
■認定歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

市町村名： 京都市

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

表紙 表紙 認定年月の変更 時点修正
P総－3 P総－3 ウ　景観に関する計画＜京都市景観計画＞の内容に追記 時点修正
P総－8 P総－8 H26年3月の変更認定よりあとの経過を追加 時点修正
P総－9 H26年3月の変更認定よりあとの経過を追加 時点修正
P総－15 P総－15 庁内連絡体制の変更 組織体制の変更に伴う修正

P1－36 P1－36
（5）文化財の分布　ア　京都市重要文化財建造物等の概要　記
載日及び建造物件数の変更

時点修正

P1－38 P1－38
（5）文化財の分布　イ　京都市の重要文化財建造物等以外の文
化財の概要　記載日の変更及び建造物件数の変更

時点修正

P1－39 P1－39
図1－19　京都市の府・市指定文化財の分布　の文化財プロット
図の変更

時点修正

P1－40 P1－40
図1－20　京都市における国の登録有形文化財（建造物）の分布
の文化財プロット図の変更

時点修正

P3-9 P3-9 界わい景観整備地区の追加 時点修正

P3-30,31 P3-30,31
（３）　実現のための方策  ア歴史的建造物等に対する既存の保
全制度や取組の継続・拡充  の内容修正 時点修正

P3-32 P3-32 先斗町地区で取り組むまちづくりの内容の修正 時点修正

P4－7 P4－7
図4－3「国の登録有形文化財（建造物）の分布」と重点区域　の
文化財プロット図の変更

時点修正

P4－8 P4－8
図4－4「府・市指定文化財等の分布」と重点区域　の文化財プ
ロット図の変更

時点修正

P4－9 P4－9
図4-5　「美観地区，美観形成地区及び建造物修景地区に関する
指定概要図」と重点区域　の景観規制地図の変更

時点修正

P4－10 P4－10 時点修正時の年月の変更 時点修正
P4－12 P4－12 先斗町界わい景観整備地区の追加 時点修正
P4－13 P4－13 図4-7　「景観規制図」と重点区域　の景観規制地図の変更 時点修正
P4-17 P4-17 国指定文化財の指定件数の変更 時点修正
P4-19 P4-19 国指定選定以外の文化財の指定件数の変更，文言変更 時点修正，誤記修正
P4-20 P4-20 景観法，市条例関連の指定件数の変更 誤記修正
P4-24 P4-24 国指定文化財の指定件数の変更 時点修正
P4-25 P4-25 界わい景観整備地区数の変更 時点修正
P4-29 P4-29 国指定文化財の指定件数の変更 時点修正

様式１ 



変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

P4-30 P4-30
国指定以外の文化財，景観法，市条例関連の指定件数の指定
件数の変更

時点修正

P4-34 P4-34 ウ　国指定以外の指定文化財 誤記修正
P4-35 P4-35 景観法，市条例関連の指定件数の変更 時点修正

P5－7 P5－7
図5-2　景観地区，建造物修景地区，風致地区と重点区域　の景
観規制地図の変更

時点修正

P5-10 P5-10
３　古都保存行政と連携　歴史的風土特別保存地区の土地買入
面積の変更

時点修正

P6-2 P6-2
⑴　文化財の保存・活用の現況と今後の方針　建造物の指定に
ついて内容追加

時点修正

P6-9 P6-9

２　重点区域に関する事項　⑴　文化財の保存・活用の現況と今
後の具体的な計画の内容に，京都岡崎の文化的景観に関する
記述を追記

時点修正

P6-10 P6-10 旧三井家下鴨別邸主屋他保存修理事業 時点修正

P6-11 P6-11
京都市指定登録文化財修理等助成事業，伝統的建造物群保存事業，
歴史的町並み再生事業　ページ番号の変更

時点修正

P7-9 P7-9 ア無電柱化等事業　事業期間，備考の追加 時点修正，新規事業に伴う追加
P7-10 P7-10 ア無電柱化等事業　事業区域の追加 時点修正
P7-19 P7-19 ウ　観光地交通対策　事業名 誤記修正

