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平成３０年９月２８日指定（京都市告示第３１３号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市北区上賀茂御薗口町４８番地 

京都市北区上賀茂山本町２４番地 

京都市北区上賀茂菖蒲園町５番地の３１ 

京都市北区上賀茂南大路町８番地 

京都市北区上賀茂南大路町１３番地 

京都市北区上賀茂南大路町５７番地 

京都市北区上賀茂南大路町５９番地 

京都市北区上賀茂南大路町６８番地 他 

京都市北区上賀茂南大路町７９番地 

京都市北区上賀茂中大路町１５番地 

京都市北区上賀茂中大路町１９番地 

京都市北区上賀茂中大路町２３番地 

京都市北区上賀茂中大路町２５番地 

京都市北区上賀茂中大路町３８番地 

京都市北区上賀茂北大路町１番地 

京都市北区上賀茂竹ケ鼻町２０番地 

京都市北区上賀茂岡本町２９番地 

京都市北区上賀茂梅ケ辻町２７番地 

京都市北区鷹峯土天井町２１番地 

京都市北区衣笠総門町３番地の１ 

京都市北区紫野今宮町６９番地 

京都市北区紫野今宮町９６番地 

京都市北区紫竹西南町１７番地の１ 

京都市北区紫野東藤ノ森町１１番地の１ 

京都市北区紫野南舟岡町８２番地の１ 

京都市上京区大宮通鞍馬口下る筋違橋町５７６番地 

京都市上京区烏丸通上立売上る柳図子町３３７番地 
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京都市上京区上立売通小川東入上る挽木町５２９番地 

京都市上京区新町通寺之内上る二丁目道正町４５５番地 

京都市上京区室町通寺之内上る三丁目上柳原町１１７番地 

京都市上京区上御霊前通新町東入継孝院町７５番地 

京都市上京区室町通鞍馬口下る二丁目竹園町１５番地 

京都市上京区蘆山寺通千本東入三丁目戌亥町１５１番地 

京都市上京区寺之内通千本東入二丁目新猪熊東町３４２番地 

京都市上京区寺之内通千本東入二丁目新猪熊東町３４７番地他 

京都市上京区寺之内通千本東入二丁目新猪熊東町３５３番地 

京都市上京区寺之内通千本通東入新猪熊町４１３番地 

京都市上京区上立売通浄福寺西入上る真倉町７６１番地 

京都市上京区上立売通浄福寺西入下る姥ケ榎木町８４１番地他 

京都市上京区五辻通浄福寺西入上る姥ケ榎木町８４３番地 

京都市上京区上立売通浄福寺西入姥ケ東西町６３２番地 

京都市上京区五辻通千本東入上る桐木町８７５番地，８７７番地 

京都市上京区堀川通寺之内下る竹屋町５７８番地 

京都市上京区堀川通今出川上る西入山名町８０９番地,８１１番地 

京都市上京区大宮通寺之内下る西入新美濃部町１６８番地 

京都市上京区大宮通寺之内下る東入西北小路町４３８番地 

京都市上京区大宮通寺之内下る東入西北小路町４４０番地 

京都市上京区大宮通上立売上る西入伊佐町２３５番地 

京都市上京区寺之内通堀川西入東西町３７７番地 

京都市上京区寺之内通堀川西入東西町４１４番地 

京都市上京区寺之内通大宮東入妙蓮寺前町３４６番地 

京都市上京区寺之内通大宮西入大猪熊町８１番地 

京都市上京区寺之内通大宮西入大猪熊町８５番地 

京都市上京区上立売通堀川西入芝薬師町６３７番地他 

京都市上京区上立売通堀川西入芝薬師町６４３番地 

京都市上京区上立売通大宮東入幸在町７０３番地 
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京都市上京区上立売通大宮東入下る藤木町７８３番地 

京都市上京区千本通五辻上る末広町３３番地,３４番地,３５番地,３８番地 

京都市上京区六軒町通五辻上る末広町４６番地 

京都市上京区六軒町通一条上る若松町３５２番地 

京都市上京区御前通今出川下る馬喰町８８５番地 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７１８番地の１ 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２６番地の３７ 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７４２番地の１ 

京都市上京区五辻通御前東入社家長屋町６８５番地 

京都市上京区笹屋町通千本西入笹屋四丁目２８５番地 

京都市上京区笹屋町通六軒町西入笹屋五丁目３０９番地 

京都市上京区元誓願寺通浄福寺東入元中之町５０１番地 

京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入革堂町４４７番地 

京都市上京区元誓願寺通千本東入元四丁目４２２番地 

京都市上京区笹屋町通浄福寺西入笹屋町二丁目５７９番地の２ 

京都市上京区黒門通元誓願寺下る毘沙門町７４９番地 

京都市上京区黒門通元誓願寺下る毘沙門町７５４番地 

京都市上京区大宮通上立売下る芝大宮町８番地 

京都市上京区大宮通上立売下る芝大宮町９番地の１ 

京都市上京区大宮通今出川下る薬師町２３４番地 

京都市上京区大宮通元誓願寺下る北之御門町５７７番地 

京都市上京区大宮通元誓願寺下る石薬師町６９０番地 

京都市上京区大宮通笹屋町下る石薬師町６９６番地 

京都市上京区大宮通笹屋町下る石薬師町６９７番地，７００番地合地 

京都市上京区大宮通一条上る西入栄町６７５番地 

京都市上京区五辻通智恵光院西入五辻町７５番地 

京都市上京区五辻通智恵光院西入五辻町８３番地の１ 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６２番地他 

京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町２１５番地，２１８番地 



4 

京都市上京区元誓願寺通堀川西入富小路町４６０番地の１ 

京都市上京区元誓願寺通猪熊東入富小路町４６４番地 

京都市上京区元誓願寺通大宮西入元妙蓮寺町５４８番地,５４９番地 

京都市上京区元誓願寺通大宮西入元妙蓮寺町５５３番地 

京都市上京区笹屋町通大宮西入桝屋町６０９番地 

京都市上京区油小路通元誓願寺下る頭町４８９番地 

京都市上京区武者小路通新町西入西無車小路町６０３番地 

京都市上京区武者小路通小川東入西無車小路町６１３番地の２,６１３番地の３ 

京都市上京区御前通下立売下る下之町４０４番地の１（一部） 

京都市上京区一条通御前西入西町６５番地 

京都市上京区下立売通御前通西入堀川町５２２番地の１ 

京都市上京区裏門通一条下る今新在家町２０３番地 

京都市上京区葭屋町通上長者町上る南俵町３２５番地 

京都市上京区黒門通中立売上る飛弾殿町１７８番地，１８０番地，大宮通一条

下る庇町１８７番地の１７ 

京都市上京区黒門通上長者町上る榎町３８３番地,３８５番地 

京都市上京区和泉通中立売上る糸屋町２０３番地 

京都市上京区中立売通黒門東入役人町２４１番地の２ 

京都市上京区中立売通堀川西入役人町２４２番地 

京都市上京区上長者町通松屋町西入須浜東町４５０番地 

京都市上京区小川通中立売上る小川町２０５番地の１（一部）,２０５番地の２ 

京都市上京区油小路通一条下る油橋詰町８４番地 

京都市上京区油小路通上長者町下る亀屋町１３５番地 

京都市上京区中立売通西洞院西入三丁町４４６番地 

京都市上京区上長者町通新町東入元土御門町５２４番地の１ 

京都市上京区中長者町通新町西入仲之町２８０番地，２８０番地の１ 

京都市上京区中長者町通新町西入仲之町２８７番地，２８８番地 

京都市上京区中長者町通新町西入仲之町２８８番地 

京都市上京区中長者町通新町西入仲之町２９２番地 
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京都市上京区日暮通下立売上る天秤町５９８番地(一部),下立売通大宮西入浮田

町６００番地(一部) 

京都市上京区下立売通知恵光院西入下丸屋町５０８番地,５１９番地 

京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町５１２番地(一部)，５１３番地，５

１４番地 

京都市上京区猪熊通出水上る蛭子町３８７番地 

京都市上京区黒門通下立売上る南蟹屋町６５５番地 

京都市上京区黒門通下立売上る南蟹屋町６５９番地 

京都市上京区椹木町通猪熊東入講堂町２２７番地 

京都市上京区西洞院通椹木町上る東裏辻町４１３番地 

京都市上京区油小路通丸太町上る米屋町２８１番地 

京都市上京区下立売通烏丸西入五町目町１８５番地の１他 

京都市上京区椹木町通油小路西入西山崎町２３６番地の２ 

京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地の２１，９１番地の８３ 

京都市左京区吉田神楽岡町８番地の１９６ 

京都市左京区山端川端町２７番地 

京都市左京区山端川岸町８番地の１（一部）,８番地の４（一部）,１０番地の

２（一部） 

京都市左京区上高野大明神町５番地 

京都市左京区岩倉木野町１７０番地 

京都市中京区衣棚通二条上る竪大恩寺町７５０番地 

京都市中京区高倉通竹屋町上る坂本町７０７番地 

京都市中京区間之町通丸太町下る大津町６４７番地 

京都市中京区車屋町通夷川上る少将井御旅町３５２番地，３５６番地 

京都市中京区室町通二条上る冷泉町５２番地，５３番地 

京都市中京区室町通二条上る冷泉町５４番地 

京都市中京区堺町通二条上る亀屋町１７２番地,１７３番地 

京都市中京区室町通御池上る御池之町３２２番地 

京都市中京区新町通姉小路下る町頭町９５番地 
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京都市中京区二条通新町東入大恩寺町２３７番地 

