本堂 東山区本町十五丁目 平29.12.27
242 府暫定登録有形文化財 勝林寺  手水舎 東山区本町十五丁目 平29.12.27
243 府暫定登録有形文化財 青蓮院  宸殿 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
244 府暫定登録有形文化財 青蓮院  広間 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
245 府暫定登録有形文化財 青蓮院  大玄関 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
246 府暫定登録有形文化財 青蓮院  本堂（熾盛光堂） 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
247 府暫定登録有形文化財 青蓮院  小御所 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
248 府暫定登録有形文化財 青蓮院  華頂殿 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
249 府暫定登録有形文化財 青蓮院  旧玄関 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
250 府暫定登録有形文化財 青蓮院  鐘楼 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
251 府暫定登録有形文化財 青蓮院  日吉社 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
252 府暫定登録有形文化財 青蓮院  表門 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
253 府暫定登録有形文化財 青蓮院  長屋門 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
254 府暫定登録有形文化財 青蓮院  高麗門 東山区粟田口三条坊町 平29.12.27
255 府暫定登録有形文化財 新善光寺  本堂 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
256 府暫定登録有形文化財 新善光寺  客殿 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
257 府暫定登録有形文化財 新善光寺  玄関 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
258 府暫定登録有形文化財 新善光寺  表門 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
259 府暫定登録有形文化財 新善光寺  中門 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
260 府暫定登録有形文化財 西福寺  本堂 東山区松原通大和大路東入西轆轤町 平29.12.27
261 府暫定登録有形文化財 大蔵寺  本堂 東山区三条通大橋東入二丁目 平29.12.27
262 府暫定登録有形文化財 大蔵寺  表門 東山区三条通大橋東入二丁目 平29.12.27
263 府暫定登録有形文化財 智積院  明王殿（不動堂） 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平29.12.27
264 府暫定登録有形文化財 智積院  大書院 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平29.12.27
265 府暫定登録有形文化財 智積院  本坊（庫裏） 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平29.12.27
266 府暫定登録有形文化財 智積院  総門 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平29.12.27
267 府暫定登録有形文化財 智積院  唐門 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平29.12.27
268 府暫定登録有形文化財 智積院  中門 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町 平29.12.27
269 府暫定登録有形文化財 悲田院  本堂 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
270 府暫定登録有形文化財 悲田院  山門 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
271 府暫定登録有形文化財 佛光寺本廟  本堂 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
272 府暫定登録有形文化財 佛光寺本廟  御廟所 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
273 府暫定登録有形文化財 佛光寺本廟  御廟所拝所 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
274 府暫定登録有形文化財 佛光寺本廟  鐘楼 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
275 府暫定登録有形文化財 佛光寺本廟  山門 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
276 府暫定登録有形文化財 霊洞院  本堂（方丈） 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 平29.12.27
277 府暫定登録有形文化財 霊洞院  書院 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 平29.12.27
278 府暫定登録有形文化財 霊洞院  玄関 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 平29.12.27
279 府暫定登録有形文化財 霊洞院  表門 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 平29.12.27
280 府暫定登録有形文化財 安井金比羅宮  本殿 東山区東大路松原上る下弁天町 平29.12.27
281 府暫定登録有形文化財 安井金比羅宮  絵馬堂 東山区東大路松原上る下弁天町 平29.12.27
282 欠番 来迎院  荒神堂（府指定のため） 東山区泉涌寺山内町 平29.12.27
283 府暫定登録有形文化財 良恩寺  地蔵堂 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
284 府暫定登録有形文化財 良恩寺  鐘楼 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
285 府暫定登録有形文化財 良恩寺  鎮守稲荷社 東山区粟田口鍛冶町 平29.12.27
286 府暫定登録有形文化財 岩屋神社  本殿 山科区大宅中小路町 平29.12.27
287 府暫定登録有形文化財 三之宮  本殿 山科区東野八反畑町 平29.12.27
288 府暫定登録有形文化財 大乗院  本堂 山科区小野御霊町 平29.12.27
289 府暫定登録有形文化財 諸羽神社  本殿 山科区四ノ宮中在寺町 平29.12.27
290 府暫定登録有形文化財 山科別院長福寺  本堂 山科区竹鼻サイカシ町 平29.12.27
291 府暫定登録有形文化財 山科別院長福寺  鐘楼 山科区竹鼻サイカシ町 平29.12.27
292 府暫定登録有形文化財 山科別院長福寺  太鼓楼 山科区竹鼻サイカシ町 平29.12.27
293 府暫定登録有形文化財 山科別院長福寺  山門（南門） 山科区竹鼻サイカシ町 平29.12.27
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294 府暫定登録有形文化財 上徳寺  本堂 下京区富小路通五条下る本塩竃町 平29.12.27
295 府暫定登録有形文化財 上徳寺  地蔵堂 下京区富小路通五条下る本塩竃町 平29.12.27
296 府暫定登録有形文化財 上徳寺  山門 下京区富小路通五条下る本塩竃町 平29.12.27
297 府暫定登録有形文化財 嘉祥寺  本堂 伏見区深草坊町 平29.12.27
298 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  絵馬堂 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
299 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  九所殿及び能舞台 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
300 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  拝所及び廊下 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
301 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  末社東照宮本殿 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
302 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  末社東照宮拝殿 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
303 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  末社東照宮透塀門 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
304 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  末社太神宮本殿 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
305 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  末社太神宮拝殿 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
306 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  土蔵（旧御輿蔵） 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
307 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  手水舎 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
308 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  旧手水舎 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
309 府暫定登録有形文化財 御香宮神社  北門 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
310 府暫定登録有形文化財 天満宮社  本殿 伏見区御香宮門前町 平29.12.27
311 府暫定登録有形文化財 天満宮社  末社厳島社 伏見区御香宮門前町 平29.12.27

