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第12章 その他規則で定める事項 

12-1 対象事業を実施するために必要な許認可等 

対象事業を実施するために必要な許認可等を表12.1に示す。 

表12.1 対象事業を実施するために必要な許認可等 

申請・届出の名称 許認可等を行う者 関係法令 

確認申請書 
京都府宇治土木事務所 
建築主事 

建築基準法 

一般廃棄物処理施設設置届出書 京都府知事 
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律 

ばい煙発生施設設置届出書 京都府宇治保健所長 大気汚染防止法 

特定施設設置届出書 京都府知事 ダイオキシン類対策特別措置法 

許可申請書（河川法第24条） 京都府宇治土木事務所長 河川法 

特定施設設置届出書* 京都府宇治保健所長 水質汚濁防止法 
特定施設設置許可申請書及び 
特定施設変更許可申請書* 

京都府知事 瀬戸内海環境保全特別措置法 

特定施設設置(使用)届出書 城陽市長 京都府環境を守り育てる条例 
注 ：＊は、日最大排水量50m3未満の場合が水質汚濁防止法に係る特定施設設置届出書のみ、日最大排水量

50m3以上の場合が瀬戸内海環境保全特別措置法に係る特定施設設置許可申請書等のみ 

 

12-2 参考文献 

本書で利用した主な参考文献を表12.2及び表12.3に示す。 
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表12.2 参考文献（1/2） 
文献 発行年 発行元 

ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン 平成9年 ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会 
城南衛生管理組合第二ごみ清掃工場建設用地に係る環境
事前調査報告書 昭和58年 (財)日本気象協会関西本部 

アメダス観測年報1979～2001 平成14年他 (財)気象業務支援センター 
平成11年度版京都府環境白書 平成12年 京都府 
平成12年度版京都府環境白書 平成13年 京都府 
平成13年度版京都府環境白書 平成14年 京都府 
城陽市の環境（平成13年度版） 平成14年 城陽市 
次期埋立処分地環境影響評価書 平成8年 城南衛生管理組合 
流量年表 平成11年 (社)日本河川協会 
城陽市河川等網図 平成12年 城陽市 
平成12年度公共用水域及び地下水の水質測定結果 平成14年 京都府 
平成13年度第1浄水場原水水質検査結果書（写し） 平成14年 城陽市 
平成9年度版京都府環境白書 平成9年 京都府 
滋賀県南部地域地質図 昭和55年他 建設省 
長池演習場内障害防止対策工事長谷川砂防工報告書 昭和59年 城陽市 
京都府自然環境目録 平成14年 京都府 
京都府レッドデータブック 下巻 地形･地質･自然生態系編 平成14年 京都府 
土地分類基本調査図（京都府） 昭和57年 国土庁 
第4回自然環境保全基礎調査（京都府自然環境情報図） 平成7年 環境庁 
城陽市動植物環境調査報告書[公表版] 平成13年 城陽市 
第2回自然環境保全基礎調査（動物分布調査報告書(鳥類)
全国版） 

昭和56年 環境庁 

京都府すぐれた自然図 昭和51年 環境庁 
京都の自然200選 平成7年 京都府 
京都府の両生・は虫類 昭和62年 京都府 
京都府動植物分布図 平成元年 京都府 
南山城鳥類目録2001 平成13年 中川宗孝他 
京都府の昆虫（Ⅰ） 昭和58年 京都府 
第2回自然環境保全基礎調査（動植物分布図 京都府） 昭和56年 環境庁 
第3回自然環境保全基礎調査（植生調査） 昭和60年 環境庁 
第3回自然環境保全基礎調査（特定植物群落） 平成元年 環境庁 
京都府南部地域の社寺林 平成元年 京都府 
改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデー
タブック- 8 植物Ⅰ（維管束植物） 平成12年 環境庁 

