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　告　　　　示　

京都府告示第266号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項
の規定により、土地が特定有害物質によって汚染されて
おり、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出
をしなければならない区域として指定する。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　形質変更時要届出区域として指定する区域
　　福知山市字新庄小字山本632番２、633番１の一部及
び633番３
２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）
第31条第１項の基準に適合していない特定有害物質の
名称
　　六価クロム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合
物並びにふっ素及びその化合物

京都府告示第267号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生
省令第８号）第１条に規定する救急病院である。

　平成23年５月17日　
京都府知事　山　田　　啓　二　

名　　　称 所　 　在　 　地 認　定
年月日 認定期限

医療法人健康会
新京都南病院

京都市下京区七条御所ノ内
北町94

平
23. 4.24

平
26. 4.23

京都府告示第268号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生
省令第８号）第１条に規定する救急病院でなくなった。

　平成23年５月17日　
京都府知事　山　田　　啓　二　

名　　称 所　在　地 告示撤回
期　　日

医療法人健康会
総合病院京都南
病院

京都市下京区西七条南中野町８
平
23. 4.23

京都府告示第269号

　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の
規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予定で
ある。

告　　　　　示

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届
出区域の指定 （中丹西保健所）  507

○救急病院である旨の告示 （医療課）   〃
○救急病院でなくなった旨の告示 （　〃　）   〃
○保安林の指定解除予定 （丹後広域振興局）   〃
○保安林の指定解除予定の通知 （京都林務事務所）  508

○基本測量の実施 （用地課）   〃
○基本測量の終了 （　〃　）   〃
○公共測量の終了 （　〃　）   〃

公　　　　　告

○肥料の登録 （食の安心・安全推進課）  509

○土地改良区役員の就任届 （山城広域振興局）   〃
○土地改良区役員の就退任届 （　　　〃　　　）   〃
○土地改良区の定款変更の認可 （　　　〃　　　）  510

○都市計画地区計画の変更に係る図書の写
しの縦覧 （都市計画課）   〃
○都市計画法に基づく工事完了
  （山城北土木事務所、山城南土木事務所）   〃

正　　　　　誤

○平成23年３月18日付け京都府公報第2255号中   〃
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１　測量の地域
　　京都府内全域
２　測量の期間
　　平成23年５月９日から平成24年３月31日まで
３　測量の種類
　　基本測量「電子国土基本図（地図情報）」修正測量

京都府告示第272号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定
により、次の地域の基本測量（平成22年京都府告示第
234号）が平成23年３月22日終了した旨国土交通省国土
地理院長から通知があった。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

　測量の地域
　宇治田原町、和束町、京都市北区、京都市左京区、京
都市右京区

京都府告示第273号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（平成22年京都府告示第543号）が平成23年３月28日
終了した旨測量計画機関の長である宮内庁書陵部陵墓課
長から通知があった。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

　測量の地域
　京都市左京区北白川追分町地域

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　解除予定保安林の所在場所
　　京丹後市丹後町竹久僧小字大平21・21の２合併・小
字桂谷22・22の２合併・小字宮ノ向23・23の２合併
（以上３筆について次の図の示す部分に限る｡）、丹後
町井谷小字ヘキ47、丹後町平（元井上）小字杉ケ谷18
（次の図に示す部分に限る｡）、丹後町此代小字道津
876の２、丹後町是安小字楉垣65 （次の図に示す部分
に限る｡）、丹後町成願寺小字追皆９の３、小字スガ谷
64の６（次の図に示す部分に限る｡）、70の２
２　指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　解除の理由
　　指定理由の消滅
　（「次の図」は、省略し、その図面を京都府丹後広域
振興局農林商工部森づくり推進室及び京都府農林水産部
森林保全課において縦覧に供する。なお、京丹後市役所
においてその図面を閲覧することができる。）

京都府告示第270号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、
次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨農林水
産大臣から通知があった。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　解除予定保安林の所在場所
　　京都市北区雲ヶ畑中畑町252の２、255の２
２　指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　解除の理由
　　道路用地とするため

京都府告示第271号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定
により、次のとおり基本測量を実施する旨国土交通省国
土地理院長から通知があった。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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木津川市加茂町岡崎西垣内７ 岩　田　誠　一

