
南丹市

京都丹波高原

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

国定公園：第1種特別地域

国定公園：第2種特別地域

国定公園：第3種特別地域

国定公園：普通地域

自然公園地域

自然環境保全地域特別地区

自然環境保全地域自然保全地域

特別緑地保全地区

近郊緑地保全区域

京都府歴史的自然環境保全地域普通地区

京都府歴史的自然環境保全地域特別地区

京都府生息地等保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）
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片波川源流域

南丹市

京都市左京区

京都市右京区

京都丹波高原

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象 事業実施区域 府県境 市区町境

国定公園：第1種特別地域

国定公園：第2種特別地域

国定公園：第3種特別地域

国定公園：普通 地域

自然公園地域

自然環境保全地域特別地区

自然環境保全地域自然保全地域

特別緑地保全地区

近 郊緑地保全区域

京都府歴史的自然環境保全地域普通 地区

京都府歴史的自然環境保全地域特別地区

京都府生息地等保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）
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南丹市

京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

京都丹波高原

常照皇寺京都府歴史的自然環 境保全地域

雲ヶ畑ベニバナヤマシャクヤク生 育地保全地区

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町 境

国定公園：第1種特別地域

国定公園：第2種特別地域

国定公園：第3種特別地域

国定公園：普通地域

自然公園地域

自然環 境保全地域特別地区

自然環 境保全地域自然保全地域

特別緑地保全地区

近郊緑地保全区域

京都府歴史的自然環 境保全地域普通地区

京都府歴史的自然環 境保全地域特別地区

京都府生 息地等保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）

図-223



京都市北区

京都市左京区

京都市右京区

琵琶湖

京都丹波高原

雲ヶ畑 ベニバナヤマシャクヤク生 育地保全地区

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町 境

国定公園：第1種特別地域

国定公園：第2種特別地域

国定公園：第3種特別地域

国定公園：普通地域

自然公園地域

自然環境保全地域特別地区

自然環境保全地域自然保全地域

特別緑地保全地区

近郊緑地保全区域

京都府歴史的自然環境保全地域普通地区

京都府歴史的自然環境保全地域特別地区

京都府生 息地等保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）
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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

吉田山特別緑地保全地区

保津峡

琵琶湖

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

国定公園：第 1種特別地域

国定公園：第 2種特別地域

国定公園：第 3種特別地域

国定公園：普通地域

自然公園地域

自然環境保全地域特別地区

自然環境保全地域自然保全地域

特別緑 地保全地区

近郊緑 地保全区域

京都府歴史的自然環境保全地域普通地区

京都府歴史的自然環境保全地域特別地区

京都府生息地等 保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）
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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

洛西中央特別緑地保全地区

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

国定公園：第1種特別地域

国定公園：第2種特別地域

国定公園：第3種特別地域

国定公園：普通地域

自 然公園地域

自 然環境保全地域特別地区

自 然環境保全地域自 然保全地域

特別緑 地保全地区

近郊緑 地保全区域

京都府歴史的自 然環境保全地域普通地区

京都府歴史的自 然環境保全地域特別地区

京都府生息地等 保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）
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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

琵琶湖

男山京都府歴史的自然環境保全地域

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

国定公園：第 1種 特別地域

国定公園：第 2種 特別地域

国定公園：第 3種 特別地域

国定公園：普通地域

自然公園地域

自然環境保全地域特別地区

自然環境保全地域自然保全地域

特別緑地保全地区

近郊緑地保全区域

京都府歴史的自然環境保全地域普通地区

京都府歴史的自然環境保全地域特別地区

京都府生息地等 保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）
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京田辺市

城陽 市

八幡市

凡例

0 51 2 3 4 km1:50,000

自然公園等の位置図 対象事業実施区域 府県境 市区町境

国定公園：第1種特別地域

国定公園：第2種特別地域

国定公園：第3種特別地域

国定公園：普通地域

自然公園地域

自然環境保全地域特別地区

自然環境保全地域自然保全地域

特別緑地保全地区

近郊緑地保全区域

京都府歴史的自然環境保全地域普通地区

京都府歴史的自然環境保全地域特別地区

京都府生息地等保全地区

資料：「京都市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）

「京都府（歴史的）自然環境保全地域」
（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）

「緑地の保全」（令和元年8月現在、京都市ホームページ）
「近畿圏近郊緑地保全区域一覧表」

（令和元年8月現在、国土交通省ホームページ）
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