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気象観測地点及び大気質測定地点図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

地域気象観測所

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

ダイオキシン類大気環境測定地点

固定発生源周辺測定局・沿道測定局

資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）

※京都地方気象台は京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。
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自動車排出ガス測定局

ダイオキシン類大気環境測定地点

固定発生源周辺測定局・沿道測定局

資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）

※京都地方気象台は京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。
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ダイオキシン類大気環境測定地点
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資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）

※京都地方気象台は京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。
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資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）

※京都地方気象台は京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。
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気象観測地点及び大気質測定地点図 対象事業実施区域 府 県境 市 区町境
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資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）

※京都地方気象台は京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。
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資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）

※京都地方気象台は京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。
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気象観測地点及び大気質測定地点図 対 象事業実 施区域 府県境 市 区町境

地域気象観測所

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

ダイオキシン類大気環境測定地点

固定発生源周辺測定局 ・沿道測定局

資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）

※京都地方気象台は京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。
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※京都地方気象台は、観測項目によって観測所の所在地が異なる。

資料：「過去の気象データ・ダウンロード」（令和元年8月現在、気象庁ホームページ）
「平成26年度～平成30年度版京都府環境白書 資料編」（平成27年3月～平成31年3月、京都府）
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