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26382021
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26382023
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田歌のモミ－ ツガ林

芦 生の原生林

南丹市

植天1

植天2

植天3

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対象 事業実施区域 府県境 市区町境

天然記 念物（植物）

野 生動植物保護 地区（植物）

特定植物群 落 巨樹・巨木林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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26100037

26382002

佐々里峠 のブナ－スギ林

八丁林道のスギ－イヌブナ林

片波川 原流域のホンシャクナゲ－ヒメコマツ群落

芦生の原生林

南丹市

京都市左 京区

京都市右京区

片波川 源流域

植天15

植天20

植天28

植天33

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対象事業実施 区域 府 県境 市区町境

天然記念 物（植物）

野生動植物保護地区（植物）

特定植物群落 巨 樹・巨 木 林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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井戸妹路谷のクリ－ミズナラ林

百井のモミ林

南丹市

京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

常照 皇寺

植 天27

植 天29

植 天30

植 天31

植 天32

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対象事業 実施区域 府県境 市区町 境

天然 記念物 （植 物 ）

野生 動植 物 保護地区（植 物 ）

特 定植 物 群落 巨樹 ・巨木林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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鞍馬山のモミ林

貴船 川のキブネダイオウ個体群

京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

植天9

植天10

植天14

植天16

植天18

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対象事業 実施区域 府県 境 市区町 境

天然 記念物 （植物 ）

野生動植物 保護地区（植物 ）

特 定植物 群 落 巨樹 ・巨木林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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26100026
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26100028

26100027

26100062

26100024

26100063

26100004

26100023

26100001

26100065

26100066

26100055

嵐 山 天然林

松尾 大社のシイ林

東山 のシイ林（１）

東山 のシイ林（２）

比叡山 のコナラ林

深泥池水生植物群落

下鴨神社のエノキ林

鴨川 の水草群落（１）

吉田山 のアラカシ林

大文字山 のアカマツ林

疎水の水草群落

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

安祥寺 のシイ林

大田神社のカキツバタ群落

植天4

植天5

植天6 植天7

植天8

植天9

植天11

植天12

植天13

植天17

植天19

植天21

植天23

植天25

植天37

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対 象事業実施区域 府 県境 市 区町境

天然記念物（植物）

野生動植物保護地区（植物）

特定植物群落 巨 樹・巨 木林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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鴨川 の水草群落（２）

金井戸 のヨシ原および周緑帯

東山 のシイ林（２）

醍醐寺境内林

宇治のオニバス群落

宇治川 の水草群落

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

安祥寺のシイ林

植天22

植天24

植天26

植天34

植天35

植天36

植天38

植天39

植天40

植天42

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対象事業実施 区域 府 県境 市 区町境

天然記念 物（植物）

野生動植物保護地区（植物）

特定植物群落 巨 樹・巨 木林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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金井戸 のヨシ原および周緑帯

男山の天然林

宇治川の水 草群落

紅斉 のシイ林

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

男山

植 天41

植 天43
植 天44

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対象事業 実施 区域 府県境 市区町境

天然記念 物（植 物）

野生動植 物保護地区（植 物）

特定植 物群落 巨樹 ・巨木 林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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木津 川河川敷のツルヨシ、セイコノヨシ群落

木津 川河川敷のツルヨシ、セイコノヨシ群落

京田 辺市

城陽市

八幡市

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

重要な植物等の分布図 対象事業実施区域 府県 境 市区町 境

天然 記念物 （植物 ）

野生 動植物 保護地区（植物 ）

特 定植物 群落 巨樹・巨木林

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）
「統合型地図情報システム[GIS]」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都府の天然記念物」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」

（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）
「第2回、第3回、第5回自然環境保全基礎調査（特定植物群落調査）」

（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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