参 考 資 料

1. 地域の自然的状況の把握に参考とした資料
№
資料名
発行年．発行機関等
1
過去の気象データ検索
気象庁ウェブサイト
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php

2

大気汚染の常時監視調査結果

山梨県ウェブサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/65_024.html

3

大気汚染及び水質汚濁等の状況

4

やまなしの環境 2013（平成 25 年度版）
～2017（平成 29 年度版）
平成 28 年度公共用水域及び地下水の
水質測定結果
土地分類基本調査 南部・富士宮・清
水
山梨県の概要

静岡県ウェブサイト
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/index.html

5
6
7

山梨県
平成 30 年．山梨県
平成 2 年．山梨県農務部農村整備課
山梨県ウェブサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/sabo/114_018.html

8
9
10
11
12
13

日本の地形レッドデータブック第 1 集
－危機にある地形－
日本の地形レッドデータブック第 2 集
－保存すべき地形－
山梨県の植物分布
環境省レッドリスト 2019 の公表につ
いて
山梨県 レッドデータブックの改訂
（平成 30 年 3 月公開）
第 6 回～第 7 回自然環境保全基礎調査
植生調査

平成 12 年．古今書院
平成 14 年．古今書院
平成 19 年．小林岳編
環境省ウェブサイト
https://www.env.go.jp/press/106383.html

山梨県ウェブサイト
https://www.pref.yamanashi.jp/midori/30rdb.html

環境省自然環境局生物多様性センター
査 Web-GIS

自然環境調

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html

14
15

（お知らせ）1/2.5 万植生図の新たな
植生自然度について
山梨の文化財リスト（天然記念物）

平成 28 年．環境省自然環境局生物多様性センター
山梨県ウェブサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/gakujutu/bunkazaihogo/
kinenbutsu.html

16
17
18

南部町の文化財
富沢町の文化財
山梨県自然環境保全条例に基づく自
然環境保全地区・自然記念物位置図等
について
第 2 回～第 5 回自然環境保全基礎調査
特定植物群落

平成 9 年.南部町教育委員会
平成元年.富沢町教育委員会
山梨県ウェブサイト

20

第 4 回，第 6 回自然環境保全基礎調査
巨樹・巨木林

環境省自然環境局生物多様性センター
査 Web-GIS

21

第 2 回～第 6 回自然環境保全基礎調査
動物

環境省自然環境局生物多様性センター
査 Web-GIS

19

http://www.pref.yamanashi.jp/midori/
shizenkankyouhozentiku.html

環境省自然環境局生物多様性センター
査 Web-GIS

自然環境調

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html

自然環境調

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html

22

山梨県の野生動物

昭和 55 年．山梨県編

自然環境調

№
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

資料名
希少種を主とする山梨県の野生鳥獣
生息調査
富沢町誌編さん資料第 2 集 富沢町の
動植物－1973－
やまなしの野鳥 2011
山梨県の爬虫類・両生類と魚類
山梨の昆虫 №1～56
猛禽類保護の進め方（改訂版）
－特にイヌワシ，クマタカ，オオタカ
について－
日本野生鳥獣目録
日本鳥類目録 改訂第 7 版
日本産爬虫両生類標準和名リスト
（2019 年 1 月 25 日版）
河川水辺の国勢調査のための生物リ
スト（平成 30 年度版）

発行年．発行機関等
平成 9 年．山梨県編
昭和 48 年.富沢町誌編さん室編
平成 23 年．日本野鳥の会甲府支部
・やまなし野鳥の会編
平成 18 年．山梨淡水生物調査会編
昭和 51 年～平成 28 年．甲州昆虫同好会
平成 24 年．環境省自然環境局野生生物課

平成 14 年．環境省自然環境局野生生物課
平成 24 年．日本鳥学会
日本爬虫両棲類学会ウェブサイト
http://herpetology.jp/wamei/index_j.php

公益財団法人リバーフロント研究所ウェブサイト
http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/
mizukokuweb/system/seibutsuListfile.htm

33

富士の国やまなし観光ネット

公益社団法人やまなし観光推進機構ウェブサイト

34

山梨の登山・山岳情報ポータル

山梨県ウェブサイト

https://www.yamanashi-kankou.jp/
http://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/
tozan_sangakujouhou.html

35

南部町観光ガイドマップ

南部町ウェブサイト
http://www.town.nanbu.yamanashi.jp/kakuka/
sangyoushinkou/kankou-guidemap.html

36

遊漁について～釣りをされる方へ～

山梨県ウェブサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/kakinousui/
86113308216.html

37

やまなしの環境 2017（平成 29 年度版） 平成 30 年．山梨県

2. 地域の社会的状況の把握に参考とした資料
№
資料名
発行年．発行機関等
1
山梨の人口
山梨県統計調査課ウェブサイト
https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/HP/y_pop.html

2

山梨県統計データバンク

山梨県統計調査課ウェブサイト
https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/DB/EDA/dbjinkou.html

3

e-Stat 統計でみる日本

政府統計ポータルサイト

4

町の概要

南部町ウェブサイト

5

土地利用調整総合支援ネットワ
ークシステム
漁業権について

https://www.e-stat.go.jp/
http://www.town.nanbu.yamanashi.jp/syoukai/gaiyou.html

6

国土交通省ウェブサイト
https://lucky.tochi.mlit.go.jp/

山梨県ウェブサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/kakinousui/gyogyouken1.html

7

8

9
10

11
12

第 2 次南部町総合計画（平成 27
年度～平成 36 年度）～水と緑が
溢れるふれあい豊かなまちづく
り～
平成 28 年度版 山梨県の水道
（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29
年 3 月 31 日）
平成 27 年度 全国道路・街路交
通情勢調査 一般交通量調査
山梨県統計年鑑
平成 25 年度刊行～平成 29 年度
刊行
騒音・振動・悪臭規制マニュア
ル
大規模行為届出制度

平成 27 年．山梨県南部町

平成 30 年．山梨県福祉保健部衛生薬務課

一般社団法人交通工学研究会
平成 26 年～平成 30 年．山梨県県民生活部統計調査課

平成 30 年 4 月改訂．山梨県森林環境部
大気水質保全課
山梨県ウェブサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/kendosui/16088410158.html

13
14

平成 25 年．山梨県南部町
山梨県ウェブサイト

15
16

土砂災害ハザードマップ
峡南建設事務所管内 砂防指定
地 一覧表
南部町地域防災計画
自然環境保全地域

17

山梨県の自然公園

山梨県ウェブサイト

18
19

山梨県鳥獣保護区等位置図
成 30 年度
生息地等保護区一覧

20

ラムサール条約と条約湿地

http://www.pref.yamanashi.jp/kn-kensetsu/85557883602.html

平成 28 年 3 月改訂．南部町防災会議
環境省ウェブサイト
https://www.env.go.jp/nature/hozen/index.html
http://www.pref.yamanashi.jp/midori/95687071687.html

平

山梨県森林環境部みどり自然課
環境省ウェブサイト
https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogoku/list.html

環境省ウェブサイト
http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/

21

風致地区条例

山梨県ウェブサイト

22

都市緑化データベース

国土交通省都市局公園緑地・景観課ウェブサイト

http://www.pref.yamanashi.jp/toshikei/kaihatsu/huuchi.html
http://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/toshiryokuchi/
index.html

23
24
25

第 2 次山梨県環境基本計画
山梨県地球温暖化対策実行計画
やまなしエネルギービジョン

平成 26 年 3 月．山梨県
平成 29 年 3 月．山梨県
平成 28 年 3 月．山梨県