京都市中京区二条通衣棚西入大恩寺町２４５番地１，２４５番地２ 

京都市中京区堺町通姉小路上る丸木材木町６８１番地 

京都市中京区高倉通御池下る亀甲屋町５９８番地 

京都市中京区御池通東洞院船屋町４２３番地 

京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町１９１番地 

京都市中京区姉小路通堺町東入木之下町３０１番地 

京都市中京区御幸町通二条下る山本町４２６番地，４３１番地 

京都市中京区御幸町通御池下る大文字町３５６番地 

京都市中京区麩屋町通御池上る上白山町２５０番地 

京都市中京区麩屋町通御池下る中白山町２７３番地，２７４番地，２７７番

地，２７９番地，２８１番地，２８３番地，富小路通御池下る松下町１３６番

地の２，１４０番地，１４０番地の１，１４１番地（一部），１４３番地（一

部），１４４番地（一部） 

京都市中京区麩屋町通御池下る中白山町２８０番地，２８０番地の１，２８０番

地の２，２８０番地の３，２８０番地の４ 

京都市中京区富小路通三条上る福長町１０８番地，１０９番地の一部 

京都市中京区富小路通三条上る福長町１１０番地 

京都市中京区富小路通三条上る福長町１１３番地 

京都市中京区押小路通御幸町西入橘町６０４番地 

京都市中京区押小路通麩屋町西入橘町６２１番地 

京都市中京区押小路通富小路東入橘町６３１番地 

京都市中京区姉小路通麩屋町東入姉大東町５５２番地 

京都市中京区西木屋町通二条下る東入西生洲町４７８番地の１ 

京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町４８９番地 

京都市中京区新町通六角下る六角町３６２番地,３６３番地 

京都市中京区新町通六角下る六角町３６５番地西側 

京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３８４番地 

京都市中京区六角通烏丸西入骨屋町１５１番地  



7 

京都市中京区六角通烏丸西入骨屋町１５５番地，烏丸通三条下る饅頭屋町６１１

番地の４ 

京都市中京区六角通新町西入西六角町１０１番地他 

京都市中京区六角通堺町西入堀之上町１２０番地,堺町通六角下る甲屋町３８３

番地の２ 

京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３３番地 

京都市中京区御幸町通四条上る大日町４０７番地 

京都市中京区麩屋町通三条下る白壁町４３１番地 

京都市中京区六角通富小路西入大黒町７１番地 

京都市中京区六角通富小路西入大黒町７９番地 

京都市中京区橋下町１３６番地 

京都市中京区若松町１３７番地の６，１３７番地の８ 

京都市中京区若松町１４０番地の２ 

京都市中京区若松町１４１番地の４ 

京都市中京区先斗町通四条上る梅之木町１５３番地 

京都市中京区先斗町通三条下る四丁目松本町１６４番,１６４番地の１ 

京都市中京区先斗町通四条上る四丁目松本町１６４番地の２,１６４番地の３ 

京都市中京区材木町１８８番地の６，１８８番地の８ 

京都市中京区東木屋町通四条上る二丁目下樵木町２０６番地の３ 

京都市中京区東木屋町通四条上る二丁目下樵木町２０７番地 

京都市中京区東木屋町通四条上る二丁目下樵木町２０７番地の３ 

京都市中京区壬生辻町１１番地 

京都市東山区新門前通大和大路東入二丁目中之町２４７番地 

京都市東山区三条通北裏白川筋東入堀池町３８４番地の２,３８５番地,３８８

番地の２ 

京都市東山区三条通北裏白川筋西入石泉院町３９３番地の２,３９２番地の１ 

京都市東山区八坂新地末吉町７０番地８０番地合地 

京都市東山区祇園富永町縄手東入末吉町１０３番地 

京都市東山区大和大路通亀井町４３番地 
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京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町７９番地 

京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町１１２番地 

京都市東山区大和大路通小松町１２２番地 

京都市東山区宮川町通宮川筋六丁目３７３番地 

京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町１００番地,１００番地の１ 

京都市東山区五条通東大路西入遊行前町５５１番地 

京都市東山区五条橋東六丁目５０１番地,５０２番地 

京都市東山区五条橋東五丁目４５７番地 

京都市東山区五条橋東四丁目４４６番地 

京都市東山区五条橋東四丁目４５０番地 

京都市東山区清水三丁目３４０番地 

京都市東山区正面通本町西入正面町３０４番地 

京都市東山区渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町５６８番地，５６９番地，五条坂若

宮八幡前下る慈法院庵町５７７番地 

京都市東山区本町二十二丁目５０４番地 

京都市山科区西野山階町３７番地の１ 

京都市山科区小山北林町３６番地の５ 

京都市山科区椥辻中在家町１２番地の１ 

京都市下京区油小路通仏光寺下る太子山町５９４番地 

京都市下京区醒ヶ井通四条下る高野堂町４１１番地 

京都市下京区醒ヶ井通綾小路下る要法寺町４２７番地 

京都市下京区高辻通油小路東入永養寺町２４２番地の１ 

京都市下京区新町通四条下る四条町３５５番地 

京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４４１番地 

京都市下京区西石垣通四条下る斎藤町１３６番地,１３７番地,１４０番地の２

０,１４０番地の３１ 

京都市下京区西新屋敷下之町１６番地 

京都市下京区西新屋敷太夫町７９番地,７９番地の１,８０番地,８３番地の２ 

京都市下京区西新屋敷中之町１１０番地 
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京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町３２６番地 

京都市下京区室町通五条上る坂東屋町２８０番地他 

京都市下京区松原通東洞院通東入本燈篭町２３番地 

京都市下京区新町通花屋町下る東若松町８２７番地の１ 

京都市下京区新町通花屋町下る東若松町８３２番 

京都市下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町４４５番地 

京都市下京区西洞院通七条上る福本町４１２番地 

京都市下京区西洞院通七条上る福本町４２５番地の 1 

京都市下京区西中筋通正面下る丸屋町１１３番地，１１４番地 

京都市下京区北小路通新町西入井筒町６４９番地 

京都市下京区室町通五条下る大黒町２１２番地，鍵屋町通烏丸西入鍵屋町３２

６番地の１，３２７番地の１ 

京都市下京区新町通五条下る蛭子町１１２番地の１，１１４番地 

京都市下京区楊梅通室町西入上柳町２２７番地 

京都市下京区間之町通花屋町下る天神町３９５番地の３ 

京都市下京区上数珠屋町通東洞院西入上珠数屋町３２４番地 

京都市下京区七条通西洞院西入大黒町２３５番地 

京都市下京区東洞院通正面東入廿人講町３９番地 

京都市下京区七条通間之町東入材木町４８５番地 

京都市下京区七条通烏丸西入東境町１８１番地 

京都市下京区七条通新町東入西境町１６６番地 

京都市南区大宮通八条下る二丁目東寺東門前町８９番地 

京都市南区唐橋川久保町２９番地，２９番地の４（一部），２９番地の１３

（一部） 

京都市南区東九条東札辻町５番地 

京都市右京区嵯峨観空寺明水町５９番地，５５番地 

京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町３番地の６ 

京都市右京区花園木辻南町２４番地 

京都市右京区花園伊町１２番地 
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京都市西京区桂浅原町６０番地の１（一部），６０番地の１０，１００番地の

２，１００番地の５ 

京都市西京区樫原久保町６番地の５ 

京都市西京区樫原宇治井町１１番地 

京都市西京区樫原宇治井町１４番地の２ 

京都市西京区樫原宇治井町１７番地の１ 

京都市西京区樫原宇治井町２３番地 

京都市西京区樫原宇治井西町１２番地 

京都市西京区樫原宇治井西町１３番地 

京都市西京区樫原宇治井西町１５番地 

京都市西京区樫原宇治井西町１７番地 

京都市西京区樫原宇治井西町１８番地 

京都市西京区樫原下ノ町１１番地 

京都市西京区樫原下ノ町１２番地 

京都市西京区樫原下ノ町２４番地 

京都市西京区樫原下ノ町２６番地 

京都市西京区樫原下ノ町２８番地の１ 

京都市西京区樫原茶ノ木本町１番地の２ 

京都市西京区山田上ノ町２５番地,２６番地,２７番地の１,３０番地の１,３４

番地 

京都市伏見区京町北八丁目８２番地の１，８２番地の２ 

京都市伏見区両替町十三丁目１９３番地 

京都市伏見区東町１９９番地 

京都市伏見区京町六丁目５０番地 

京都市伏見区石屋町５２５番地 

京都市伏見区両替町三丁目３４５番地の１，３４２番地の１（一部） 

京都市伏見区京町三丁目１８０番地の１ 

京都市伏見区京町三丁目１８１番地 

京都市伏見区京町三丁目１８３番地の１ 他 
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京都市伏見区京町三丁目１８７番地の１ 他 

京都市伏見区京町三丁目１９６番地の１ 他 

京都市伏見区柿木浜町４２５番地の２ 

京都市伏見区上油掛町３６番地の１ 

京都市伏見区中油掛町９３番地 

京都市伏見区中油掛町９７番地 

京都市伏見区下油掛町１６９番地の１ 

京都市伏見区村上町３９２番地の１ 

京都市伏見区村上町３９２番地の２ 他 

京都市伏見区阿波橋町４０１番地，４０２番地(一部) 

京都市伏見区阿波橋町４０５番地 

京都市伏見区下鳥羽長田町１２９番地,１３２番地,１３３番地,１３４番地,１

３５番地,１３６番地,下鳥羽前田町６６番地,６８番地の１ 

京都市伏見区横大路草津町２５番地の１ 

京都市伏見区淀新町９９番地の１他 

京都市伏見区深草直違橋六丁目３０３番地,３０２番地(一部),３０４番地(一

部) 

京都市伏見区深草直違橋四丁目３４７番地 

京都市伏見区醍醐落保町３６番地 

京都市伏見区醍醐落保町５３番地 

 

平成３０年１１月２０日指定（京都市告示第４３５号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市左京区下鴨宮崎町１２８番地の９１ 

京都市中京区壬生賀陽御所町４９番地 

京都市下京区黒門通高辻下る杉蛭子町２４５番地 

 

平成３０年１２月２８日指定（京都市告示第４９４号） 

個別指定京町家の所在地 
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京都市北区紫野東御所田町７番地 

京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２８５番地の５９ 

京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町２９番地 

京都市上京区大宮通西裏今宮御旅所下る西若宮南半町１７０番地及び西若宮北

半町１６４番地の１ 

京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町４２９番地の１ 

京都市上京区西芦山寺町８５番地の３ 

京都市上京区上立売通大宮西入硯屋町２８０番地 

京都市上京区大宮通五辻上る西入紋屋町３２８番地 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町６９７番地の１及び６９８番地 

