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凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

湿地の分布図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

湿地

資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
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湿地の分布図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

湿地

資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）

図-118



南丹市

京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

凡例
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湿地の分布図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

湿地

資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
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資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
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資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
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資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
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資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
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資料：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「第4回自然環境保全基礎調査　海域生物環境調査報告書（干潟、藻場、サンゴ礁調査）第2巻　藻場」

（平成7年、環境庁）
「第4回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
「第5回自然環境保全基礎調査（湿地調査）」（令和元年8月現在、生物多様性センターホームページ）
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