
 年度 所　在 指定種別 文 化 財 の 名 称 修理内容 交付額(円)

京都市 市　登  録 方丈障壁画(狩野山雪筆)  10面                                      襖貼付装解体、表面の汚れの除去、本紙

欠失箇所に補修紙で補紙、仕立て直し等

京都市 市　指  定 木造薬師如来坐像   １軀 除去した各部の後補材の痕を桧材で補足、

汚損著しい面相部は木屎漆で補修し整形

京都市 重要文化財 私家集のうち　８帖 ( 「伊勢大輔集」 冊子装解体､表面の汚れの除去､欠損個所

「柳葉和歌集」「藤原元真集」「重之集」 に補修紙で繕いを施す、冊子装に仕立て

平 「大斎院御集」ほか)

成 宮津市 府　指　定 籠神社文書のうち 巻子装及び冊子装の解体、欠失箇所に

28 　　　　　　　｢慶長七年丹後国検地帳｣ほか 補修紙で補紙、仕立て直し等

年 京都市 重要文化財 八瀬童子関係資料のうち　 クリーニング､補修紙作製､仕立て直し等

度 　　　　　　　　　　文書・記録類　208点

京都市 重要文化財 妙顕寺文書のうち   掛軸装　24点 掛軸装の破損部の処置、解装修理、

補修紙作製、補紙、仕立て直し等

京都市 重要文化財 木造六観音菩薩像     ６軀 埃の除去、昭和修理時の古色変色箇所

の修整、台座内部構造等への補強など 

舞鶴市 府　指　定 報恩寺本堂障壁画(塩川文麟筆)   　 襖装の解体､本紙のクリーニング､本紙

　　　　　　　　　　　44面のうち16面 欠落箇所に補紙､亀裂・断裂箇所の補強

木津川市 重要文化財 板絵著色十六羅漢図(三重塔初重壁画)　16面 絵具層の詳細調査､表面の塵･蜘蛛の巣

の除去、絵具の抑え、彩色剥落止め

京都市 重要文化財 賀茂別雷神社文書のうち　　巻子５巻  クリーニング、補修紙作製、補紙、 10件

(巻第四、六、十二、十三、十五)  仕立て直し、保存箱作製等 2,570,000

京都市 重要文化財 私家集のうち11帖 (「宗于集」「顕綱朝臣集」 冊子装解体､表面の汚れの除去､欠損個所

「亀山院御集」ほか)、歌書類のうち１帖 に補修紙で繕いを施す、冊子装に仕立て

(「冬日詠百首和歌」)

舞鶴市 府　指　定 報恩寺本堂障壁画(塩川文麟筆)  　 襖装の解体､本紙のクリーニング､本紙

 　　　　　　　　　　　　　44面のうち16面 欠落箇所に補紙､亀裂・断裂箇所の補強

宇治市 重要文化財 黄檗山木額・柱聯・榜牌のうち　聯４対 調査、埃払い、剥落止め、点検、撮影、

平 記録、保存箱作製

成 京都市 重要文化財 妙顕寺文書のうち  常用函文書(竪紙246点、 掛軸装の破損部の処置、解装修理、

29 竪帳20冊) 補修紙作製、補紙、仕立て直し等

年 京都市 重要文化財 八瀬童子関係資料のうち　 クリーニング､補修紙作製､補紙、

度 文書・記録類近世・近代分　208点 仕立て直し、保存箱作製等

京都市 市　指  定 紙本金地著色 車争図屏風　６曲１双 屏風装解装、クリーニング、下地骨の

新調、絵具層の強化、裏打ちなど

宮津市 府　指　定 籠神社文書のうち 巻子装及び冊子装の解体、補修紙で

中世文書 １巻、｢慶長七年丹後国検地帳｣ ２冊 補紙、仕立て直し等

京丹後市 府　指　定 玄圃霊三関係資料のうち 　冊子本 ３冊 剥落止め、解体、汚れ除去、虫損補修、

乾燥、皺伸ばし、表紙補修、仕上げ

京都市 市　指  定 絹本著色 足利義輝像　１幅 調査､解体､絵具層の剥落止め､補絹､補彩､ ９件

裏打ち、軸首・鐶等の新調、仕上げ 2,460,000

京都市 市　指  定 木造千手観音立像　　１軀 埃の除去、漆箔の剥落止め、矧ぎ目及び

脇手の緩みの接合、亡失部分の新補など

京都市 重要文化財 私家集のうち11帖 (「土御門御集」「道済集｣ 冊子装解体､表面の汚れの除去､欠損個所

「大中臣頼基朝臣集」「御形宣旨集」 に補修紙で繕いを施す、冊子装に仕立て

「伏見院御百首」ほか)