京都市上京区元誓願寺通六軒町西入大文字町２４５番地 

京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町２０６番地 

京都市上京区東橋詰町６４番地の１ 

京都市上京区衣棚通椹木町上る門跡町２８７番地 

京都市上京区衣棚通西丸太町上る今薬屋町３１１番地 

京都市左京区孫橋通東大路東入南門前町５３８番地 

京都市左京区岡崎徳成町２１番地の２及び２３番地の１ 

京都市中京区鍵屋町７０番地 

京都市中京区大宮通御池上る市之町１８０番地の１（一部） 

京都市中京区室町通押小路下る御池之町３１５番地 

京都市中京区室町通三条上る役行者町３７４番地 

京都市中京区衣棚通押小路上る上妙覚寺町２１２番地 

京都市中京区新町通姉小路上る神明町７６番地 

京都市中京区堺町通三条上る大阪材木町６８８番地 

京都市中京区高倉通御池上る柊町５８４番地の２ 

京都市中京区姉小路通東洞院西入車屋町２５１番地 

 

京都市中京区姉小路通御幸町西入姉大東町５５０番地，下白山町２９２番地の

３，及び２９２番地の４ 
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京都市中京区新椹木町通竹屋町上る西革堂町１９９番地 

京都市中京区橘柳町１６８番地の５及び１６８番地の６ 

京都市中京区大宮通蛸薬師下る四坊大宮町１６２番地 

京都市中京区三条通神泉苑町西入下る今新在家西町１１番地 

京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町４７７番地 

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２３１番地 

京都市中京区柳馬場通三条上る油屋町８５番地及び８７番地 

京都市中京区木屋町通三条下る材木町１７６番地の１及び１７６番地の５ 

京都市中京区西ノ京職司町６７番地の１４（一部） 

京都市東山区中之町２０７番地の３ 

京都市下京区仏光寺通油小路東入木賊山町１７９番地 

京都市下京区寺町通高辻下る京極町５０５番地 

京都市下京区寺町通高辻下る京極町５０３番地 

京都市下京区松屋町通松原下る二丁目下長福寺町２６１番地（一部） 

京都市下京区月見町７５番地及び７７番地 

京都市下京区御幸町通万寿寺上る須浜町６５７番地 

京都市下京区御幸町通五条上る安土町６２０番地 

京都市下京区新町通鍵屋町上る蛭子町１２８番地，１２９番地，１３０番地，１

３１番地，１３２番地，１３３番地及び１３８番地 

京都市下京区下珠数屋町通東洞院西入橘町７５番地 

京都市下京区木津屋橋通黒門東入上糀屋町４１番地及び４２番地 

京都市下京区西七条北西野町４６番地の１（一部） 

京都市伏見区塩屋町２２３番地の１ 

京都市伏見区竹田内畑町１７９番地及び１８０番地 

京都市伏見区桃山町新町２１番地 

京都市伏見区深草鳥居崎町６１０番地，６１０番地の１及び６１２番地 

京都市伏見区深草大亀谷東久宝寺町５４番地 

平成３１年４月１７日指定（京都市告示第９３号） 

個別指定京町家の所在地 
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京都市北区紫野南舟岡町８２番地の１ 

京都市上京区猪熊通鞍馬口下る瑞光院前町３５番地，３６番地の１及び３６番地

の２ 

京都市上京区室町通上立売下る裏築地町９４番地 

京都市上京区上立売通室町西入上立売町１８番地（一部） 

京都市上京区室町新町の間寺之内下る木下突抜町３９５番地 

京都市上京区室町新町の間寺之内上る下木下町１８１番地 

京都市上京区上御霊前通室町西入玄蕃町３５番地及び３７番地の１ 

京都市上京区芦山寺通千本東入三丁目戌亥町１６３番地 

京都市上京区笹屋町通浄福寺西入笹屋町二丁目５６４番地及び５６５番地 

京都市上京区黒門通上長者町上る榎町３７２番地の２及び３７２番地の３並びに

中立売通堀川西入役人町２３５番地の２及び２３５番地の４ 

京都市上京区日暮通丸太町下る南伊勢屋町７７２番地 

京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町２４７番地 

京都市左京区岡崎東福ノ川町１０番地の１（一部） 

京都市左京区高野蓼原町１８番地の１（一部） 

京都市左京区下鴨宮崎町２１番地 

京都市中京区釜座通二条上る大黒町６８８番地の１ 

京都市中京区夷川通室町東入巴町９０番地及び両替町通り夷川下る北小路町９４

番地 

京都市中京区夷川通東洞院東入山中町５３９番地 

京都市中京区岩上通御池下る上巴町４２３番地 

京都市中京区両替町通御池下る金吹町４７２番地の１ 

京都市中京区室町通三条上る役行者町３５８番地（一部）及び姉小路通両替町西

入柿本町４０３番地 

京都市中京区押小路通室町西入蛸薬師町２９１番地の３ 

京都市中京区室町通御池上る御池之町３０７番地 

京都市中京区富小路通御池下る松下町１２６番地（一部） 

京都市中京区新河原町通三条下る三丁目梅之木町１５１番地及び１５１番地の１ 
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京都市中京区新河原町通三条下る三丁目梅之木町１５５番地及び１５５番地の１ 

京都市中京区室町通六角下る鯉山町５２２番地 

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町５４４番地 

京都市中京区新町通六角下る六角町３５８番地の１ 

京都市中京区新町通姉小路下る町頭町１１１番地及び三条通新町西入釜座町３４

番地（一部） 

京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町４０４番地 

京都市中京区柳馬場通蛸薬師下る十文字町４３８番地の１及び４３８番地の２ 

京都市中京区堺町通三条下る道祐町１５０番地 

京都市中京区高倉通三条下る丸屋町１６２番地 

京都市中京区高倉通六角下る和久屋町３５３番地 

京都市中京区御幸町通三条下る海老屋町３２９番地 

京都市中京区御幸町通三条下る海老屋町３３２番地 

京都市中京区東木屋町通四条上る二丁目下樵木町１９８番地 

京都市中京区木屋町通四条上る鍋屋町２１５番地の１ 

京都市中京区木屋町通四条上る鍋屋町２１６番地の４ 

京都市中京区木屋町通四条上る鍋屋町２１８番地の３ 

京都市中京区木屋町通四条上る鍋屋町２１９番地 

京都市中京区木屋町通四条上る鍋屋町２２８番地 

京都市東山区三条通大橋東六丁目分木町７６番地及び７６番地の１ 

京都市東山区広道通松原上る月輪町９７番地の１ 

京都市東山区蛸町通五条下る四町目正面町３１３番地及び３１３番地の３ 

京都市下京区黒門通高辻下る杉蛭子町２４５番地の１，２４５番地の２及び２４

５番地の３ 

京都市下京区東中筋通高辻下る舟屋町６６５番地の３ 

京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町３９１番地の１ 

京都市下京区四条通新町東入月鉾町５７番地 

京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町２２番地，２０番地の３及び２０番地の

４ 
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京都市下京区綾小路通西洞院東入新釜座町７２６番地の１及び７２６番地の２ 

京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町７６番地及び間之町通五条上る朝妻

町９５番地 

京都市下京区万寿寺通御幸町西入堅田町５９３番地の２ 

京都市下京区万寿寺通御幸町西入堅田町６００番地 

京都市下京区万寿寺通御幸町西入堅田町６０２番地 

京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町８５番地及び８６番地 

京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町８８番地 

京都市下京区若宮通花屋町下る四本松町５９５番地の１及び５９５番地の２ 

京都市下京区油小路通七条上る米屋町１６３番地（一部） 

京都市下京区不明門通五条下る上平野町４５９番地の５及び４５９番地の６ 

京都市下京区油小路通下魚ノ棚下る油小路町２９４番地の１及び２９４番地の４ 

京都市右京区西京極西川町３３番地及び３４番地の２ 

京都市西京区川島玉頭町２０番地及び２１番地の３ 

 

令和元年６月２６日指定（京都市告示第２０４号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市上京区千本通芦山寺上る閻魔前町２１番地 

京都市左京区山端滝ケ鼻町８番地の２ 

京都市中京区壬生東土居ノ内町１３番地の１及び１３番地の３ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の１０２ 

京都市東山区本町十七丁目３３６番地 

京都市東山区本町十七丁目３３９番地の１ 

京都市下京区三ノ宮町通上ノ口上る岩滝町１６２番地，２１４番地の２，２１５

番地の１及び同区東高瀬川筋上ノ口上る聖真子町１６６番地 

 

 

令和元年１０月１０日指定（京都市告示第３７７号） 

個別指定京町家の所在地 
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京都市北区大宮南田尻町３番地の１ 

京都市北区小山花ノ木町３２番地 

京都市北区小山堀池町３７番地の１５ 

京都市北区小山堀池町４０番地の１ 

京都市北区小山南上総町３５番地 

京都市北区出雲路俵町２９番地の７ 

京都市上京区小川通寺之内下る射場町５５８番地の２，５６２番地及び５６２番

地の２ 

京都市上京区今出川烏丸東入相国寺門前町６３３番地 

京都市上京区上立売通浄福寺西入二丁目下る姥ケ榎木町８５２番地 

京都市上京区智恵光院通寺之内半丁下る新美濃部町１５７番地 

京都市上京区寺之内通大宮西入大猪熊町７５番地 

京都市上京区今出川通御前通東入社家長屋町６８７番地 

京都市上京区笹屋町通智恵光院西入笹屋町一丁目５５２番地 

京都市上京区大宮通上立売下る芝大宮町２８番地 

京都市上京区五辻通大宮西入五辻町６２番地の１ 

京都市上京区武者小路通小川東入西無車小路町６０１番地の２ 

京都市上京区塔之段寺町通今出川上る四丁目西入毘沙門町４５６番地の２ 

京都市上京区御車道通清和院口上る梶井町４４８番地 

京都市上京区御者道通清和院口上る東側梶井町４４８番地の４０ 

京都市上京区仁和寺街道七本松東入二番町２０４番地（一部） 

京都市上京区下長者町通千本西入六番町３６４番地の１，３６４番地の２及び３

７１番地 

京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町４６２番地の１ 

京都市上京区葭屋町通上長者町下る菊屋町５１６番地 

京都市上京区千本松通下立売下る小山町９０８番地の２０及び９０８番地の８３ 

京都市上京区竹屋町通千本東入主税町１１８１番地 

京都市上京区葭屋町通出水上る亀屋町３５３番地の１ 

京都市上京区椹木町通堀川西入講堂町２４３番地 



18 

京都市上京区東堀川通下長者下る三町目１４番地の１ 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１７４番地の２及び１７６番地 