京都府の植物 昭和49年 京都府 
改訂・近畿地方の保護上重要な植物 平成13年 レッドデータブック近畿研究会 
近畿地区・鳥類レッドデータブック 平成14年 京都大学学術出版会 
京都府レッドデータブック 上巻 野生生物編 平成14年 京都府 
オオタカの営巣地における森林施業 平成7年 前橋営林局編 
京都府の公園緑地 平成9年 京都府 
宇治市統計書（平成13年版） 平成13年 宇治市 
城陽市統計書（平成13年版） 平成14年 城陽市 
宇治田原町統計書（平成13年版） 平成14年 宇治田原町 
平成13年度茶業指導指針 平成13年 京都府 
平成12年京都府統計書 平成14年 京都府 
東部丘陵地利用計画策定調査報告書 平成9年 城陽市 
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表12.3 参考文献（2/2） 
文献 発行年 発行元 

第二次城陽市都市総合計画 平成6年 城陽市 
第二名神自動車道（パンフレット） 平成12年 日本道路公団 
内水面漁業総合振興計画書 昭和54年 京都府 
遊漁のてびき-河川・湖沼- 平成12年 京都府 
平成11年度全国道路交通情勢調査（道路交通センサス） 
一般交通量調査報告書 

平成12年 京都府 

京都府遺跡地図 昭和60年 京都府 
都市計画図 宇治市全図1 平成14年 宇治市 
城陽市都市計画図 平成13年 城陽市 
宇治田原町全図 平成11年 宇治田原町 
京都府土地利用基本計画図 平成11年 京都府 
京都府文化財総合目録 平成12年 京都府 
京都府鳥獣保護区等配置図 平成14年 京都府 
宇治都市計画生産緑地地区の変更 平成14年度(-2)縦覧図書 平成14年 城陽市 
京都府環境影響評価技術マニュアル 平成11年 京都府 
一般廃棄物処理施設からの未規制物質の排出実態及びそ
の低減化に関する調査報告書 

平成11年 厚生省 

大気環境の変化と植物（門司正三編） 昭和54年 東京大学出版会 
環境汚染と指標植物（峠田宏著） 昭和49年 共立出版 
地上気象観測指針 平成5年 気象庁 
高層気象観測指針 平成7年 気象庁 
窒素酸化物総量規制マニュアル（新版） 平成12年 公害研究対策センター 
道路環境影響評価の技術手法 平成12年 (財)道路環境研究所 
建設機械等損料算定表 平成14年 (社)日本建設機械化協会 
平成8年度東京都内自動車走行量及び排出ガス量将来予
測調査報告書 

平成9年 東京都 

ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル 昭和61年 厚生省 
都市計画道路 第二名神自動車道宇治田原城陽線 環境
影響評価準備書 

平成3年 城陽市 

空調・衛生技術データブック（第3版） 平成12年 森北出版㈱ 
建物の遮音設計資料 昭和63年 技報堂出版㈱ 
騒音振動対策ハンドブック 昭和57年 技報堂出版㈱ 
実務的騒音対策指針（第二版） 平成6年 技報堂出版㈱ 
建設機械の騒音・振動データブック 昭和54年 建設省土木研究所機械研究室 
建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 平成13年 (社)日本建設機械化協会 
流量年表 平成10年 (社)日本河川協会 
濁水の発生と処理の動向 昭和50年 施工技術 
建設工事における濁水・泥水の処理工法 平成2年 ㈱鹿島出版会 
廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領 平成13年 (社)全国都市清掃会議 
新編地盤調査の実務（第2刷） 平成8年 関東地質調査業協会 
建築系混合廃棄物の組成・原単価調査報告書 平成11年 (社)建築業協会 
データで見る事業者のためのごみ減量マニュアル 平成6年 東京都 
事業系一般廃棄物の性状調査について（関川他） 平成5年 第14回全国都市清掃研究発表会 
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の
事務及び事業に係る温室ガス総排出量算定方法ガイドライン 

平成11年 環境庁 

公害防止の技術と法規（振動編） 平成8年 (社)産業公害防止協会 
 


