
南丹市

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

医療・福祉施設等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障害者支援施設

高齢者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-205



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

医療・福祉施設等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障害者支援施設

高齢者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-206



南丹市

京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

131

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

医療・福祉施設等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障害者支援施設

高齢者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-207



京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

48

4

35

40

33

50
34

45

47

55

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

医療・福祉施設等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障害者支援施設

高齢者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-208



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

189

91 94

82

79

58
86

65

176

121

115 68

120

113

117

180
125 73

69

72

83

6366

80

81

57119

124

116
130 133

70

61

168

111

132 59

60

74

128

71 52

64

67
112

43

62114 22

126

36110

44

127

8

37

21

123

27

24

31

108

9

28

30

17

2529

23

39

109

129

26
49

122
56

38

32

107
54

53

42

18 1

13

11
20

41

5
2

4610

7

19

3

14
15

6

16

12

51

48

4

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

医療・福祉施設等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障害者支援施設

高 齢 者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-209



宇治市

向日市

長 岡京市

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

154

198

148

163

172

161

207

208

160
166

141

149

142

158
144

153

150

173

174

202
135156

195

167 164145
165

169

137

139

151

159

106

162
155

138

171

136

146

182

152

105

196

103

134
179

181

76

177192

14098

183

194
96 10295

104

185

97

99

100

190 78
187

75

101

191
178

118

184

193
9085

175

92

93
186

89
84

7788

87

188

189

91 94

82
79

58
86

65

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

医療・福祉施設等の位置図 対象 事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障 害者支援施設

高 齢 者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-210



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

230221

229

225

228218
223

224

227

226

206

201

219

212

216

220 210

222

217

204203

205

209

215

197

199

143

157

213

211

200

147
170

214

154

198

148

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

医療・福祉施設等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障 害者支援施設

高 齢 者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-211



京田辺市

城陽市

八幡市

238

233

237

235

231

232

236

234

230

221

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

医療・福祉施設等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

病院

児童福祉施設

障害者支援施設

高齢者福祉施設

資料：「京都府病院一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「高齢者福祉施設」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「障害福祉サービス京都府内指定事業所一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「児童福祉施設一覧」（令和元年8月現在、京都府ホームページ）
「養護老人ホーム」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「老人福祉センター」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「京都市内有料老人ホーム一覧」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）

図-212


	02_方法書図面集（京都府）_表紙目次
	02方法書図面集（京都府）190919
	方法書-1-気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府1
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府2
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府3
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府4
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府5
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府6

	方法書-5-内水面漁業権位置図_京都府
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府1
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府2
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府3
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府4
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府5
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府6
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府7
	方法書-5-京都府_内水面漁業権位置図_京都府8

	方法書-7-重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府1
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府2
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府3
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府4
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府5
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府6
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府7
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府8

	方法書-8-地形分類図_京都府
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府1
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府2
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府3
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府4
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府5
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府6
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府7
	方法書-8-京都府_地形分類図_京都府8

	方法書-9-表層地質図_京都府
	方法書-9-京都府_表層地質図_京都府1
	方法書-9-京都府_表層地質図_京都府2
	方法書-9-京都府_表層地質図_京都府3
	方法書-9-京都府_表層地質図_京都府4
	方法書-9-京都府_表層地質図_京都府5
	方法書-9-京都府_表層地質図_京都府6
	方法書-9-京都府_表層地質図_京都府7

	方法書-11-現存植生図_京都府
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府1
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府2
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府3
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府4
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府5
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府6
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府7
	方法書-11-京都府_現存植生図_京都府8

	方法書-12-自然度の高い植生の分布図_京都府
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府1
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府2
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府3
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府4
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府5
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府6
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府7
	方法書-12-京都府_自然度の高い植生の分布図_京都府8

	方法書-14-藻場・干潟・湿地の分布図_京都府
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府1
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府2
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府3
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府4
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府5
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府6
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府7
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府8

	方法書-16-自然景観資源の分布図_京都府
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府1
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府2
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府3
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府4
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府5
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府6
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府7
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府8

	方法書-19-一般環境中放射性物質調査地点図_京都府
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府1
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府2
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府3
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府4
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府5
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府6
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府7
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府8

	方法書-23-交通網図_京都府
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府1
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府2
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府3
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府4
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府5
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府6
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府7
	方法書-23-京都府_交通網図_京都府8

	方法書-24-学校等の位置図_京都府
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府1
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府2
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府3
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府4
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府5
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府6
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府7
	方法書-24-京都府_学校等の位置図_京都府8