京都市上京区室町通椹木町下る大門町２５３番地 

京都市上京区室町通椹木町下る大門町２６４番地及び２６６番地 

京都市上京区椹木町通衣棚西入今薬屋町３２２番地 

京都市上京区中町通丸太町上る俵屋町４５２番地 

京都市左京区古川町通仁王門下る東門前町５２４番地 

京都市左京区岡崎入江町３５番地（一部） 

京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地の２２ 

京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地の４３及び東山区柚之木町３４８番地の２ 

京都市左京区浄土寺南田町２０番地の６ 

京都市左京区北白川東久保田町３９番地及び５０番地 

京都市左京区下鴨宮河町６２番地の１６及び６２番地の３７ 

京都市左京区下鴨泉川町６番地の５ 

京都市左京区下鴨中川原町９７番地 

京都市左京区松ケ崎雲路町６番地 

京都市左京区大原来迎院町２７５番地 

京都市中京区釜座通丸太町下る桝屋町１５１番地 

京都市中京区釜座通二条上る大黒町６９７番地 

京都市中京区西洞院通丸太町下る田中町１２９番地の３ 

京都市中京区高倉通竹屋町上る坂本町７０３番地 

京都市中京区東洞院通二条上る壷屋町５２６番地 

京都市中京区東洞院通二条上る壷屋町５２６番地の１ 

京都市中京区柳馬場通竹屋町上る四町目１９０番地 

京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町６３６番地（一部） 

京都市中京区両替町通二条下る金吹町４６６番地及び４６７番地 

京都市中京区両替町通二条下る金吹町４６８番地 

京都市中京区新町通二条下る頭町５番地の３ 

京都市中京区高倉通御池上る柊町５８４番地の４ 
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京都市中京区富小路通蛸薬師下る高宮町５７２番地 

京都市中京区姉小路通東洞院西入車屋町２６２番地及び東洞院通御池下る笹屋町

４４３番地の１ 

京都市中京区麩屋町通三条上る下白山町２９７番地 

京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１８６番地 

京都市中京区西木屋町通二条下る東入西生洲町４７８番地の１ 

京都市中京区三条通堀川東入橋東詰町１９番地の１ 

京都市中京区新町通六角下る六角町３６８番地 

京都市中京区高倉通錦小路上る貝屋町５６７番地 

京都市中京区高倉通錦小路上る貝屋町５６９番地の１ 

京都市中京区三条通堺町西入桝屋町６１番地 

京都市中京区三条通柳馬場西入桝屋町６４番地 

京都市中京区三条通高倉東入桝屋町６６番地 

京都市中京区麸屋町通六角下る坂井町４５６番地 

京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町５６０番地 

京都市中京区三条通富小路西入中之町１３番地 

京都市中京区聚楽廻東町１１番地の２及び聚楽廻中町４６番地の１９ 

京都市中京区聚楽廻東町３１番地の５ 

京都市中京区壬生相合町１番地の１９ 

京都市東山区新門前通大和大路東入三丁目梅本町２５２番地 

京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２２４番地及び２２５番地 

京都市東山区三条通北裏白川筋東入堀池町３８３番地他 

京都市東山区白川筋三条下る梅宮町４８５番地 

京都市東山区大和大路通新橋上る元吉町５２番地，５２番地の１及び５３番地 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５２３番地の７ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の５４ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の２３９（一部） 

京都市東山区下河原通高台寺門前下河原町４８０番地の２及び５４６番地 

京都市東山区下河原通高台寺門前下河原町４８９番地の１ 
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京都市東山区下河原通高台寺門前下河原町４９９番地の８ 

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る東入鷲尾町５０２番地の１ 

京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町５０７番地 

京都市東山区下河原町通八坂鳥居前下る上弁天町４４０番地の１ 

京都市東山区下河原通高台寺塔之前上る金園町３９８番地 

京都市東山区下河原安井表門前東入月見町２２番地（一部） 

京都市東山区渋谷通大和大路東入上る鐘鋳町３８７番地 

京都市東山区本町十丁目１５７番地 

京都市東山区泉涌寺門前町１０番地の１ 

京都市東山区今熊野南日吉町２０３番地の４ 

京都市下京区岩上通高辻下る吉文字町４４７番地 

京都市下京区猪熊通綾小路下る瀬戸屋町３１０番地（一部） 

京都市下京区新町通四条下る四条町３５７番地 

京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町３２２番地 

京都市下京区富小路通四条下る徳正寺町３５番地 

京都市下京区富小路通松原上る恵美須屋町１９０番地 

京都市下京区西木屋町通四条下る船頭町１８７番地 

京都市下京区麩屋町通松原下る上鱗形町５１９番地 

京都市下京区土手町通上ノ口下る大工町４８２番地の２ 

京都市下京区七条通大宮東入大工町１３４番地 

京都市下京区間之町通上珠数屋町下る打越町３１４番地 

京都市下京区朱雀分木町５４番地 

京都市下京区中堂寺櫛笥町１８番地（一部） 

京都市右京区御室岡ノ裾町５番地 

京都市西京区樫原宇治井西町２３番地及び２７番地の２ 

京都市西京区川島北裏町２０番地 

京都市西京区川島寺田町１１番地 

京都市西京区川島玉頭町１１番地 

京都市伏見区瀬戸物町７０５番地 
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京都市伏見区阿波橋町４０１番地他 

 

令和２年１月８日指定（京都市告示第５２０号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市北区出雲路立テ本町４番地 

京都市上京区新町室町の間今出川上る畠山町１８４番地及び１８６番地 

京都市上京区小川通寺之内下る射場町５４３番地 

京都市上京区小川通寺之内下る射場町５４５番地及び５７９番地の１８ 

京都市上京区室町新町の間寺之内上る二丁目上木下町８３番地の５ 

京都市上京区上御霊前通新町東入継孝院町８９番地 

京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町７１０番地 

京都市上京区大宮通五辻半丁上る西入紋屋町３２２番地の１ 

京都市上京区寺之内通堀川西入東西町４１０番地 

京都市上京区五辻通大宮上る東入西石屋町７３８番地及び７４０番 

京都市上京区五辻通七本松西入東柳町５３１番地 

京都市上京区五辻通七本松西入東柳町５３７番地の１ 

京都市上京区六軒町通元誓願寺上る玉屋町２２８番地 

京都市上京区元誓願寺通六軒町西入大文字町２５０番地，２５０番地の５及び２

５０番地の６ 

京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入今出川町４７３番地 

京都市上京区黒門通一条上る弾正町７３４番地の２ 

京都市上京区今出川通大宮一丁東入上る北猪熊町３１１番地 

京都市上京区今出川通大宮一丁東入上る北猪熊町３１３番地 

京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町１６５番地 

京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町１６７番地 

京都市上京区元誓願寺通西堀川西入北側南門前町４３８番地の１ 

京都市上京区元誓願寺通大宮西入元妙蓮寺町５４０番地 

京都市上京区一条通浄福寺東入北新在家町３１０番地 

京都市上京区上長者町通裏門東入須浜町５６２番地及び５６４番地 
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京都市上京区葭屋町通中立売上る福大明神町１２２番地 

京都市上京区一条通黒門東入如水町８６番地 

京都市上京区中立売通堀川西入役人町２４２番地 

京都市上京区上長者町通新町西入土御門町３１１番地の１及び３１１番地の４ 

京都市上京区中長者町通西洞院西入中橋詰町１７０番地 

京都市上京区下長者町通智恵光院西入山本町９１番地（一部） 

京都市上京区椹木町通大宮西入中書町６７６番地 

京都市上京区葭屋町通出水上る亀屋町３２１番地及び３２１番地の１ 

京都市上京区猪熊通下立売上る荒神町４５１番地の１（一部） 

京都市上京区黒門通下長者町下る吉野町６８２番地 

京都市左京区岡崎天王町１０番地の１ 

京都市左京区北白川下池田町１４２番地，１４３番地の１１及び１４３番地の１

２ 

京都市左京区下鴨宮崎町１６番地の１ 

京都市左京区鞍馬本町３２８番地及び３２９番地 

京都市中京区東洞院通竹屋町上る三本木町４５６番地 

京都市中京区麩屋町通夷川上る笹屋町４４８番地 

京都市中京区富小路通竹屋町上る桝屋町３３８番地 

京都市中京区堺町通竹屋町上る橘町８９番地 

京都市中京区大宮通姉小路下る姉大宮町西側７８番地 

京都市中京区大宮通姉小路下る姉大宮町西側７９番地 

京都市中京区神泉苑通姉小路下る瓦師町５０番地の１ 

京都市中京区小川通姉小路下る西堂町４９４番地 

京都市中京区室町通二条下る蛸薬師町２７１番地の１及び２７１番地の２ 

京都市中京区室町通二条下る蛸薬師町２８６番地 

京都市中京区姉小路通御幸町西入姉大東町５４８番地 

京都市中京区新烏丸通御霊図子下る東椹木町１２６番地の１ 

京都市中京区岩上通錦小路下る松浦町８５１番地 

京都市中京区岩上通錦小路下る松浦町８６５番地 
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京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３７７番地（一部） 

