
交野 市

枚方市

植天3

菅原神社のシイ林

27210002

27210001

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 市区境

天然記念物（植物）
特定植物群落

巨樹・巨木林

図-36

junka.oda
テキストボックス
資料「国指定文化財等データベース」(令和元年7月現在,文化庁ホームページ)「府指定の文化財一覧(天然記念物)」(令和元年7月現在,大阪府ホームページ)「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」(平成7年,環境庁)「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）」(昭和56年、昭和63年、平成12年,環境庁)



交野市

四條 畷市

守口市

寝屋川市

摂津 市

枚 方市

門真市

大阪市鶴見区

植 天2

植 天4

植 天5

植 天6

植 天8

植 天9

山田神社のアラカシ林

星田妙見宮のシイ林

27223001

27223002

27209008

27223004

27223003

27209005

27209004

27223005

27209003
27215004

27223007

27223008

27223006

27215001

27215005

27209002

27209001

27215002

27215003

27224002

27224001
27230001

27230005

27230004

27230002

27230003

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 市区境

天然 記念物 （植 物 ）
特定植 物 群落

巨樹 ・巨木 林

図-37

junka.oda
テキストボックス
資料「国指定文化財等データベース」(令和元年7月現在,文化庁ホームページ)「府指定の文化財一覧(天然記念物)」(令和元年7月現在,大阪府ホームページ)「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」(平成7年,環境庁)「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）」(昭和56年、昭和63年、平成12年,環境庁)



守口市

寝屋川市

吹田 市

摂津 市

豊中市

門真 市

大阪市都島区

大阪市福島区

大阪市此 花区

大阪市西区

大阪市西淀 川区

大阪市東淀 川区

大阪市旭区

大阪市城東区

大阪市淀 川区

大阪市鶴見区

大阪市北区

大阪市中央区

植天1

植天5

植天7

植天8

植天9

植天10

植天11

27124001

27101001

27223009

27223010

27223001

27223002

27117001
27209008

27209007
27223004

27209006 2722300327114003

27209005

27209004

27114002

27223005

27209003

27223007

27223008

27203002

27223006

2721500127114001

27205005

27205004

27215005

27205003

27209002

27203003

27209001

27215002

27215003

27224002

27224001

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 市区境

天然 記念物 （植物 ）
特 定植物 群落

巨樹・巨木林

図-38

junka.oda
テキストボックス
資料「国指定文化財等データベース」(令和元年7月現在,文化庁ホームページ)「府指定の文化財一覧(天然記念物)」(令和元年7月現在,大阪府ホームページ)「第4回自然環境保全基礎調査（巨樹・巨木林調査）」(平成7年,環境庁)「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）」(昭和56年、昭和63年、平成12年,環境庁)


	03_方法書図面集（大阪府）_表紙目次
	03方法書図面集（大阪府）190919
	○方法書-1-大阪府_気象観測地点及び大気質測定地点図
	方法書-1-大阪府_気象観測地点及び大気質測定地点図_大阪府1
	方法書-1-大阪府_気象観測地点及び大気質測定地点図_大阪府2
	方法書-1-大阪府_気象観測地点及び大気質測定地点図_大阪府3

	○方法書-2-大阪府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図
	方法書-2-大阪府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_大阪府1
	方法書-2-大阪府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_大阪府2
	方法書-2-大阪府_騒音測定地点及び騒音に係る環境基準の類型指定図_大阪府3

	○方法書-3-大阪府_振動測定地点及び振動に係る規制基準の区域図
	方法書-3-大阪府_振動測定地点及び振動に係る規制基準の区域図_大阪府1
	方法書-3-大阪府_振動測定地点及び振動に係る規制基準の区域図_大阪府2
	方法書-3-大阪府_振動測定地点及び振動に係る規制基準の区域図_大阪府3

	○方法書-4-大阪府_水環境に係る調査地点及び水質汚濁に係る環境基準の類型指定の状況
	方法書-4-大阪府_水環境に係る調査地点及び水質汚濁に係る環境基準の類型指定の状況_大阪府1
	方法書-4-大阪府_水環境に係る調査地点及び水質汚濁に係る環境基準の類型指定の状況_大阪府2
	方法書-4-大阪府_水環境に係る調査地点及び水質汚濁に係る環境基準の類型指定の状況_大阪府3

	○方法書-6-大阪府_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
	方法書-6-大阪府_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_大阪府1
	方法書-6-大阪府_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_大阪府2
	方法書-6-大阪府_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_大阪府3

	○方法書-7-大阪府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図
	方法書-7-大阪府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_大阪府1
	方法書-7-大阪府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_大阪府2
	方法書-7-大阪府_重要な地形・地質の状況及び鉱山位置図_大阪府3

	○方法書-8-大阪府_地形分類図
	方法書-8-大阪府_地形分類図_大阪府1
	方法書-8-大阪府_地形分類図_大阪府2
	方法書-8-大阪府_地形分類図_大阪府3

	○方法書-9-大阪府_表層地質図
	方法書-9-大阪府_表層地質図_大阪府1
	方法書-9-大阪府_表層地質図_大阪府2
	方法書-9-大阪府_表層地質図_大阪府3

	○方法書-10-大阪府_鳥獣保護区の指定状況図
	方法書-10-大阪府_鳥獣保護区の指定状況図_大阪府1
	方法書-10-大阪府_鳥獣保護区の指定状況図_大阪府2
	方法書-10-大阪府_鳥獣保護区の指定状況図_大阪府3