312 府暫定登録有形文化財
天満宮社  末社老松社、白太夫
社及び紅梅殿

伏見区御香宮門前町 平29.12.27

313 府暫定登録有形文化財 本教寺  本堂 伏見区東大手町 平29.12.27
314 府暫定登録有形文化財 本教寺  妙見堂 伏見区東大手町 平29.12.27

315 府暫定登録有形文化財 本教寺  鐘楼 伏見区東大手町 平29.12.27

316 府暫定登録有形文化財 本教寺  表門 伏見区東大手町 平29.12.27

317 府暫定登録有形文化財 黄梅院書院 京都市北区紫野大徳寺町83の１ 平30.3.23
318 府暫定登録有形文化財 黄梅院鐘楼 京都市北区紫野大徳寺町83の１ 平30.3.23
319 府暫定登録有形文化財 黄梅院表門 京都市北区紫野大徳寺町83の１ 平30.3.23
320 府暫定登録有形文化財 京都府立鴨沂高等学校正門 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 平30.3.23
321 府暫定登録有形文化財 北野天満宮校倉 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
322 府暫定登録有形文化財 北野天満宮北門 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
323 府暫定登録有形文化財 北野天満宮手水舎（南） 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
324 府暫定登録有形文化財 北野天満宮手水舎（北） 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
325 府暫定登録有形文化財 北野天満宮火之御子社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
326 府暫定登録有形文化財 北野天満宮白太夫神社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
327 府暫定登録有形文化財 北野天満宮文子天満宮本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
328 府暫定登録有形文化財 北野天満宮地主神社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
329 府暫定登録有形文化財 北野天満宮老松社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
330 府暫定登録有形文化財 北野天満宮十二社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
331 府暫定登録有形文化財 北野天満宮八社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
332 府暫定登録有形文化財 北野天満宮七社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
333 府暫定登録有形文化財 北野天満宮四社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
334 府暫定登録有形文化財 北野天満宮神明社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
335 府暫定登録有形文化財 北野天満宮一夜松社本殿 京都市上京区馬喰町 平30.3.23
336 府暫定登録有形文化財 聴松院本堂 京都市左京区南禅寺福地町86の15 平30.3.23
337 府暫定登録有形文化財 聴松院正門 京都市左京区南禅寺福地町86の15 平30.3.23
338 府暫定登録有形文化財 聴松院石橋 京都市左京区南禅寺福地町86の15 平30.3.23
339 府暫定登録有形文化財 南禅院客殿 京都市左京区南禅寺福地町86 平30.3.23
340 府暫定登録有形文化財 法然院本堂 京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町30 平30.3.23
341 府暫定登録有形文化財 法然院方丈 京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町30 平30.3.23
342 府暫定登録有形文化財 法然院経蔵 京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町30 平30.3.23
343 府暫定登録有形文化財 法然院鐘楼堂 京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町30 平30.3.23
344 府暫定登録有形文化財 法然院鎮守社 京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町30 平30.3.23
345 府暫定登録有形文化財 瑞泉寺書院 京都市中京区木屋町通三条下る石屋町114 平30.3.23
346 府暫定登録有形文化財 瑞泉寺玄関 京都市中京区木屋町通三条下る石屋町114 平30.3.23
347 府暫定登録有形文化財 安祥院鐘楼 京都市東山区五条通東大路東入遊行前町 平30.3.23
348 府暫定登録有形文化財 海藏院客殿 京都市東山区本町15丁目794 平30.3.23
349 府暫定登録有形文化財 海藏院玄関 京都市東山区本町15丁目794 平30.3.23
350 府暫定登録有形文化財 海藏院表門 京都市東山区本町15丁目794 平30.3.23
351 府暫定登録有形文化財 海藏院番所 京都市東山区本町15丁目794 平30.3.23
352 府暫定登録有形文化財 正林寺本堂 京都市東山区渋谷通東大路東入３丁目上馬 平30.3.23
353 府暫定登録有形文化財 正林寺阿弥陀堂 京都市東山区渋谷通東大路東入３丁目上馬 平30.3.23
354 府暫定登録有形文化財 正林寺鐘楼 京都市東山区渋谷通東大路東入３丁目上馬 平30.3.23
355 府暫定登録有形文化財 正林寺三門 京都市東山区渋谷通東大路東入３丁目上馬 平30.3.23
356 府暫定登録有形文化財 同聚院五大堂 京都市東山区本町15丁目799 平30.3.23
357 府暫定登録有形文化財 隨心院本堂 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
358 府暫定登録有形文化財 隨心院表書院 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
359 府暫定登録有形文化財 隨心院大玄関 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
360 府暫定登録有形文化財 隨心院奥書院 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
361 府暫定登録有形文化財 隨心院庫裡 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
362 府暫定登録有形文化財 隨心院薬医門 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
363 府暫定登録有形文化財 隨心院總門 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
364 府暫定登録有形文化財 隨心院中門 京都市山科区小野御霊町35 平30.3.23
365 府暫定登録有形文化財 法嚴寺本堂 京都市山科区音羽南谷町１ 平30.3.23
366 府暫定登録有形文化財 山科別院長福寺御殿 京都市山科区竹鼻サイカシ町13の17 平30.3.23
367 府暫定登録有形文化財 山科別院長福寺御茶所 京都市山科区竹鼻サイカシ町13の17 平30.3.23
368 府暫定登録有形文化財 山科別院長福寺大玄関 京都市山科区竹鼻サイカシ町13の17 平30.3.23

