
京都市指定文化財－建造物
名称 年代 所在地

大将軍神社本殿 天正19年(1591) 北区西賀茂角社町
岩佐家住宅 江戸時代後期 北区上賀茂南大路町
梅辻家住宅 江戸時代後期 北区上賀茂北大路町
日下部（式部）家住宅 明和9年(1772) 北区小野上ノ町
天寧寺本堂 文化7年（1810） 北区寺町通鞍馬口下る
北野天満宮絵馬所 元禄年間 上京区馬喰町
奥溪家住宅 江戸時代後期 上京区北町
淨福寺 享保18年(1733) 上京区笹屋町二丁目
日本聖公会　聖アグネス教会聖堂 明治31年(1898) 上京区堀松町
新島襄旧邸 明治11年(1878) 上京区松蔭町
立本寺 寛保3年(1743) 上京区一番町
宝鏡寺 寛政10年(1798) 上京区百々町
観音寺 17世紀前期 上京区観音寺門前町
志古淵神社 寛文12年(1672) 左京区久多中の町
檀王法林寺 江戸時代中期 左京区川端通三条上る法林寺門前町
涌泉寺 江戸時代前期 左京区松ヶ崎堀町
霊鑑寺 延宝3年(1675) 左京区鹿ヶ谷御所ノ段町
天授庵 慶長7年(1602) 左京区南禅寺福地町
勝林院 安永6年(1777) 左京区大原勝林院町
満願寺 宝永元年(1704) 左京区岡崎法勝寺町
光雲寺 寛文5年(1665) 左京区南禅寺北ノ坊町
駒井家住宅 昭和2年(1927） 左京区北白川伊織町
下御霊神社 寛政3年（1791）移建 中京区下御霊前町
小結棚町会所（放下鉾） 慶応3年(1867) 中京区小結棚町
笋町会所（孟宗山） 明治8年（1875）以降 中京区笋町
天神山町会所（霰天神山） 明治19年（1886）頃 中京区天神山町
野口家住宅 元治元年（1864）以降 中京区藤本町
行願寺 文化12年(1815) 中京区行願寺門前町
旧神先家住宅 江戸時代後期 中京区壬生賀陽御所町
京都ハリストス正教会 明治36年(1903) 中京区六町目
日本キリスト教団 大正2年(1913) 中京区山本町
京都御幸町教会会堂
川﨑家住宅 大正15年(1926) 中京区三条町
廣誠院 明治中期 中京区一之船入町
新熊野神社 寛文13年(1673) 東山区今熊野椥ノ森町
瀧尾神社 天保10年（1839） 東山区本町十一丁目
若宮八幡宮社本殿 江戸時代前期 東山区五条橋東五丁目
法観寺 寛文3年(1663) 東山区八坂通下河原東入八坂上町
太子堂 江戸時代中期
養源院 元和年間(1615～24) 東山区三十三間堂廻り
長楽館 明治42年(1909) 東山区四条通大和大路東入祇園町南側
粟田神社 文政6年（1823） 東山区粟田口鍛治町
尊勝院本堂 桃山時代 東山区粟田口三条坊町
長楽寺本堂 寛文6年(1666) 東山区八坂鳥居前東入
山科神社本殿 江戸時代前期 山科区西野山岩ケ谷町
勧修寺 延宝4年(1676) 山科区観修寺仁王堂町
毘沙門堂 寛文6年(1666) 山科区安朱稲荷山町
八幡宮本殿 元禄8年(1695) 山科区勧修寺御所ノ内町
燈籠町会所（保昌山） 明治3年(1870) 下京区燈籠町
輪違屋 明治時代初期 下京区西新屋敷中之町
旧二条駅舎 明治37年（1904) 下京区歓喜寺町
長江家住宅 慶応4年(1968) 下京区船鉾町
倉掛神社本殿 寛文6年(1666) 南区久世東土川町
六孫王神社 元禄14年(1701) 南区八条町
今宮神社本殿 寛永21年(1644) 右京区花園伊町
西明寺 元禄13年(1700) 右京区梅ケ畑槙尾町
臨川寺 元和8年(1622) 右京区嵯峨天龍寺造路町
長福寺 元禄8年(1695) 右京区梅津中村町
二尊院 江戸時代前期 右京区嵯峨二尊院門前長神町
平岡八幡宮本殿 文政9年（1826) 右京区梅ケ畑宮ノ口
春日神社宝蔵 建武4年(1337) 右京区京北宮町宮野
妙光寺方丈 江戸時代前期(寛永14～16年)右京区宇多野上ノ谷町
淨住寺 元禄10年(1697) 西京区山田開キ町
玉村家住宅 江戸時代後期 西京区樫原下ノ町
大原野神社 江戸時代後期 西京区大原南春日町
正法寺遍照塔（旧忠魂堂） 明治41年(1908) 西京区大原野南春日町
藤森神社 宝暦5年(1755) 伏見区深原鳥居崎町
萓尾神社本殿 慶安5年(1652) 伏見区日野畑出町
西養寺本堂 元禄6年(1693) 伏見区肥後町
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京都市登録文化財－建造物
名称 年代 所在地

井関家住宅 江戸時代後期 北区上賀茂北大路町
椋本家住宅 嘉永4年(1851) 北区大森東町
日下部（大助）家住宅 明治27年(1894) 北区小野上ノ町
京都市考古資料館（旧西陣織物館） 大正3年(1914) 上京区元伊佐町
大丸ヴィラ 昭和7年(1932) 上京区春日町
藤井斉成会有鄰館第一館 大正15年(1926) 左京区岡崎円勝寺町
石座神社 明和3年(1766) 左京区岩倉上蔵町
八所明神本殿 明和3年(1766)
十二所明神本殿
旧京都中央電話局 大正15年(1926) 中京区車屋町
旧毎日新聞社京都支局 昭和3年(1928) 中京区海老屋町，同区弁慶石町
中京郵便局旧庁舎外観 明治35年(1902) 中京区菱屋町
伴家住宅 明治時代 中京区骨屋町
八木（南）家住宅 江戸時代末期 中京区壬生辻町

東山区 下里家住宅 明治28年(1895) 東山区八坂新地末吉町
秦家住宅　 明治時代初期　　江戸時代後期下京区太子山町
島原大門 慶応3年(1867) 下京区中之町及び同区上之町
旧柳原銀行 明治時代 下京区下之町
日向大神宮 江戸時代後期 山科区日ノ岡一切経谷町

山科区 内宮本殿

下京区 秦家住宅 明治2年頃 明治35年改造江戸時代後期下京区太子山町
河原家住宅 明暦3年(1657) 右京区嵯峨越畑北ノ町
斎明神社 明和8年(1771) 右京区嵯峨柳田町
九頭神社本殿 安永7年(1778) 右京区京北細野町
地蔵院方丈 貞享3年(1686) 西京区山田北ノ町
五社神社本殿 文化6年(1809) 西京区下津林楠町
飛鳥田神社本殿 江戸時代前期 伏見区横大路柿ノ本町
天穂日命神社本殿 天明3年(1783) 伏見区石田森西町
久我神社本殿 天明4年（1784） 伏見区久我森ノ宮町
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