木津川市 国　　宝 木造阿弥陀如来坐像　　２軀 埃の除去、漆箔層・金箔等の剥落止め、

鼠害等の欠損個所の補足など 

平 京都市 重要文化財 八瀬童子関係資料のうち　 クリーニング､補修紙作製､補紙、

成 文書・記録類近代分　  11点 仕立て直し、保存箱作製等

30 舞鶴市 府　指　定 木造地蔵菩薩坐像　　１軀 後補彩色・矧ぎ目の後補材・腐食する釘

年 や鎹の除去後、桧材・木屎漆等で補修

度 南丹市 府暫定登録 木造菩薩形立像　　１軀 塵埃の除去、燻蒸による殺菌・殺虫処置、

補修箇所の修整と整形、欠失部の新補等

京都市 市　登  録 方丈障壁画（狩野山雪筆）　９面 襖貼付装解体、表面汚れ除去、旧肌裏紙

除去、欠失箇所に補紙、補彩、仕立て

過去５年間の助成実績



亀岡市 府暫定登録 木造阿弥陀如来立像　　１軀 埃の除去、漆・金泥・截金等の剥落止め、

足や光背の枘穴の修整など

宮津市 府　指　定 紙本著色草花図　　20面 各面の状態調査、亀裂の恐れのある箇所 ９件

の仮止め、絵具層の仮止めなど 2,390,000

京都市 重要文化財 妙顕寺文書のうち古文書　　174点 本紙の埃・塵芥等の除去、膠水溶液で剥落

止め、虫損・破損欠失箇所を補修

木津川市 国　　宝 木造阿弥陀如来坐像　　２軀 埃の除去、漆箔層・金箔等の剥落止め、

鼠害等の欠損個所の補足など 

京都市 重要文化財 勅撰和歌集のうち２帖(｢玉葉和歌集｣) 冊子装解体､表面の汚れの除去､欠損個所

私家集のうち12帖(｢柏玉集｣｢雪玉集｣など) に補修紙で繕いを施す、冊子装に仕立て

舞鶴市 府　指　定 木造地蔵菩薩坐像　　１軀 本躰・台座の矧ぎ目の仕上げ処置、光背の

令 輪光圏帯部の群青彩色と位置調整など

和 京都市 重要文化財 八瀬童子関係資料のうち　 クリーニング､補修紙作製､補紙、整形、

元 冊子装、一紙物など文書・記録　15点 仕立て直し、保存箱作製等

年 舞鶴市 府　指　定 報恩寺本堂障壁画(塩川文麟筆)   　 襖装の解体､本紙のクリーニング､本紙欠落

度                         44面のうち８面 箇所に補紙､亀裂・断裂箇所の補強など

京丹後市 府　指　定 玄圃霊三関係資料のうち 　 解体、旧裏打紙・旧補修紙除去、欠失箇所

「也足外集」(一名千畝録) ３冊 への補紙、再仕立及び保存環境整備

京都市 重要文化財 紙本墨画芦雁図(伝 等顔筆／襖貼付)　６面 欠失箇所及び亀裂箇所の補修、剥落止め、

下地の修理、襲木の調整など

南丹市 府暫定登録 木造菩薩形立像　　１軀 塵埃の除去、燻蒸による殺菌・殺虫処置、

補修箇所の修整と整形、欠失部の新補など

京都市 市　登  録 方丈障壁画（狩野山雪筆）　９面 襖貼付装解体、表面汚れ除去、旧肌裏紙の

除去、欠失箇所に補紙、補彩、仕立てなど

京都市 市　指  定 紙本墨画雲龍図(海北友松筆)　６曲１隻 屏風装の解体、クリーニング、膠水溶液に 11件

よる墨・朱層の剥落止めなど 2,790,000

京都市 市　指  定 紙本墨画雲龍図(海北友松筆)　６曲１隻 旧肌裏紙の除去、本紙に補紙し補彩。表装

裂地に緞子・金襴を新調、本紙を取付け。

京都市 市　登  録 方丈障壁画（狩野山雪筆）　５面 襖貼付装解体、表面汚れ除去、旧肌裏紙の

除去、欠失箇所に補紙、補彩、仕立てなど

木津川市 国　　宝 木造阿弥陀如来坐像　　１軀（第５仏、中尊） 埃の除去、両脚部見付けの漆箔の剥落止め、

光背・台座の剥落止めなど 

令 京都市 重要文化財 勅撰和歌集のうち２帖(｢玉葉和歌集｣) 冊子装解体､表面の汚れの除去､欠損個所

和 私家集のうち12帖(｢柏玉集｣｢雪玉集｣など) に補修紙で繕いを施す、冊子装に仕立て

2 舞鶴市 府　指　定 報恩寺本堂障壁画(塩川文麟筆)   襖装の解体､本紙のクリーニング､本紙欠落

年                           44面のうち８面 箇所に補紙､亀裂・断裂箇所の補強など

度 京都市 重要文化財 八瀬童子関係資料のうち　 クリーニング､補修紙作製､補紙、整形、

冊子装、一紙物など文書・記録　26点 仕立て直し、保存箱作製等

京都市 重要文化財 紙本墨画山水図(伝 等顔筆／襖貼付)　６面 修理前調査、写真撮影。解装前に剥落止め、

引手金具・襲木を外し、本紙を取り外す

大山崎町 重要文化財 板絵著色神像　　２面 表面の汚れの除去。膠と布海苔の混合液で

絵具層の剥落・剥離止め。桐製被蓋箱作製

宮津市 府　指　定 籠神社文書のうち 解体、旧裏打紙・旧補修紙の除去。補修紙

　　　　　　　｢慶長七年丹後国検地帳｣ ４冊 の製作、欠失箇所への補紙。再仕立て

京都市 府　指　定 絹本著色日吉山王垂迹神曼荼羅　　１幅 撮影・調査、解体、本紙汚れ除去、絵具層 10件

絹本著色日吉山王本地仏曼荼羅　　１幅 の剥落止め、本紙欠失箇所に補絹 2,420,000