別表-39



種別 名称 所在地 告示年月日
369 府暫定登録有形文化財 菅大臣神社本殿 京都市下京区仏光寺通新町西入菅大臣町 平30.3.23
370 府暫定登録有形文化財 菱妻神社本殿 京都市南区久世築山町367 平30.3.23
371 府暫定登録有形文化財 玉龍院霊屋 京都市右京区花園大薮町18 平30.3.23
372 府暫定登録有形文化財 玉龍院庫裏 京都市右京区花園大薮町18 平30.3.23
373 府暫定登録有形文化財 玉龍院表門 京都市右京区花園大薮町18 平30.3.23
374 府暫定登録有形文化財 弘源寺本堂 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町65 平30.3.23
375 府暫定登録有形文化財 弘源寺山門 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町65 平30.3.23
376 府暫定登録有形文化財 西寿寺本堂 京都市右京区鳴滝泉谷町16 平30.3.23
377 府暫定登録有形文化財 西寿寺鐘楼 京都市右京区鳴滝泉谷町16 平30.3.23
378 府暫定登録有形文化財 西寿寺三光石神社 京都市右京区鳴滝泉谷町16 平30.3.23
379 府暫定登録有形文化財 松巌寺本堂 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町67 平30.3.23
380 府暫定登録有形文化財 松巌寺玄関 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町67 平30.3.23
381 府暫定登録有形文化財 松巌寺山門 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町67 平30.3.23
382 府暫定登録有形文化財 常照皇寺本堂（怡雲庵） 京都市右京区京北井戸町丸山14の６ 平30.3.23
383 府暫定登録有形文化財 常照皇寺方丈 京都市右京区京北井戸町丸山14の６ 平30.3.23
384 府暫定登録有形文化財 常照皇寺鐘楼 京都市右京区京北井戸町丸山14の６ 平30.3.23
385 府暫定登録有形文化財 常照皇寺勅使門 京都市右京区京北井戸町丸山14の６ 平30.3.23
386 府暫定登録有形文化財 常照皇寺勅額門 京都市右京区京北井戸町丸山14の６ 平30.3.23
387 府暫定登録有形文化財 常照皇寺香積門 京都市右京区京北井戸町丸山14の６ 平30.3.23
388 府暫定登録有形文化財 常照皇寺総門 京都市右京区京北井戸町丸山14の６ 平30.3.23
389 府暫定登録有形文化財 大通院霊屋 京都市右京区花園妙心寺町50 平30.3.23
390 府暫定登録有形文化財 大通院表門 京都市右京区花園妙心寺町50 平30.3.23
391 府暫定登録有形文化財 通玄院本堂 京都市右京区花園妙心寺町38 平30.3.23
392 府暫定登録有形文化財 通玄院庫裏 京都市右京区花園妙心寺町38 平30.3.23
393 府暫定登録有形文化財 通玄院表門 京都市右京区花園妙心寺町38 平30.3.23
394 府暫定登録有形文化財 鹿王院本堂 京都市右京区嵯峨北堀町24 平30.3.23
395 府暫定登録有形文化財 鹿王院舎利殿 京都市右京区嵯峨北堀町24 平30.3.23
396 府暫定登録有形文化財 鹿王院庫裏 京都市右京区嵯峨北堀町24 平30.3.23
397 府暫定登録有形文化財 鹿王院山門 京都市右京区嵯峨北堀町24 平30.3.23
398 府暫定登録有形文化財 鹿王院中門 京都市右京区嵯峨北堀町24 平30.3.23
399 府暫定登録有形文化財 法金剛院礼堂（旧本堂） 京都市右京区花園扇野町49 平30.3.23
400 府暫定登録有形文化財 法金剛院経蔵 京都市右京区花園扇野町49 平30.3.23