	方法書-25-医療・福祉施設等の位置図_京都府
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府1
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府2
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府3
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府4
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府5
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府6
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府7
	方法書-25-京都府_医療・福祉施設等の位置図_京都府8

	方法書-26-人口集中地区の位置図_京都府
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府1
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府2
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府3
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府4
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府5
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府6
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府7
	方法書-26-京都府_人口集中地区の位置図_京都府8

	方法書-28-保安林の位置図_京都府
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府1
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府2
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府3
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府4
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府5
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府6
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府7
	方法書-28-京都府_保安林の位置図_京都府8

	方法書-29-風致地区の指定状況図_京都府
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府1
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府2
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府3
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府4
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府5
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府6
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府7
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府8

	方法書-30-指定文化財の位置図_京都府
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府1
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府2
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府3
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府4
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府5
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府6
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府7
	方法書-30-京都府_指定文化財の位置図_京都府8

	方法書-31-世界遺産等の位置図_京都府
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府1
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府2
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府3
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府4
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府5
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府6
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府7
	方法書-31-京都府_世界遺産等の位置図_京都府8

	◆方法書
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府1
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府2
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府3
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府4
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府5
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府6
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府7
	方法書-10-京都府_鳥獣保護区等の指定状況図_京都府8

	◆方法書
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府1
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府2
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府3
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府4
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府5
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府6
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府7
	方法書-17-京都府_主要な眺望点の分布図_京都府8

	◆方法書
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府1
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府2
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府3
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府4
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府5
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府6
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府7
	方法書-21-京都府_用途地域図_京都府8

	◆方法書
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府1
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府2
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府3
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府4
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府5
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府6
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府7
	方法書-22-京都府_湧水等の位置図_京都府8

	◆方法書
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府1
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府2
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府3
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府4
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府5
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府6
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府7
	方法書-27-京都府_自然公園等の位置図_京都府8

	◆方法書
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府1
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府2
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府3
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府4
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府5
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府6
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府7
	方法書-32-京都府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_京都府8

	◆方法書
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府1
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府2
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府3
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府4
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府5
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府6
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府7
	方法書-18-京都府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_京都府8

	空白ページ

	○方法書
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府1
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府2
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府3
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府4
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府5
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府6
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府7
	方法書-1-京都府_気象観測地点及び大気質測定地点図_京都府8

	○方法書
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府1
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府2
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府3
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府4
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府5
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府6
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府7
	方法書-2-京都府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_京都府8

	○方法書
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府1
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府2
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府3
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府4
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府5
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府6
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府7
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府8

	○方法書
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府1
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府2
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府3
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府4
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府5
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府6
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府7
	方法書-6-京都府_土壌・地盤に係る調査地点及び土壌汚染対策法及び条例に基づく区域の指定状況図_京都府8

	○方法書
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府1
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府2
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府3
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府4
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府5
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府6
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府7
	方法書-7-京都府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_京都府8

	○方法書
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府1
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府2
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府3
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府4
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府5
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府6
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府7
	方法書-4-京都府_水環境に係る調査地点（地下水）_京都府8

	25-32.pdf
	元_02方法書図面集（京都府）190920 29
	元_02方法書図面集（京都府）190920 30
	元_02方法書図面集（京都府）190920 31
	元_02方法書図面集（京都府）190920 32
	元_02方法書図面集（京都府）190920 33
	元_02方法書図面集（京都府）190920 34
	元_02方法書図面集（京都府）190920 35
	元_02方法書図面集（京都府）190920 36

	△方法書
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府1
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府2
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府3
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府4
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府5
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府6
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府7
	方法書-13-京都府_重要な植物等の分布図_京都府8

	△方法書
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府1
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府2
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府3
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府4
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府5
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府6
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府7
	方法書-14-京都府_藻場・干潟・湿地の分布図_京都府8

	△方法書
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府1
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府2
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府3
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府4
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府5
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府6
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府7
	方法書-15-京都府_重要な生態系の分布図_京都府8

	△方法書
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府1
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府2
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府3
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府4
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府5
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府6
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府7
	方法書-16-京都府_自然景観資源の分布図_京都府8

	△方法書
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府1
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府2
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府3
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府4
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府5
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府6
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府7
	方法書-19-京都府_一般環境中放射性物質調査地点図_京都府8

	△方法書
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府1
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府2
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府3
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府4
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府5
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府6
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府7
	方法書-29-京都府_風致地区の指定状況図_京都府8

	空白ページ
	空白ページ



