
南丹市

芦生三国山・開析準平原・渓谷・湿原

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

危機にある地形

稼行鉱山

休廃止鉱山

すぐれた地形・地質・自然現象

地形・地質・自然現象（京都府レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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南丹市

京都市左京区

京都市右京区

Ky-45

Ky-7

Ky-2

芦生三国山・開析 準平 原・渓谷・湿 原

八丁・開析 準平 原・渓谷

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

危機 にある地形

稼行鉱山

休廃止 鉱山

すぐれた地形・地質・自然現象

地形・地質・自然現象（京都府レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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石灰岩 ・フズリナ産地

南丹市

京都市 北区

京都市 左 京区

京都市 右京区

Ky-39

Ky-49

Ky-17

Ky-50

Ky-6

Ky-18

花背・閃緑岩

貴船川・峡 谷 ・峡 流

鞍馬川・峡 谷 ・峡 流

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業 実 施 区域 府 県境 市 区町境

危機にある地形

稼行鉱山

休廃 止鉱山

すぐれた地形 ・地質・自然現象

地形 ・地質・自然現象（京都府 レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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石灰岩・フズリナ化石

京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

Ky-39

市原谷中分水界

滝又滝

菩提滝

鞍馬諸鉱泉

花背・閃緑岩

貴船川・峡 谷・峡 流

鞍馬川・峡 谷・峡 流

大原・八瀬 ・花折断層帯・断層線谷

愛宕 山・残丘

清滝川・金雲渓金鈴渓

比叡山・残丘状地形

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

危機にある地形

稼行鉱山

休廃 止鉱山

すぐれた地形・地質・自然現象

地形・地質・自然現象（京都府レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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スカルン鉱物

京都市北 区

京都市上京区

京都市左京区

京都市中京区

京都市東山 区

京都市下京区

京都市右京区

京都市山 科区

京都市西京区

Ky-16
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Ky-51

Ky-15

Ky-29

花

折

断

層

崖

菩提滝

嵐山 鉱泉

北 白川諸鉱泉

梨木神社の清水

原 谷谷中分 水界

吉田山

深泥池

深泥池の泥炭 地

比叡山 地の組織地形

大原 ・八瀬・花折断層帯・断層線谷

深泥池・後背湿地

修学院一乗 寺・ケルンバット・ケルンコル・北 白川花崗岩

大文字山 ・如意ヶ岳・ホルンフェルス・接触変成鉱物

北 白川扇状地

嵐山 ・保 津川峡谷・開析断層崖

清滝川・金雲渓金鈴渓

京都東山

比叡山 ・残丘状地形

比叡平・北 白川花崗岩・マサ・小起伏面地形

比叡山 四明岳・比叡山 ホルンフェルス

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

危機にある地形

稼行鉱山

休 廃止鉱山

すぐれた地形・地質・自然現象

地形・地質・自然現象（京都府レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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宇治市

向日 市

長岡京市

京都市中京区

京都市東山 区

京都市下京区

京都市南区

京都市右京区

京都市伏見区

京都市山 科区

京都市西京区

Ky-33

Ky-8

小

野

断

層

崖

小

野

断

層

崖

小

野

断

層

崖

御香水

音羽滝

京都西山 丘陵・境石台地段丘・大阪層群の構造地形

旧巨椋池

京都東山

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

危機にある地形

稼 行鉱山

休廃 止鉱山

すぐれた地形・地質・自然現象

地形・地質・自然現象（京都府レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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宇治市

京田辺市

城陽市

八幡市

久御山町

長岡京市

京都市伏見区

宇治丘陵

桂川、宇治川、木津川三川合流域

木津川の荒州

城陽市、宇治市周辺の丘陵地

京都西山丘陵・境石台地段丘・大阪層群の構造地形

旧巨椋池

宇治川・峡谷

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

危機にある地形

稼行鉱山

休廃止鉱山

すぐれた地形・地質・自然現象

地形・地質・自然現象（京都府レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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京田辺市

城陽市

八幡市

Ky-55 京阪奈丘陵

浜新 田

城陽市、宇治市周辺の丘陵地

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

危機にある地形

稼行鉱山

休廃止鉱山

すぐれた地形・地質・自然現 象

地形・地質・自然現 象（京都府レッドデータブック）

資料：「京都府のすぐれた自然図」（昭和51年、環境庁）
「京都府レッドデータブック2015」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「日本の地形レッドデータブック　第1集　新装版-危機にある地形-」

（2000年8月、地形レッドデータブック編集委員会）
「近畿地方土木地質図解説書」（平成4年12月、近畿地方土木地質図編纂委員会）
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