401 府暫定登録有形文化財 法金剛院鐘楼 京都市右京区花園扇野町49 平30.3.23
402 府暫定登録有形文化財 覚勝院本堂 京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町２ 平30.3.23
403 府暫定登録有形文化財 覚勝院表門 京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町２ 平30.3.23
404 府暫定登録有形文化財 大歳神社本殿 京都市西京区大原野灰方町575 平30.3.23
405 府暫定登録有形文化財 勝持寺阿弥陀堂 京都市西京区大原野南春日町1194 平30.3.23
406 府暫定登録有形文化財 勝持寺不動堂 京都市西京区大原野南春日町1194 平30.3.23
407 府暫定登録有形文化財 勝持寺仁王門 京都市西京区大原野南春日町1194 平30.3.23
408 府暫定登録有形文化財 海宝寺本堂 京都市伏見区桃山町正宗20 平30.3.23
409 府暫定登録有形文化財 海宝寺客殿 京都市伏見区桃山町正宗20 平30.3.23
410 府暫定登録有形文化財 海宝寺祠堂 京都市伏見区桃山町正宗20 平30.3.23
411 府暫定登録有形文化財 海宝寺山門 京都市伏見区桃山町正宗20 平30.3.23
412 府暫定登録有形文化財 光徳寺本堂 京都市伏見区三栖町１丁目779 平30.3.23
413 府暫定登録有形文化財 妙法院本堂 京都市東山区妙法院前側町 平3１.2.１
414 府暫定登録有形文化財 妙法院白書院 京都市東山区妙法院前側町 平3１.2.１
415 府暫定登録有形文化財 妙法院御座の間 京都市東山区妙法院前側町 平3１.2.１
416 府暫定登録有形文化財 妙法院唐門 京都市東山区妙法院前側町 平3１.2.１
417 府暫定登録有形文化財 妙法院表門 京都市東山区妙法院前側町 平3１.2.１
418 府暫定登録有形文化財 両足院客殿 京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小 平3１.2.１
419 府暫定登録有形文化財 両足院玄関 京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小 平3１.2.１
420 府暫定登録有形文化財 両足院表門 京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小 平3１.2.１
421 府暫定登録有形文化財 本願寺山科別院本堂 京都市山科区東野狐藪町 平3１.2.１
422 府暫定登録有形文化財 本願寺山科別院中宗堂 京都市山科区東野狐藪町 平3１.2.１
423 府暫定登録有形文化財 本願寺山科別院渡廊下 京都市山科区東野狐藪町 平3１.2.１
424 府暫定登録有形文化財 本願寺山科別院正門 京都市山科区東野狐藪町 平3１.2.１
425 府暫定登録有形文化財 本願寺山科別院北門 京都市山科区東野狐藪町 平3１.2.１
426 府暫定登録有形文化財 本願寺山科別院鐘楼 京都市山科区東野狐藪町 平3１.2.１
427 府暫定登録有形文化財 本願寺山科別院手水舎 京都市山科区東野狐藪町 平3１.2.１
428 府暫定登録有形文化財 高山寺金堂 京都市右京区梅ケ畑栂尾町 平3１.2.１
429 府暫定登録有形文化財 高山寺開山堂 京都市右京区梅ケ畑栂尾町 平3１.2.１
430 府暫定登録有形文化財 曇華院本堂 京都市右京区嵯峨北堀町 平3１.2.１
431 府暫定登録有形文化財 曇華院鐘楼 京都市右京区嵯峨北堀町 平3１.2.１
432 府暫定登録有形文化財 曇華院表門 京都市右京区嵯峨北堀町 平3１.2.１
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