京都市中京区高倉通三条下る丸屋町１６１番地 

京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町６３９番地の４，６３９番地の１１及

び６３９番地の１２ 

京都市中京区御幸町通六角下る伊勢屋町３５２番地 

京都市中京区六角通麩屋町東入八百屋町１００番地及び１０１番地 

京都市中京区壬生御所ノ内町３７番地 

京都市東山区三条通大橋東入三町目１６番地 

京都市東山区古門前通大和大路東入四丁目石橋町３０８番地の２ 

京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２０３番地の１，２０３番地の２，２

０３番地の６及び２０３番地の７ 

京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２３２番地（一部） 

京都市東山区新橋通大和大路東入橋本町４０４番地 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３２１番地の１ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の１３ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の２２ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の２３ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の６６ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の１０４（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の１６７ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の１７３ 

京都市山科区御陵大津畑町４０番地の１及び４０番地の２ 

京都市下京区松原通堀川西入北側来迎堂町７２２番地 

京都市下京区醒ヶ井通四条下る高野堂町４０３番地 

京都市下京区仏光寺通油小路東入木賊山町１８１番地 

京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４４２番地 

京都市下京区富小路通仏光寺下る筋屋町１３９番地 

京都市下京区西新屋敷上之町１２５番地 

京都市下京区西新屋敷上之町１２５番地の１及び１２９番地の２ 
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京都市下京区西新屋敷下之町９番地 

京都市下京区西新屋敷下之町１２番地 

京都市下京区西新屋敷下之町１２番地の１ 

京都市下京区西新屋敷下之町２８番地の３ 

京都市下京区西新屋敷下之町２９番地 

京都市下京区西新屋敷揚屋町３７番地の１ 

京都市下京区西新屋敷揚屋町４１番地 

京都市下京区西新屋敷中堂寺町５７番地（一部） 

京都市下京区西新屋敷中堂寺町７４番地 

京都市下京区西洞院通五条下る小柳町５１１番地 

京都市下京区七条通新町西入夷之町７０５番地及び７０６番地 

京都市下京区楊梅通室町東入横諏訪町３１０番地の１及び３１０番地の２ 

京都市下京区東堀川通下魚ノ棚下る川端町３２７番地 

京都市南区上鳥羽鍋ケ淵町１２番地 

京都市南区上鳥羽北島田町５番地 

京都市南区上鳥羽北村山町３５番地 

京都市右京区西京極河原町１４番地・１５番地合併 

京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町４番地 

京都市伏見区中油掛町９２番地 

京都市伏見区山崎町３４０番地の１ 

京都市伏見区阿波橋町４０９番地 

京都市伏見区三栖向町７６９番地 

京都市伏見区深草飯食町７８４番地 

 

令和２年４月３日指定（京都市告示第４１号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市北区紫野東御所田町２４番地の２（一部） 

京都市北区紫野南舟岡町３９番地の１０ 

京都市上京区堀川頭今宮御旅所下る瑞光院前町４７番地の４ 
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京都市上京区大宮通寺之内上る前之町４４１番地及び４４１番地の４ 

京都市上京区室町通武者小路下る小島町５５６番地及び５５８番地 

京都市上京区上立売通小川東入上る挽木町５１７番地 

京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町７１１番地 

京都市上京区寺之内通大宮一丁西入下る聖天町２８番地及び３０番地 

京都市上京区寺之内通堀川東入百々町５５５番地，５５６番地の２及び５５６番

地の３ 

京都市上京区今小路通七本松西入末之口町４５０番地 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７０１番地 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７０７番地 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７１６番地 

京都市上京区浄福寺通今出川下る竪亀屋町２６４番地の１及び２６７番地 

京都市上京区今出川通大宮一丁東入上る北猪熊町３０６番地 

京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町１８５番地 

京都市上京区御前通西裏上ノ下立売上る北町５７３番地の１ 

京都市上京区日暮通中立売下る須浜池町２４５番地の３及び２４６番地の１４ 

京都市上京区裏門通一条下る今新在家町２０６番地の１６ 

京都市上京区一条通浄福寺東入南新在家町３２９番地 

京都市上京区千本通二条下る東入主税町１００８番地 

京都市上京区寺町通広小路下る東桜町５２番地の１，５２番地の２，５３番地の

１，５３番地の２，５４番地の１及び５４番地の２ 

京都市左京区新堺町通仁王門下る和国町３８０番地 

京都市左京区新富小路通仁王門下る讃州寺町２３５番地 

京都市左京区聖護院川原町２５番地の１６ 

京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地の４０ 

京都市左京区吉田下大路町３９番地 

京都市左京区下鴨宮崎町１６５番地 

京都市左京区鞍馬本町３４７番地 

京都市中京区新町通丸太町下る大炊町１８９番地の１（一部） 
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京都市中京区釜座通竹屋町下る亀屋町３２５番地 

京都市中京区竹屋町通新町西入指物屋町３７１番地 

京都市中京区夷川通西洞院東入泉町６６３番地 

京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町５２８番地 

京都市中京区御幸町通二条上る達磨町５９３番地 

京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町５２２番地 

京都市中京区富小路通夷川上る大炊町３５２番地 

京都市中京区丸太町通柳馬場西入鍵屋町７３番地（一部） 

京都市中京区釜座通姉小路下る突抜町７９８番地（一部） 

京都市中京区西洞院通姉小路上る三坊西洞院町５６１番地及び５６２番地 

京都市中京区小川通二条下る古城町３５３番地 

京都市中京区姉小路通油小路東入宮木町４７６番地及び４７７番地 

京都市中京区衣棚通押小路下る下妙覚寺町１９１番地 

京都市中京区姉小路通東洞院西入車屋町２７０番地及び２７１番地 

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５１１番地 

京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９０番地 

京都市中京区富小路通御池下る松下町１３６番地の１ 

京都市中京区寺町通二条上る常盤木町５１番地，５２番地の１，５２番地の２及

び５３番地 

京都市中京区岩上通六角下る岩上町７５７番地 

京都市中京区岩上通蛸薬師下る宮本町８０２番地，８０４番地及び８０６番地 

京都市中京区醒ケ井通錦小路下る藤西町５９５番地の２ 

京都市中京区三条通烏丸西入御倉町６７番地，同区両替町通姉小路下る柿本町３

８６番地及び３８７番地 

京都市中京区新京極通三条下る桜之町４０４番地，４０５番地及び４９５番地の

１ 

京都市中京区西ノ京職司町３９番地（一部）及び４０番地（一部） 

京都市中京区西ノ京南聖町６番地の５ 

京都市中京区西ノ京西月光町１４番地の２（一部） 
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京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２２６番地 

京都市東山区三条通北裏白川筋西入二丁目東姉小路町４１４番地の９ 

京都市東山区白川筋三条下る二筋目西入三丁目南木之元町５４０番地の１ 

京都市東山区新橋通大和大路東入二丁目清本町３７１番地の１ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２５（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２７（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の２３７（一部） 

京都市東山区宮川筋四条下る二丁目宮川筋二丁目２６５番地 

京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋四丁目３００番地の１ 

京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋四丁目３０１番地の８及び３０１番地の１４ 

京都市東山区大和大路通松原下る二丁目薬師町２３５番地 

京都市東山区下河原通高台寺門前下河原町４７５番地 

京都市東山区大和大路通五条下る二丁目東入上梅屋町１６１番地の２ 

京都市東山区渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町３９１番地の１ 

京都市東山区渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町５７０番地 

京都市山科区安朱北屋敷町２番地の１ 

京都市山科区安朱北屋敷町１７番地（一部） 

京都市山科区御陵天徳町２番地 

京都市山科区御陵天徳町３番地 

京都市山科区御陵天徳町５番地の１及び６番地の１１ 

京都市山科区御陵久保町４３番地 

京都市山科区四ノ宮泉水町１番地 

京都市山科区四ノ宮堂ノ後町１番地の１ 

京都市山科区四ノ宮岩久保町２２番地の６及び２７番地の３ 

京都市下京区仏光寺通新町東入糸屋町２２１番地 

京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町９番地 

京都市下京区西木屋町通松原上る三丁目市之町２６０番地の４ 

京都市下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町２７１番地 
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京都市下京区丹波口通大宮西入丹波街道町３０６番地（一部）及び３０８番地

（一部） 

京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町５２８番地の１ 

京都市下京区高倉通松原下る樋之下町３１番地の１０ 

京都市下京区楊梅通新町東入上柳町２２９番地 

京都市下京区西高瀬川筋五条下る平居町６１番地，６２番地及び６３番地 

京都市南区東九条西御霊町７番地の１ 

京都市南区上鳥羽堀子町２４番地 

京都市南区上鳥羽城ケ前町２８番地の２ 

京都市南区上鳥羽岩ノ本町２６番地の３ 

京都市南区上鳥羽岩ノ本町２７番地の４ 

京都市南区上鳥羽鍋ケ淵町６番地 

京都市南区上鳥羽鍋ケ淵町１５番地の１ 

京都市南区上鳥羽鍋ケ淵町３６番地の８ 

京都市南区上鳥羽西浦町２番地 

京都市南区上鳥羽南唐戸町１１５番地（一部） 

京都市南区上鳥羽南村山町５６番地の１ 

京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町８番地の３ 

京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町９番地 

京都市右京区嵯峨鳥居本六反町１７番地 

京都市右京区嵯峨中通町２７番地の１ 

京都市西京区桂朝日町６８番地 

京都市西京区樫原宇治井西町９番地 

京都市伏見区西町３９５番地 

京都市伏見区東堺町５４６番地の１・５５０番地合併 

京都市伏見区京町大黒町１０７番地の１ 

京都市伏見区桃山町新町１０番地及び１２番地 

京都市伏見区下鳥羽前田町３０番地 

京都市伏見区下鳥羽南三町５２番地及び５３番地（一部） 
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京都市伏見区向島鷹場町５番地 

京都市伏見区向島中島町４０番地及び４１番地 

京都市伏見区深草藤森玄蕃町５７１番地 

 

令和２年８月７日指定（京都市告示第２６９号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市北区等持院西町４７番地 