	○方法書-11-大阪府_現存植生図
	方法書-11-大阪府_現存植生図_大阪府1
	方法書-11-大阪府_現存植生図_大阪府2
	方法書-11-大阪府_現存植生図_大阪府3

	○方法書-12-大阪府_自然度の高い植生の分布図
	方法書-12-大阪府_自然度の高い植生の分布図_大阪府1
	方法書-12-大阪府_自然度の高い植生の分布図_大阪府2
	方法書-12-大阪府_自然度の高い植生の分布図_大阪府3

	○方法書-13-大阪府_重要な植物等の分布図
	方法書-13-大阪府_重要な植物等の分布図_大阪府1
	方法書-13-大阪府_重要な植物等の分布図_大阪府2
	方法書-13-大阪府_重要な植物等の分布図_大阪府3

	○方法書-14-大阪府_藻場・干潟・湿地の分布図
	方法書-14-大阪府_藻場・干潟・湿地の分布図_大阪府1
	方法書-14-大阪府_藻場・干潟・湿地の分布図_大阪府2

	○方法書-15-大阪府_重要な生態系の分布図
	方法書-15-大阪府_重要な生態系の分布図_大阪府1
	方法書-15-大阪府_重要な生態系の分布図_大阪府2
	方法書-15-大阪府_重要な生態系の分布図_大阪府3

	○方法書-16-大阪府_自然景観資源の分布図
	方法書-16-大阪府_自然景観資源の分布図_大阪府1
	方法書-16-大阪府_自然景観資源の分布図_大阪府2
	方法書-16-大阪府_自然景観資源の分布図_大阪府3

	○方法書-17-大阪府_主要な眺望点の分布図
	方法書-17-大阪府_主要な眺望点の分布図_大阪府1
	方法書-17-大阪府_主要な眺望点の分布図_大阪府2
	方法書-17-大阪府_主要な眺望点の分布図_大阪府3

	○方法書-18-大阪府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図
	方法書-18-大阪府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_大阪府1
	方法書-18-大阪府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_大阪府2
	方法書-18-大阪府_主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布図_大阪府3

	○方法書-19-大阪府_一般環境中放射性物質調査地点図
	方法書-19-大阪府_一般環境中放射性物質調査地点図_大阪府1
	方法書-19-大阪府_一般環境中放射性物質調査地点図_大阪府2
	方法書-19-大阪府_一般環境中放射性物質調査地点図_大阪府3

	○方法書-20-大阪府_土地利用指定状況図
	方法書-20-大阪府_土地利用指定状況図_大阪府1
	方法書-20-大阪府_土地利用指定状況図_大阪府2
	方法書-20-大阪府_土地利用指定状況図_大阪府3

	○方法書-21-大阪府_用途地域図
	方法書-21-大阪府_用途地域図_大阪府1
	方法書-21-大阪府_用途地域図_大阪府2
	方法書-21-大阪府_用途地域図_大阪府3

	○方法書-22-大阪府_湧水等の位置図
	方法書-22-大阪府_湧水等の位置図_大阪府1
	方法書-22-大阪府_湧水等の位置図_大阪府2
	方法書-22-大阪府_湧水等の位置図_大阪府3

	○方法書-23-大阪府_交通網図
	方法書-23-大阪府_交通網図_大阪府1
	方法書-23-大阪府_交通網図_大阪府2
	方法書-23-大阪府_交通網図_大阪府3

	○方法書-24-大阪府_学校等の位置図
	方法書-24-大阪府_学校等の位置図_大阪府1
	方法書-24-大阪府_学校等の位置図_大阪府2
	方法書-24-大阪府_学校等の位置図_大阪府3

	○方法書-25-大阪府_医療・福祉施設等の位置図
	方法書-25-大阪府_医療・福祉施設等の位置図_大阪府1
	方法書-25-大阪府_医療・福祉施設等の位置図_大阪府2
	方法書-25-大阪府_医療・福祉施設等の位置図_大阪府3

	○方法書-26-大阪府_人口集中地区の位置図
	方法書-26-大阪府_人口集中地区の位置図_大阪府1
	方法書-26-大阪府_人口集中地区の位置図_大阪府2
	方法書-26-大阪府_人口集中地区の位置図_大阪府3

	○方法書-27-大阪府_自然公園等の位置図
	方法書-27-大阪府_自然公園等の位置図_大阪府1
	方法書-27-大阪府_自然公園等の位置図_大阪府2
	方法書-27-大阪府_自然公園等の位置図_大阪府3

	○方法書-28-大阪府_保安林の位置図
	方法書-28-大阪府_保安林の位置図_大阪府1
	方法書-28-大阪府_保安林の位置図_大阪府2
	方法書-28-大阪府_保安林の位置図_大阪府3

	○方法書-29-大阪府_風致地区の指定状況図
	方法書-29-大阪府_風致地区の指定状況図_大阪府1
	方法書-29-大阪府_風致地区の指定状況図_大阪府2
	方法書-29-大阪府_風致地区の指定状況図_大阪府3

	○方法書-30-大阪府_指定文化財の位置図
	方法書-30-大阪府_指定文化財の位置図_大阪府1
	方法書-30-大阪府_指定文化財の位置図_大阪府2
	方法書-30-大阪府_指定文化財の位置図_大阪府3

	○方法書-32-大阪府_埋蔵文化財包蔵地の分布図
	方法書-32-大阪府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_大阪府1
	方法書-32-大阪府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_大阪府2
	方法書-32-大阪府_埋蔵文化財包蔵地の分布図_大阪府3





