
■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

全体 全体 西暦の記載変更等 記載方法の変更

P総－8 P8 H25年3月の変更認定以降の経過を追加 時点修正

P総－11 P11 （2）計画の実施・推進体制の変更 会の設置要綱改正に伴う時点修正

P総－12 P12 歴史的風致維持向上計画の推進・実施体制図の会議名称の変更 会の設置要綱改正に伴う時点修正

P総－15 P15 庁内連絡体制の変更 組織体制の変更に伴う時点修正

P1－1～ P16～ ルビの変更 記載方法の変更

P1－36 P51
（5）文化財の分布　ア　京都市重要文化財建造物等の概要　記載日の
変更

時点修正

P1－38 P53
（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　記載日の変更及び件数の変更

時点修正

P1－39 P54
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 P55
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

P2－22 P76 (ｲ)春（3月～6月）aやすらい祭の修正 誤記修正

P2－47 P99 京都の主な祭礼と年中行事　表の修正 記載表現の変更

P2－48 P100 京都の主な祭礼と年中行事　表の修正 誤記修正等

P2－54 P106 (ｲ)自治の始まりと町式目の成立の修正 誤記修正

P2－59 P111 (ｲ)京町家の知恵：地域とのかかわりの修正 誤記修正

P2－85 P136 (ｱ)上七軒　の変更 記載表現の変更

P2－86 P137 (ｲ)祇園甲部　の変更 記載表現の変更

P2－88 P139 (ｳ)祇園東　の変更 記載表現の変更

P2－89 P140 (ｵ)先斗町の変更 誤記修正

P2－92 P142 ウ　もてなしのまち花街に見る歴史的風致の変更 記載表現の変更

様式１ 



P2－115 P163 (ｳ)文京地区としての白河（岡崎・吉田）古本市の年及び回数の変更 時点修正

P2－128 P176 （2)京街道と京の七口の番号の修正 誤記修正

P2－147 P194 季節別「京の伝統野菜」一覧の変更 記載表現の変更

P3－3 P199 (1)ゾーニング規制による景観の保全　記載日の変更 時点修正

P3－4 P200 高度地区面積の変更 時点修正

P3－9 P205
(ｲ)歴史的景観保全修景地区・界わい景観整備地区（京都市市街地景
観整備条例）の記載日の変更

時点修正

P3－10 P206
(ｴ)歴史的細街路の維持のための建築基準法第42条第3項の活用の変
更

事業の推進に伴う時点修正

P3－11 P207
(ｵ)京都市伝統的な木造建造物の保存及び活用に関する条例の制定
の名称等変更

事業の推進に伴う時点修正

P4－7 P236 図4－3「国の登録有形文化財（建造物）の分布」と重点区域 時点修正

P4－8 P237 図4－4「府・市指定文化財等の分布」と重点区域 時点修正

P4－10 P239 ４　重点区域の設定の記載日の変更 時点修正

P4－13 P242 図4－7「景観規制図」と重点区域の凡例追加 記載忘れ

P4－17 P246
重点区域の名称：歴史的市街地地区　イ　国指定選定文化財の分布
国指定文化財の市内の指定件数の変更

時点修正

P4－18～
4－19

P247・248
重点区域の名称：歴史的市街地地区　ウ　国指定選定以外の指定文
化財等　の指定件数の変更

時点修正

P4－19～
4－20

P248
重点区域の名称：歴史的市街地地区　エ　景観法，市条例関連の指定
物件等　景観重要建造物の指定件数の変更

時点修正

P4－20 P249
重点区域の名称：歴史的市街地地区　オ　主な伝統祭事の一覧の文
言追加

誤記修正

P4－30 P258
（3）重点区域の名称：歴史的市街地・伏見地区　ウ　国指定以外の指
定文化財の指定文化財の指定件数の変更指定件数の変更

時点修正

P4－30 P259
（3）重点区域の名称：歴史的市街地・伏見地区　エ　景観法，市条例関
連の指定物件等　景観重要建造物の指定件数の変更

時点修正

P4－35 P263
（4）重点区域の名称：上賀茂地区　エ　景観法，市条例関連の指定物
件等　景観重要建造物の指定件数の変更

時点修正

P5－10 P273
３　古都保存行政との連携　歴史的風土特別保存地区の買入地面積
の変更

時点修正

P6－15 P292
（6）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画　ウ
講座，講演会，ウォークラリーの開催　の変更

時点修正

P6－15 P293
（6）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画　エ
京都市文化財マネージャー制度の登録人数等の変更

時点修正

P6－15 P293
（6）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画　オ
みやこ文化財愛護委員　の変更