京都市北区紫野上御所田町８番地 

京都市北区紫野上柏野町３２番地の１２ 

京都市上京区芦山寺通大宮西入東社町３２４番地 

京都市上京区千本通寺之内下る花車町４８７番地 

京都市上京区寺之内通北裏大宮西入二丁目歓喜町２４３番地 

京都市上京区寺之内通大宮西入二丁目中猪熊町３１０番地の２及び３１０番地の

３ 

京都市上京区智恵光院通寺之内半丁下る新美濃部町１７０番地 

京都市上京区今小路通七本松西入末之口町４３８番地 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２９番地の１ 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２９番地の５ 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７３７番地の１ 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７４０番地の７ 

京都市上京区元誓願寺通大宮東入寺今町５０４番地（一部） 

京都市上京区寺町通今出川上る一丁目西側立本寺前町７７番地 

京都市上京区下立売通御前通西入二丁目堀川町５２８番地 

京都市上京区下立売通御前通西入行衛町４５０番地（一部） 

京都市上京区仁和寺街道七本松西入二番町１９９番地の１（一部） 

京都市上京区裏門通一条下る今新在家町２０２番地 

京都市上京区中立売通浄福寺西入加賀屋町３８３番地及び３８５番地の１ 

京都市上京区上長者町通新町西入土御門町３０９番地 

京都市上京区千本通二条下る東入主税町９９２番地 
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京都市上京区新烏丸通下切通シ上る新烏丸頭町１７２番地の７ 

京都市左京区新間之町通二条下る頭町３４３番地の３ 

京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地の２４及び９１番地の２５ 

京都市左京区鞍馬本町２８６番地 

京都市左京区鞍馬本町３２５番地 

京都市中京区富小路通夷川上る大炊町３５３番地 

京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町５２４番地 

京都市中京区釜座通竹屋町下る亀屋町３２９番地 

京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町８１番地の１ 

京都市中京区車屋町通夷川上る少将井御旅町３４９番地の１ 

京都市中京区先斗町通三条下る四丁目松本町１６７番地及び１６７番地の１ 

京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町５１３番地 

京都市中京区柳馬場通竹屋町上る四町目１８１番地 

京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町６１６番地 

京都市中京区大宮通御池上る市之町１７４番地 

京都市中京区小川通二条下る古城町３７３番地（一部） 

京都市中京区小川通二条下る古城町３７３番地（一部） 

京都市中京区二条通新町西入正行寺町６７９番地の１及び６７９番地の２ 

京都市中京区高倉通御池上る柊町５７５番地 

京都市中京区間之町通押小路下る高田町４９９番地の１及び４９９番地の２ 

京都市中京区間之町通御池下る綿屋町５２９番地 

京都市中京区押小路通柳馬場西入竹屋町１６３番地の２ 

京都市中京区寺町通二条下る妙満寺前町４６７番地 

京都市中京区富小路通御池下る松下町１２５番地 

京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町２１７番地 

京都市中京区寺町通夷川上る藤木町２８番地及び２９番地 

京都市中京区二条通河原町東入樋之口町４５２番地 

京都市中京区六角通油小路西入越後突抜町３０１番地（一部） 

京都市中京区醒ケ井通六角下る越後突抜町３１１番地 
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京都市中京区錦小路通堀川東入三文字町５７７番地 

京都市中京区壬生坊城町７０番地（一部） 

京都市中京区聚楽廻東町１０番地の９ 

京都市東山区古門前通大和大路東入元町３６０番地，３６０番地の１及び３６０番

地の２ 

京都市東山区新門前通大和大路東入二丁目中之町２３９番地の２ 

京都市東山区大和大路通新橋上る元吉町４３番地の２，４５番地及び４５番地の１ 

京都市東山区大和大路通新橋上る元吉町５８番地の１ 

京都市東山区大和大路通新橋上る元吉町５９番地 

京都市東山区大和大路通新橋上る元吉町７０番地の５ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側２５４番地の２ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３４７番地の１ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１１９（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１１９（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１１９（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２２（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２３（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２５（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２５（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２７（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２７（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１５９ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１６０ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１６１ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１６２ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１６６ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の２３６（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の２３７（一部） 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７２番地及び５７２番地の２７ 
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京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７２番地の９ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７６番地の１ 

京都市東山区大黒町通五条上る音羽町３１４番地 

京都市下京区醒ケ井通高辻󠄀下る住吉町４８９番地の２及び４９１番地の２ 

京都市下京区醒ケ井通高辻󠄀下る住吉町５０９番地 

京都市下京区仏光寺通東洞院東入仏光寺西町３５０番地（一部） 

京都市下京区高倉通五条上る亀屋町１７８番地 

京都市下京区新町通鍵屋町上る蛭子町１３６番地 

京都市下京区六条通室町西入西魚屋町２３６番地 

京都市下京区上珠数屋町通東洞院西入上珠数屋町３３６番地 

京都市下京区木津屋橋通油小路東入南町５１２番地 

京都市下京区東洞院通正面下る笹屋町２７２番地 

京都市右京区嵯峨中通町２９番地 

京都市右京区宇多野馬場町２８番地 

京都市西京区樫原宇治井町５番地 

京都市伏見区中之町４８０番地 

京都市伏見区北尼崎町４９９番地 

京都市伏見区南浜町２５７番地 

京都市伏見区阿波橋町４０８番地 

京都市伏見区横大路東裏町１７番地 

京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町３５番地 

京都市伏見区醍醐西大路町８１番地，８２番地及び８３番地の１ 

京都市右京区京北鳥居町市無４３番地 

 

令和２年１１月１８日指定（京都市告示第４２６号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市北区大宮上ノ岸町６６番地の３(一部) 

京都市北区鞍馬口通寺町東入上善寺門前町３３９番地の４ 

京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２８５番地の６０ 
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京都市北区小山下総町１１番地の４ 

京都市北区小山下総町１８番地の２０，１８番地の２１及び１８番地の２２ 

京都市北区小山下総町１６番地の４（一部） 

京都市北区小山下総町１６番地の４（一部） 

京都市北区小山下総町１６番地の４（一部） 

京都市北区小山南上総町６３番地の３ 

京都市北区出雲路松ノ下町１４番地の６ 

京都市北区出雲路松ノ下町１４番地の７ 

京都市北区出雲路松ノ下町１６番地の２１ 

京都市北区出雲路立テ本町１０３番地の２ 

京都市北区出雲路立テ本町１０８番地の２５及び同区小山堀池町１９番地の１０ 

京都市上京区中長者町通新町西入仲之町２８１番地の４ 

京都市上京区御前通下立売上る二丁目仲之町２８７番地 

京都市上京区新町室町の間今出川上る畠山町１９８番地の１及び１９８番地の２ 

京都市上京区寺町通鞍馬口下る高徳寺町３５４番地の１５ 

京都市上京区上立売通浄福寺西入二丁目下る姥ケ榎木町８４５番地の１ 

京都市上京区六軒町通五辻上る末広町３６番地 

京都市上京区今小路通御前通西入紙屋川町８６２番地の３，８６２番地の４及び

８６２番地の１０ 

京都市上京区五辻通千本東入西五辻東町３８番地の１８ 

京都市上京区猪熊通元誓願寺下る竪神明町４７２番地の１ 

京都市上京区大宮通一条上る西入栄町６７８番地 

京都市上京区五辻通大宮西入五辻町８９番地及び９１番地 

京都市上京区寺町通今出川上る四丁目阿弥陀寺前町２２番地，２３番地及び２４

番地 

京都市上京区御前通西裏上ノ下立売下る西入行衛町４６０番地の１(一部) 

京都市上京区上長者町通裏門東入須浜町５６２番地の１及び５６４番地の１ 

京都市上京区上長者町通浄福寺東入高台院町５４５番地（一部） 

京都市上京区中立売通堀川西入役人町２５２番地 



34 

京都市上京区千本通下立売下る小山町９０８番地の３２ 

京都市上京区下立売通日暮西入中村町５４０番地，５４０番地の１及び５４１番

地 

京都市上京区千本通二条下る東入主税町１０４９番地 

京都市上京区室町通下立売上る勘解由小路町１５６番地 

京都市上京区衣棚通出水下る常泉院町１４３番地 

京都市上京区新椹木町通丸太町下る東土御門町３４４番地(一部) 

京都市上京区新烏丸通下切通シ上る新烏丸頭町１５２番地及び１５４番地 

京都市上京区新烏丸通丸太町上る信富町２９８番地 

京都市上京区寺町通広小路下る東桜町３９番地 

京都市左京区川端より二筋目仁王門下る新丸太町６４番地（一部） 

京都市左京区仁王門通新高倉東入北門前町４８８番地(一部) 

京都市左京区岡崎東福ノ川町１４番地 

京都市左京区黒谷町１７番地（一部） 

京都市左京区黒谷町１７番地の１ 

京都市左京区岡崎円勝寺町５８番地の４ 

京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地の２６ 

京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地の３１ 

京都市左京区岡崎円勝寺町１４０番地の４ 

京都市左京区岡崎北御所町２３番地の１及び２４番地 

京都市左京区岡崎北御所町５０番地(一部) 

京都市左京区吉田泉殿町５９番地 

京都市左京区吉田上阿達町３０番地の１ 

京都市左京区吉田本町１５番地の８ 

京都市左京区吉田下大路町３３番地 

京都市左京区吉田下大路町４２番地 

京都市左京区北白川小倉町５０番地の７６ 

京都市左京区下鴨宮崎町１２８番地の９０ 

京都市左京区下鴨宮崎町１５２番地の１ 
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京都市左京区下鴨松原町１０番地 

京都市左京区下鴨下川原町２７番地 

京都市中京区竹屋町通室町東入亀屋町１４２番地及び１４３番地（一部） 

京都市中京区西洞院通竹屋町下る毘沙門町３８０番地 

京都市中京区西洞院通竹屋町下る毘沙門町３８６番地及び３８８番地 

京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町５１２番地 

京都市中京区両替町通竹屋町上る西方寺町１７７番地及び１７９番地 

京都市中京区衣棚通姉小路下る突抜町１２４番地，１２６番地，１２８番地，同

区新町通姉小路下る町頭町９８番地の３及び９８番地の６ 

京都市中京区富小路通御池下る松下町１３８番地 

京都市中京区富小路通三条上る福長町１１２番地 

京都市中京区寺町通夷川上る藤木町３８番地 

京都市中京区三条通神泉苑西入今新在家西町１番地 

京都市中京区新町通六角下る六角町３５１番地 

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２１番地 

京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町１８７番地の２ 

京都市中京区壬生馬場町４番地の２ 

京都市中京区西ノ京車坂町２番地の９ 

京都市東山区古門前通大和大路東入二丁目三吉町３４９番地の１ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５０１番地の２ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５０３番地 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５１７番地の１及び同区八坂鳥居前

