
南丹市

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

スギ－ブナ群落

クロモジ－ブナ群集

チャボガヤ－イヌブナ群集

コカンスゲ－ツガ群集

シャクナゲ－ヒノキ群集

ジュウモンジシダ－サワグルミ群集

チャボガヤ－ケヤキ群集

岩角地・風衝地低木群落

ブナ－ミズナラ群落

スギ－ミズナラ群落

クリ－ミズナラ群集

オオバクロモジ－ミズナラ群集

ユキグニミツバツツジ－コナラ群集

アカシデ－イヌシデ群落（Ｖ）

オニグルミ群落（Ｖ）

アカマツ群落（Ｖ）

落葉広葉低木群落

ササ群落（Ｖ）

ススキ群団（Ｖ）

伐採跡地群落（Ｖ）

アカガシ群落

ウラジロガシ群落

シキミ－モミ群集

ケヤキ－ムクノキ群集

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

ヤナギ低木群落（ＶＩ）

シイ・カシ二次林

アベマキ－コナラ群集

アカシデ－イヌシデ群落（ＶＩＩ）

モチツツジ－アカマツ群集

ユキグニミツバツツジ－アカマツ群集

メダケ群落

クズ群落

ススキ群団（ＶＩＩ）

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ヨシクラス

ツルヨシ群集

オギ群集

スギ・ヒノキ・サワラ植林

カラマツ植林

外国産樹種植林

竹林

ゴルフ場・芝地

路傍・空地雑草群落

果樹園

畑雑草群落

水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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南丹市

京都市左京区

京都市右京区

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

スギ－ブナ群落

クロモジ－ブナ群集

チャボガヤ－イヌブナ群集

コカンスゲ－ツガ群集

シャクナゲ－ヒノキ群集

コウヤマキ群落

アカマツ群落（ＩＶ）

ジュウモンジシダ－サワグルミ群集

チャボガヤ－ケヤキ群集

岩角地・風衝地低木群落

ブナ－ミズナラ群落

スギ－ミズナラ群落

クリ－ミズナラ群集

ユキグニミツバツツジ－コナラ群集

アカシデ－イヌシデ群落（Ｖ）

オニグルミ群落（Ｖ）

アカマツ群落（Ｖ）

タニウツギ－ノリウツギ群落

ササ群落（Ｖ）

ススキ群団（Ｖ）

伐採跡地群落（Ｖ）

シキミ－モミ群集

ケヤキ－ムクノキ群集

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

シイ・カシ二次林

アベマキ－コナラ群集

アカメガシワ－カラスザンショウ群落

モチツツジ－アカマツ群集

ユキグニミツバツツジ－アカマツ群集

メダケ群落

ススキ群団（ＶＩＩ）

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ヨシクラス

ツルヨシ群集

スギ・ヒノキ・サワラ植林

アカマツ植林

竹林

ゴルフ場・芝地

路傍・空地雑草群落

畑雑草群落

水田雑草群落

放棄水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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南丹市

京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

スギ－ミズナラ群落

クリ－ミズナラ群集

アカマツ群落（Ｖ）

ススキ群団（Ｖ）

伐採跡地群落（Ｖ）

アラカシ群落

シキミ－モミ群集

イロハモミジ－ケヤキ群集

ハンノキ群落（ＶＩ）

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

アベマキ－コナラ群集

アカメガシワ－カラスザンショウ群落

モチツツジ－アカマツ群集

クズ群落

ススキ群団（ＶＩＩ）

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ツルヨシ群集

スギ・ヒノキ・サワラ植林

竹林

ゴルフ場・芝地

路傍・空地雑草群落

果樹園

畑雑草群落

水田雑草群落

放棄水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

クリ－ミズナラ群集

ササ群落（Ｖ）

伐採跡地群落（Ｖ）

アラカシ群落

カナメモチ－コジイ群集

シキミ－モミ群集

イロハモミジ－ケヤキ群集

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

アベマキ－コナラ群集

モチツツジ－アカマツ群集

ネズ－アカマツ群落

クズ群落

ススキ群団（ＶＩＩ）

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ヨシクラス

河川敷砂礫地植生

ツルヨシ群集

スギ・ヒノキ・サワラ植林

竹林

ゴルフ場・芝地

路傍・空地雑草群落

放棄畑雑草群落

畑雑草群落

水田雑草群落

放棄水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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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

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

伐採跡地群落（Ｖ）

アラカシ群落

カナメモチ－コジイ群集

イロハモミジ－ケヤキ群集

ケヤキ－ムクノキ群集

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

アベマキ－コナラ群集

モチツツジ－アカマツ群集

ネズ－アカマツ群落

ススキ群団（ＶＩＩ）

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ヨシクラス

ツルヨシ群集

ヒルムシロクラス

スギ・ヒノキ・サワラ植林

カラマツ植林

クスノキ植林

竹林

ゴルフ場・芝地

路傍・空地雑草群落

放棄畑雑草群落

果樹園

畑雑草群落

水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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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

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

シラカシ群落

アラカシ群落

カナメモチ－コジイ群集

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

シイ・カシ二次林

アベマキ－コナラ群集

モチツツジ－アカマツ群集

クズ群落

ススキ群団（ＶＩＩ）

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ヨシクラス

河川敷砂礫地植生

ツルヨシ群集

オギ群集

ヒルムシロクラス

スギ・ヒノキ・サワラ植林

竹林

ゴルフ場・芝地

路傍・空地雑草群落

果樹園

畑雑草群落

水田雑草群落

放棄水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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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

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

伐採跡地群落（Ｖ）

アラカシ群落

カナメモチ－コジイ群集

ケヤキ－ムクノキ群集

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

ヤナギ低木群落（ＶＩ）

シイ・カシ二次林

アベマキ－コナラ群集

モチツツジ－アカマツ群集

メダケ群落

クズ群落

ススキ群団（ＶＩＩ）

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ヨシクラス

河川敷砂礫地植生

ツルヨシ群集

オギ群集

スギ・ヒノキ・サワラ植林

その他植林

クスノキ植林

竹林

ゴルフ場・芝地

路傍・空地雑草群落

果樹園

畑雑草群落

水田雑草群落

放棄水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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京田辺市

城陽市

八幡市

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

現存植生図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

カナメモチ－コジイ群集

ケヤキ－ムクノキ群集

ヤナギ高木群落（ＶＩ）

ヤナギ低木群落（ＶＩ）

アベマキ－コナラ群集

モチツツジ－アカマツ群集

伐採跡地群落（ＶＩＩ）

ヨシクラス

河川敷砂礫地植生

ツルヨシ群集

オギ群集

ヒルムシロクラス

スギ・ヒノキ・サワラ植林

アカマツ植林

その他植林

竹林

ゴルフ場・芝地

牧草地

路傍・空地雑草群落

放棄畑雑草群落

果樹園

茶畑

畑雑草群落

水田雑草群落

放棄水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

工場地帯

造成地

開放水域

自然裸地

資料：「第6回自然環境保全基礎調査（植生調査）」
（令和元年8月現在、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ）
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