P7-26 P7-26 名勝円山公園再整備事業の追加 時点修正

P7-27 P7-27
ア　文化財の保存事業　旧三井家下鴨別邸主屋他保存修理事業　事業
期間の変更

時点修正

P7-29 P7-29 京都市指定登録文化財修理等助成事業 誤記修正

P7-31 P7-30，31
イ　京都市市街地景観整備条例に基づく修理・修景助成事業―１　事業
期間

誤記修正

P7-32 P7-31，32
ウ　京都市市街地景観整備条例に基づく修理・修景助成事業―２　事
業期間

誤記修正

P7-33 P7-32，33
ウ　京都市市街地景観整備条例に基づく修理・修景助成事業―２　界
わい景観整備地区の追加

時点修正

P7-34 P7-33，34

・ウ　京都市市街地景観整備条例に基づく修理・修景助成事業―２　文
章の変更
・エ　京都市市街地景観整備条例に基づく修理・修景助成事業―３　事
業期間

・時点修正
・誤記修正
・誤記修正

P7-35 P7-34，35 カ　歴史的風致形成建造物の修理・修景助成事業　事業期間 誤記修正

P7-45 P7-45 京町家等耐震改修助成事業　備考の変更 時点修正

P7-46 P7-46
・まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援事業　備考の変
更

・時点修正
・時点修正



変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

P7-47
・サ　京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業
・京町家まちづくり調査

・新規事業に伴う追加
・時点修正

P7-48 P7-47，48
未指定文化財庭園の調査，京都市民が残したいと思う京都を彩る建物
や庭園制度

時点修正

P7-49 P7-48，49
・空き家対策推進事業　備考
・歴史的景観の保全に関する検証事業

・表現修正
・時点修正

P7-50 P7-49，50 京町家魅力発信事業 時点修正

P7-53 P7-53 ⑶　良好な景観の誘導  事業名の変更 時点修正

P7-54 「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度 新規事業に伴う追加
P7-57～59 京都市美術館再整備事業 新規事業に伴う追加

P7-66 P7-65 (ｵ) 京もの市場の開拓　事業期間 時点修正

P8-13 梨木神社の追加 新規指定に伴う追加
P8-13 下御霊神社の追加 新規指定に伴う追加
P8-14 P8-14 愛染工房写真の添付 新規指定に伴う追加
P8-14 P8-13 壽ビルディング写真の添付 新規指定に伴う追加
P8-14 P8-14 谷村邸写真の添付 新規指定に伴う追加
P8-14 釖菱弥の追加 新規指定に伴う追加
P8-14 圓通寺の追加 新規指定に伴う追加
P8-14 伊藤喜商店・無量子庵の追加 新規指定に伴う追加
P8-15 青木邸の追加 新規指定に伴う追加
P8-15 四条町大船鉾会所の追加 指定候補の追加
P8-15 臥月亭の追加 指定候補の追加
P8-15 西方尼寺・本光院の追加 指定候補の追加
P8-15 柊家旅館の追加 指定候補の追加
P8-15 柊家別館の追加 指定候補の追加
P8-16 塩芳軒の追加 指定候補の追加
P8-16 大野邸の追加 指定候補の追加
P8-16 町宿枩邑の追加 指定候補の追加

P資料-14 P資料-14
上京小川歴史的景観保全修景地区から先斗町界わい景観整備地区に
写真を変更

時点修正

P資料-15 美術館正面，琵琶湖疏水の写真追加 新規事業追加に伴う変更
P別表-20 P別表-20 方広寺 誤記修正

P別表-21 P別表-21 寺戸大塚古墳の追加 指定追加に伴う変更
P別表-24～
41

P別表-24
～41

種別 誤記修正

P別表-29 正傅永源院本堂 府中門 指定追加に伴う変更



変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

P別表-44 P別表-44
・中井の庭，怡園
・番号修正
・別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧

・指定追加に伴う変更
・指定追加に伴う変更
・誤記修正

P別表-45 P別表-45 別表２　京都市の重要文化財等以外の文化財の一覧 誤記修正

P別表-59 藤田家，速水家，金戒光明寺，紫明会館，松村家，壽ビルディング 指定追加に伴う変更