南入清井町４９５番地の４ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５２３番地の４ 

京都市東山区八坂鳥居前南入清井町４７９番地，４７９番地の１，４８０番地，

４８５番地の２，４８５番地の３，４８５番地の４，４８５番地の６，同区下河

原通八坂鳥居前下る上弁天町４４６番地及び４４６番地の３ 

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町１１番地の２３ 

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町１１番地の２６ 
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京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５６６番地の２４ 

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４４３番地の３ 

京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町３５０番地の８(一部) 

京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町３５０番地の２７ 

京都市東山区本町一丁目５５番地 

京都市東山区問屋町通五条下る二丁目上人町４３７番地及び４４０番地 

京都市東山区泉涌寺東林町２番地の３８ 

京都市東山区今熊野日吉町３７番地の５ 

京都市下京区堺町通四条下る小石町１２０番地の２ 

京都市下京区東洞院通高辻下る燈籠町５７８番地及び５７９番地 

京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町２６２番地の１，２６２番地の３，２６

２番地の４及び同区東洞院通四条下る元悪王子町５１番地の１ 

京都市下京区間之町通五条下る二丁目塗師屋町１２０番地 

京都市下京区東中筋通松原下る天使突抜一丁目３７５番地 

京都市下京区堺町通松原下る鍛冶屋町２４６番地の２ 

京都市下京区間之町通五条上る朝妻町１０９番地（一部） 

京都市下京区富小路通花屋町下る唐物町４４６番地の３ 

京都市下京区中堂寺鍵田町１６番地の２ 

京都市下京区西七条中野町２２番地，２３番地及び２８番地の１ 

京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町２番地の３(一部) 

京都市伏見区紺屋町１７３番地及び１７５番地の１ 

京都市伏見区丹波橋町８９９番地 

京都市伏見区過書町７８７番地 

京都市伏見区京町一丁目２４９番地 

京都市伏見区表町５７５番地，５７５番地の１及び５７５番地の２ 

京都市伏見区桃山町新町２０番地 

 

令和３年２月１０日指定（京都市告示第５６１号） 

個別指定京町家の所在地 
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京都市北区紫野雲林院町１３番地（一部）及び１４番地 

京都市北区紫野下柏野町１４番地 

京都市北区紫野西藤ノ森町１２番地の２３ 

京都市北区出雲路俵町３５番地 

京都市上京区武者小路通室町西入武者小路町４４４番地及び４４６番地 

京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町７１９番地 

京都市上京区寺之内通千本東入二丁目新猪熊東町３３６番地，３３８番地の１及

び同区上立売通浄福寺半丁西入上る真倉町７３１番地の２ 

京都市上京区大宮通寺之内一丁下る西入伊佐町１９０番地 

京都市上京区上立売通堀川西入芝薬師町６２１番地 

京都市上京区今出川通浄福寺西入二丁目東上善寺町１７６番地 

京都市上京区中筋通浄福寺西入中宮町２９８番地 

京都市上京区笹屋町通智恵光院西入笹屋町一丁目５４３番地及び５４５番地（一

部） 

京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町２１２番地 

京都市上京区元誓願寺通大宮西入元妙蓮寺町５４６番地 

京都市上京区笹屋町通大宮西入桝屋町５８０番地 

京都市上京区元誓願寺通油小路西入仲之町４６３番地の１ 

京都市上京区上長者町通千本東入北側信濃町４７４番地の１，４７４番地の２

（一部）及び４７５番地 

京都市上京区大宮通一条下る西側梨木町１８９番地１ 

京都市上京区一条通黒門東入如水町６９番地 

京都市上京区千本通二条下る東入主税町１０６２番地 

京都市上京区竹屋町通千本東入主税町１２１１番地 

京都市上京区猪熊通下長者町下る蛭子町３８７番地の１ 

京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町５２５番地及び５２６番地 

京都市上京区小川通丸太町上る上鍛冶町３３０番地 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１７３番地の１ 

京都市上京区新町通丸太町上る春帯町３５４番地 
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京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町８番地及び８番地の１ 

京都市左京区東竹屋町通川端東入東竹屋町６５番地の１ 

京都市左京区聖護院山王町６番地の１の１及び６番地の２ 

京都市左京区岡崎西天王町６８番地の１(一部) 

京都市左京区吉田近衛町２６番地の２９ 

京都市左京区吉田上大路町１４番地 

京都市左京区浄土寺真如町５番地（一部） 

京都市左京区下鴨宮河町２９番地及び３０番地 

京都市左京区山端川岸町４１番地の５ 

京都市中京区衣棚通夷川下る竪大恩寺町７５４番地 

京都市中京区新町通夷川下る二条新町７１２番地（一部） 

京都市中京区両替町通夷川上る松竹町１１６番地及び１１７番地 

京都市中京区猪熊通御池上る最上町３７９番地の１ 

京都市中京区猪熊通御池下る三坊猪熊町南組３４７番地 

京都市中京区二条通西洞院東入正行寺町６６５番地 

京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町６７９番地 

京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町７６番地 

京都市中京区蛸薬師通柳馬場東入油屋町１２７番地 

京都市中京区姉小路通柳馬場東入菊屋町５６９番地及び５７１番地 

京都市中京区猪熊通三条下る三条猪熊町６３４番地 

京都市中京区新町通六角下る六角町３５４番地及び３５５番地 

京都市中京区西ノ京職司町６１番地 

京都市中京区壬生賀陽御所町４７番地(一部) 

京都市東山区大和大路通三条下る二丁目新五軒町１８８番地，１８８番地の１及

び１９０番地 

京都市東山区古門前通大和大路東入元町３６６番地 

京都市東山区三条通北裏白川筋西入石泉院町３９２番地 

京都市東山区新橋通大和大路東入二丁目清本町３６３番地 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５０１番地の３ 
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京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５６９番地 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の４２(一部)及び５７０

番地の４３ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１２２(一部) 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１７０ 

京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５７０番地の１７１及び５７０番地

の１７２ 

京都市東山区下河原安井表門前東入月見町２５番地の６ 

京都市東山区本町十丁目１７２番地及び１７４番地の１（一部） 

京都市東山区本町十九丁目４２７番地の６ 

京都市下京区仏光寺通油小路東入木賊山町１８０番地の１及び１８２番地 

京都市下京区室町通高辻上る山王町５４３番地，５４５番地，５４８番地及び５

５０番地 

京都市下京区新町通仏光寺下る岩戸山町４２４番地の１及び４２４番地の２ 

京都市下京区仏光寺通新町東入糸屋町２２０番地 

京都市下京区堺町通高辻下る夕顔町４８８番地 

京都市下京区堺町通高辻下る夕顔町４９２番地 

京都市下京区仏光寺通高倉東入西前町３７８番地及び３７９番地 

京都市下京区大宮通松原下る西側上五条町３９４番地 

京都市下京区下松屋町通丹波口下る突抜一丁目３３８番地及び３４０番地 

京都市下京区油小路通五条上る上金仏町２６７番地 

京都市下京区松原通室町東入玉津島町２９８番地及び３００番地 

京都市下京区高倉通五条上る亀屋町１５９番地の２及び１６３番地の２ 

京都市下京区油小路通花屋町下る仏具屋町２３３番地の１，２３５番地及び２３

９番地 

京都市下京区油小路通花屋町下る仏具屋町２３９番地の１ 

京都市下京区西中筋通七条上る菱屋町１５３番地（一部） 

京都市下京区若宮通六条上る上若宮町８８番地 

京都市下京区間之町通花屋町下る天神町３９５番地 
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京都市下京区堀川通猪熊の間下魚ノ棚下る南八百屋町３３９番地 

京都市下京区土手町通七条上る納屋町４１７番地(一部) 

京都市下京区西七条中野町２７番地 

京都市下京区西七条北東野町１０９番地 

京都市西京区樫原宇治井町１０番地 

京都市伏見区白銀町９４３番地及び９４４番地 

京都市伏見区東大文字町１０５８番地 

京都市伏見区聚楽町６７４番地 

京都市伏見区京町六丁目６３番地の１ 

京都市伏見区東組町６９０番地の１及び６９０番地の２ 

京都市伏見区新町三丁目４７７番地 

京都市伏見区京町一丁目２４４番地 

京都市伏見区京町一丁目２６９番地 

京都市伏見区桃山町本多上野２番地 

京都市伏見区横大路草津町３４番地 

京都市伏見区横大路富ノ森町４３番地の１及び６９番地の３３ 

京都市伏見区横大路富ノ森町５２番地の７，５４番地の７及び７０番地の２６ 

京都市伏見区向島橋詰町７８７番地，７８７番地の２及び同区向島西堤町３９番

地の１ 

京都市伏見区向島中之町７９８番地(一部) 

京都市伏見区向島下之町８４４番地 

京都市伏見区深草谷口町１３番地及び１５番地（一部） 

京都市伏見区深草大亀谷八島町２４番地の１ 

京都市伏見区醍醐南里町３８番地 

 

令和３年３月３１日指定（京都市告示第６６８号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市北区紫野中柏野町２１番地の２ 

京都市北区紫野下柏野町１４番地の２９，１４番地の３０，１４番地の３１及び
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１４番地の３２ 