時点修正



P6－17～
6－19

P295・296 ●文化財の保存・活用に関わっている各種団体の団体名称の変更 時点修正

P7－2～
7－7

P300～305 （1）道路修景整備事業　地図の凡例の追加 記載内容の変更

P7－7 P305 エ　清水地区周辺整備　備考（国の支援事業等について）の変更 時点修正

P7－9 P307 ア　無電柱化事業　備考（国の支援事業等について）の変更 時点修正

P7－13 P311
ア　観光案内標識整備　事業名　観光案内標識の整備の事業名称の
変更

時点修正

P7－14～
7－15

P312・313 観光案内標識のネットワーク化の推進（東山区）　事業期間等の変更 時点修正

P7－16 P314 エ「まちかどまっぷ」の整備　事業期間の変更 時点修正

P7－22 P320 御薗橋改修事業　備考欄（国の支援事業等について）の変更 時点修正

P7－26 P323 二条城東大手門保存修理事業 事業追加

P7－44 P340
京町家耐震診断士派遣事業及び京町家等耐震改修助成事業の備考
（国の支援事業等について）の変更

時点修正

P7－45 P341 木造住宅耐震改修計画作成助成事業 事業追加とそれに伴う記載の追加

P7－45～
7－46

P341 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 事業追加とそれに伴う記載の追加

P7－49 P344 京都市民が残したいと思う京都を彩る建物や庭園制度 事業追加とそれに伴う記載の追加

P7－52 P346 屋外広告物の簡易除却　事業期間の追加 時点修正

P7－56 P350-1 左京区岡崎における神宮道と公園の再整備事業の事業名の変更 時点修正

P7－58 P351 ウ　ニューツーリズム創出事業　事業期間の変更 時点修正

P7－59 P352 カ　京都・花灯路　事業主体の変更 時点修正

P7－62 P355 京都市伝統産業ふれあい館の運営　事業主体の変更 時点修正

P7－64 P356-2 京もの海外市場開拓事業　事業期間の変更 時点修正

P7－65 P357 (ｷ)京ものきらめきチャレンジ事業　事業期間の変更 時点修正

P7－67 P359
イ伝統文化(ｱ)五感で感じる和の文化事業　備考（国の支援事業等につ
いて）及び事業主体の変更

時点修正

P7－70 P362 花街の伝統芸能保存育成事業　事業主体の変更等 時点修正及び記載表現の変更

P8－2～
8－9

P369～373-5 歴史的風致形成建造物指定物件の所在地の変更 記載表現の変更

P8－10 山本邸 新規指定の追加



P8－10 木村邸（木村利左衛門） 新規指定の追加

P8－10 三味洪庵 新規指定の追加

P8－11 西澤邸 新規指定の追加

P8－11 芦田邸 新規指定の追加

P8－11 梶田邸 新規指定の追加

P8－11 山本邸（仁風庵） 新規指定の追加

P8－11 布屋 新規指定の追加

P8－11 楠 新規指定の追加

P8－12 滋賀邸 指定候補の追加

P8－12 俵屋旅館 指定候補の追加

P8－12 中川織物 指定候補の追加

P8－12 鮒鶴 指定候補の追加

P8－12 青木邸 指定候補の追加

別表－29 別表－29 本満寺蓮乗院霊屋，隣華院客殿他，麟祥院霊屋・本堂他追加 新規指定の追加

別表－39 別表－39 五社神社文化財環境保全地区追加 新規指定の追加

別表－40 別表－40 小野瓦窯跡所在地追加，妙高寺境内追加 所在地の追記，新規指定の追加

別表－40～42 別表－40～42 通し番号の変更 指定追加に伴う変更

別表－54－2 別表－54－2 宮本家住宅主屋，門追加 指定追加に伴う変更

別表－54－2 別表－54－2 梶田家住宅主屋，表蔵，雑物蔵追加 指定追加に伴う変更

別表－54－3 別表－54－3 長谷川家住宅主屋，土蔵，表門追加 指定追加に伴う変更

別表－54－3 別表－54－3 旧片岡家住宅主屋 指定追加に伴う変更

別表－54－3 別表－54－3 室賀家住宅主屋 指定追加に伴う変更

別表－54－3 別表－54－3 本能寺本堂，信長公御廟所拝殿，表門追加 指定追加に伴う変更

別表－54－3 別表－54－3 久田家半床庵茶室，腰掛追加 指定追加に伴う変更

別表－54－3 別表－54－3 松本酒造大黒蔵，酒蔵ホール，吟醸酒蔵，煉瓦倉庫，事務所，煉瓦煙突追加 指定追加に伴う変更


