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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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鳥獣保護区等の指定状況図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

特別保護地区

鳥獣保護区

野生動植物保護地区（動物）

資料：「自然環境保全地域各種データ～都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区)」（環境省ホームページ）
「京都府・市町村共同地理情報システム～鳥獣保護区マップ」

（令和元年8月現在、京都府自治体情報化推進協議会ホームページ）
「鳥獣保護区の指定（平成5年京都府告示第639号～平成30年京都府告示第602号）」

（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
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