京都市上京区大宮通寺之内上る西入東千本町４２６番地 

京都市上京区大宮通寺之内上る西入西千本町３８２番地 

京都市上京区寺之内通浄福寺二丁目西入下る姥ケ北町７９４番地の１ 

京都市上京区寺之内通浄福寺二丁目西入下る姥ケ北町７９９番地 

京都市上京区上立売通浄福寺西入二丁目下る姥ケ榎木町８４９番地 

京都市上京区六軒町通元誓願寺上る玉屋町２１８番地 

京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入今出川町４７２番地 

京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入二丁目革堂町４５６番地 

京都市上京区笹屋町通浄福寺西入笹屋町二丁目５７２番地 

京都市上京区上立売通堀川東入堀之上町２０番地 

京都市上京区上長者町通千本東入二丁目山王町４９７番地 

京都市上京区上長者町通千本東入二丁目山王町５０９番地の１ 

京都市上京区一条通浄福寺東入南新在家町３３９番地の２，３３９番地の３及び

３３９番地の４ 

京都市上京区上長者町通浄福寺西入新柳馬場頭町５２９番地の２ 

京都市上京区葭屋町通上長者町下る菊屋町５２１番地の１ 

京都市上京区上長者町通松屋町西入須浜東町４５０番地の１７ 

京都市上京区油小路通一条下る油橋詰町９３番地の２ 

京都市上京区千本通下立売下る小山町９０８番地の１２ 

京都市上京区下長者町通浄福寺西入新御幸町３７番地の２ 

京都市上京区千本通二条下る東入主税町１０２０番地 

京都市上京区油小路通出水上る大黒屋町３１番地の４ 

京都市左京区若王子町２６番地（一部） 

京都市左京区鞍馬本町９２番地 

京都市左京区鞍馬本町１１２番地 

京都市左京区鞍馬本町２３５番地 

京都市左京区鞍馬本町２４８番地及び２４９番地 

京都市左京区鞍馬本町２６６番地 
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京都市左京区鞍馬本町３３８番地，３３８番地の１及び３３９番地 

京都市左京区鞍馬本町４７４番地 

京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町５２３番地の１ 

京都市中京区堺町通夷川上る絹屋町１２２番地 

京都市中京区竹屋町通麩屋町西入魚屋町４３５番地の２及び４３６番地 

京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町１７番地の３ 

京都市中京区御池通猪熊西入俵屋町１８９番地 

京都市中京区堀川通御池上る押堀町２７番地の１ 

京都市中京区二条通小川西入西大黒町３３３番地の１ 

京都市中京区新町通御池下る神明町７１番地 

京都市中京区姉小路通寺町西入姉大東町５５３番地及び同区麩屋町通御池下る中

白山町２８６番地の１ 

京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町２０９番地の１ 

京都市中京区大宮通蛸薬師下る四坊大宮町１７０番地 

京都市中京区四条通大宮西入錦大宮町１３９番地の１ 

京都市中京区油小路通錦小路上る山田町５１５番地 

京都市中京区新町通三条下る三条町３３７番地の１ 

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２１番地の１ 

京都市中京区蛸薬師通高倉東入雁金町３７５番地の３ 

京都市中京区蛸薬師通高倉東入雁金町３７８番地 

京都市中京区麩屋町通蛸薬師下る梅屋町４９９番地 

京都市中京区壬生御所ノ内町４７番地の３ 

京都市中京区壬生高樋町６０番地の２５ 

京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２２７番地の１ 

京都市東山区大和大路通新橋上る元吉町４７番地 

京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町８２番地 

京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町２８４番地（一部） 

京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町２８４番地（一部） 

京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町２８４番地（一部） 
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京都市東山区下河原安井表門前東入月見町２５番地の５ 

京都市東山区本町二丁目７４番地の２ 

京都市東山区問屋町通五条下る三丁目東橘町４６４番地の１ 

京都市東山区馬町通本町東入三丁目上新シ町３８１番地の２ 

京都市東山区渋谷通東大路東入五丁目下馬町５０２番地の２ 

京都市下京区岩上通高辻下る吉文字町４４５番地（一部） 

京都市下京区岩上通高辻下る吉文字町４４５番地（一部） 

京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５８９番地の１ 

京都市下京区油小路通仏光寺下る太子山町６０３番地及び６０５番地の１（一

部） 

京都市下京区綾小路通醒ケ井西入西綾小路西半町６９番地 

京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町４０３番地（一部） 

京都市下京区綾小路通西洞院東入新釜座町７３７番地（一部） 

京都市下京区高辻通西洞院東入下る菊屋町７５８番地の１ 

京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町１７９番地 

京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４４３番地 

京都市下京区油小路通松原下る樋口町３１２番地及び３１３番地 

京都市下京区不明門通五条上る玉屋町５２４番地 

京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町５２９番地 

京都市下京区堺町通松原下る鍛冶屋町２４０番地の３ 

京都市下京区新町通鍵屋町上る蛭子町１３９番地の１ 

京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町６０番地の１の３及び７７番地の３ 

京都市下京区中堂寺南町９番地の５ 

京都市下京区中堂寺庄ノ内町４５番地の７ 

京都市南区西九条横町１番地及び２番地 

京都市伏見区城通町６２９番地 

京都市伏見区問屋町７３６番地 

京都市伏見区豊後橋町９１番地の２ 

京都市伏見区杉本町４５２番地及び４５３番地 
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京都市伏見区桃山町新町２９番地及び３０番地 

 

令和３年１０月２９日指定（京都市告示第３８８号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市北区紫竹西北町７番地の１ 

京都市上京区室町通武者小路下る小島町５５２番地 

京都市上京区笹屋町通千本西入笹屋四丁目２８４番地（一部） 

京都市上京区中筋通千本東入西亀屋町３４５番地 

京都市上京区一条通新町東入西日野殿町３８７番地の２ 

京都市中京区二条通河原町東入樋之口町４６２番地及び４６１番地の２ 

京都市中京区岩上通三条下る下八文字町６８９番地 

京都市中京区聚楽廻西町１２３番地 

京都市東山区本町七丁目２１番地（一部） 

京都市下京区岩上通仏光寺下る徳屋町４４２番地 

京都市伏見区東組町６９１番地 

京都市伏見区深草直違橋六丁目３０４番地 

 

令和４年１月２８日指定（京都市告示第５４９号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町２番地 

京都市上京区小川通寺之内下る射場町５４７番地の１ 

京都市上京区上立売通浄福寺西入姥ケ東西町６２１番地の１及び６２１番地の２ 

京都市上京区寺之内通堀川西入東西町３８６番地の２ 

京都市上京区六軒町通一条上る若松町３５６番地の２ 

京都市上京区五辻通千本東入西五辻東町７３番地 

京都市上京区中筋通千本東入西亀屋町３４９番地 

京都市上京区一条通松屋町西入鏡石町２７番地の２ 

京都市上京区猪熊通下立売上る荒神町４３８番地の２ 

京都市左京区川端より二筋目仁王門下る新丸太町７０番地 
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京都市左京区下鴨芝本町５３番地の８ 

京都市左京区山端大城田町３２番地の５ 

京都市中京区衣棚通夷川下る竪大恩寺町７３８番地 

京都市中京区釜座通丸太町下る桝屋町１６４番地の１ 

京都市中京区両替町通竹屋町上る西方寺町１８０番地 

京都市中京区御幸町通夷川上る松本町５８０番地の２ 

京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町４２８番地 

京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町２７６番地及び２７８番地 

京都市中京区室町通二条下る蛸薬師町２７０番地 

京都市中京区蛸薬師通堀川西入金屋町７６２番地 

京都市中京区錦小路通堀川西入吉野町８２６番地 

京都市中京区西ノ京左馬寮町２５番地の８ 

京都市東山区三条通白川橋東入七丁目東分木町２７２番地 

京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町１０４番地の１ 

京都市東山区清水五丁目１２３番地 

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４４４番地の２ 

京都市東山区耳塚通正面下る塗師屋町６０９番地 

京都市東山区本町十六丁目３０１番地 

京都市東山区本町十六丁目３０３番地 

京都市下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町２６８番地 

京都市下京区新町通的場東入蛭子町１５８番地 

京都市下京区中堂寺櫛笥町２８番地の１ 

京都市南区上鳥羽南中ノ坪町１０６番地 

京都市伏見区西堺町８６４番地 

京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町５６番地の１ 

 

令和４年３月２８日指定（京都市告示第６３２号） 

個別指定京町家の所在地 

京都市上京区寺之内通大宮西入大猪熊町９３番地及び９３番地の１ 
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京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町８３番地の１ 

京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７４３番地の７ 

京都市上京区大宮通中立売下る常陸町４２７番地の１（一部）及び４２７番地の

２ 

京都市上京区室町通下立売上る勘解由小路町１４８番地の３，１４８番地の４及

び同区出水通室町東入中出水町３８６番地の１ 

京都市左京区川端二条下る孫橋町１５番地（一部） 

京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町１４番地の２１，同区東竹屋町通川端東

入東竹屋町６２番地の５及び６２番地の６ 

京都市中京区車屋町通二条下る仁王門突抜町３２３番地の２ 

京都市中京区押小路通柳馬場西入竹屋町１６６番地 

京都市中京区室町通六角下る鯉山町５２４番地 

京都市中京区聚楽廻東町３１番地の１０及び３１番地の１５ 

京都市中京区西ノ京永本町１５番地の３ 

京都市中京区壬生森前町２９番地の９０ 

京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４４４番地 

京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町５１１番地及び５１３番地 

京都市下京区西洞院通高辻下る高辻西洞院町８０７番地（一部） 

京都市下京区東中筋通高辻下る舟屋町６７９番地 

京都市下京区綾小路通新町西入矢田町１２０番地 

京都市下京区仏光寺通西洞院東入菅大臣町１８５番地の１，１８５番地の２及び

１８５番地の４ 

京都市下京区仏光寺通柳馬場西入東前町４２２番地 

京都市下京区御幸町通高辻下る桝屋町４７１番地の１ 

京都市下京区西石垣通四条下る斎藤町１３５番地及び１４０番地の８ 

京都市下京区北小路通新町西入井筒町６５６番地 

京都市下京区室町通五条下る二丁目堺町２４０番地，２４０番地の１及び２４０

番地の２ 

京都市伏見区両替町一丁目３８７番地の１（一部） 
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京都市伏見区両替町一丁目３８７番地の１（一部） 

 