〃　　　〃　　〃　〃　　30 松　本　英　利

〃　　　〃　　〃　中縄手13 石　井　彥　彌

〃　　　〃　　河原樋用10 堀　　　康　二

〃　　　〃　　西山畑54の１ 田　中　久　司

〃　　　〃　　例幣口ノ平38 堀　　　保　雄

〃　　　〃　　〃　立川３ 𠮷　村　泰　彦

〃　　　〃　　〃　松ヶ辻11 長　柄　浩　雅

〃　　　〃　　〃　欠所６ 山　﨑　定　次

〃　　　〃　　奥畑西出垣内16 中　岡　基　裕

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市加茂町岡崎西垣内６ 岡　嶋　正　久

〃　　　〃　　河原樋用３ 石　﨑　久　男

〃　　　〃　　例幣登垣内24 松　本　雅　史

２　退任役員
　⑴　理事

　巨椋池土地改良区の役員の就任に伴い、土地改良法
（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、
次のとおり就任した役員の氏名及び住所の届出があった。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

就任役員（理事）

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

宇治市小倉町老ノ木45の４ 久保田　　　博

　瓶原土地改良区の役員の改選に伴い、土地改良法（昭
和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の
とおり新旧役員の氏名及び住所の届出があった。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　就任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市加茂町井平尾東垣内46 久保田　真　司

〃　　　〃　　〃　　久保38 村　井　伊知郎

　公　　　　告　

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第７条第１項の規定により、次のとおり肥料の登録をした。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

登録番号 肥　　料
の 種 類 肥料の名称 保証成分量 その他の規格

生　　産　　業　　者 登　　録
有効期限氏名又は名称 住　　　　　所

京  都  府
第446号

加工家き
んふん肥
料

ネオオルガ16
号

窒素全量
3.0％

りん酸全量
4.0％

加里全量
3.0％

公定規格のとおり 有限会社みず
ほファーム

船井郡京丹波町井脇別
所段４

平
29. 5. 5
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月額購読料 2,790円

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　平成23年５月17日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　八幡市男山吉井11の８
　　　（関連区域）
　　　八幡市男山吉井40の一部
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　大阪市中央区大手前１丁目７の31
　　　京阪電鉄不動産株式会社
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　八幡市八幡森４の一部、４の５、５の２の一部、
５の３、６の１

　　　（関連区域）
　　　市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　　八幡市八幡森４
　　　吉川　榮一
３⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　木津川市相楽大徳９の２、９の８の一部、10の１
の一部、11の１の一部、11の11、12の５の一部

　　　（関連区域）
　　　木津川市相楽大徳９の９、10の３、11の14、11の
15、12の３の一部、12の10、市有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　宇治市明星町一丁目67の18
　　　株式会社アセット・ユーズ

正　　　　　誤

　平成23年３月18日付け京都府公報第2255号中次のとおり訂正

ページ 行 誤 正

305 下から16 （第４号様式） （別記第３号の２様
式）

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市加茂町井平尾中ノ町25 𠮷　田　正　信

〃　　　〃　　〃　　東垣内12 藤　村　哲　司

〃　　　〃　　岡崎西垣内１の１ 岡　島　政　彦

〃　　　〃　　〃　考13 西　本　義　尚

〃　　　〃　　河原中垣内３ 𠮷　村　安　行

〃　　　〃　　西山畑３ 松　田　　　隆

〃　　　〃　　例幣法性寺前１ 橋　本　清　司

〃　　　〃　　〃　立川３ 𠮷　村　泰　彦

〃　　　〃　　〃　小林64 山　本　安　延

〃　　　〃　　〃　板谷垣内10 炭　本　英　壹

〃　　　〃　　奥畑城土３の１ 中　岡　英　信

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市加茂町井平尾東垣内48 福　井　康　弘

〃　　　〃　　西山畑62 山　岡　弘　明

〃　　　〃　　例幣板谷垣内25 炭　本　治　喜

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の
規定により、普賢寺土地改良区の定款の変更を平成23年
５月６日認可した。

　平成23年５月17日
京都府知事　　山　田　　啓　二　

　京田辺市から綴喜都市計画地区計画（同志社山手地区）
の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画
法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用
する同法第20条第２項の規定により、京都府建設交通部
都市計画課において縦覧に供する。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027006b006f00750068006f003200270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


