
南丹市

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

要措置区域

形質変更時要届出区域

地下水位観測地点

資料：「土壌汚染対策法に基づく府内（京都市を除く）の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」
（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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地下水位観測地点

資料：「土壌汚染対策法に基づく府内（京都市を除く）の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」
（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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地下水位観測地点

資料：「土壌汚染対策法に基づく府内（京都市を除く）の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」
（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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資料：「土壌汚染対策法に基づく府内（京都市を除く）の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」
（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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資料：「土壌汚染対策法に基づく府内（京都市を除く）の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」
（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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資料：「土壌汚染対策法に基づく府内（京都市を除く）の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」
（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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地下水位観 測地点

資料：「土壌汚染対策法に基づく府内（京都市を除く）の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」
（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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（令和元年8月現在、京都府ホームページ）

「京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「全国地盤環境情報ディレクトリ」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
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