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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第１号

　令和３年度に契約の締結が見込まれる物品又は役務の
調達であって、地方公共団体の物品等又は特定役務の調
達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）の
規定が適用されるものに係る競争入札に参加する者に必
要な資格等を次のように定めた。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　登録種目
　⑴　物品等
　　　印刷・製本、繊維製品、食料品、機械器具類、車
両・船舶類、電気・通信機器類、家具、薬品・理化
学機器類、燃料類、図書・教材、文具・事務機器類、
楽器・スポーツ用品、写真類、日用雑貨・百貨類、
土木建築・農林水産業用資材、古物買受、看板類、
警察・保安用品、その他

　⑵　委託・役務
　　　情報システム開発等、デザイン・制作、運搬・運
送、賃貸借、イベント企画・運営、調査・分析、医
療・福祉サービス、廃棄物処理、機器等保守点検、

ビル管理等、その他
２　競争入札に参加することができない者
　　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又
は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
３　競争入札参加者の資格
　　１営業年度以上の営業実績を有する者で12月以上の
営業に係る決算が確定しているもののうち、次の⑴か
ら⑸までのいずれにも該当しない者
　⑴　競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」と
いう。）を提出するときまでに府税、消費税又は地
方消費税を滞納している者

　⑵　営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にお
いて、これを得ていない者

　⑶　申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を
記載した者

　⑷　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２
条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
のほか、次のいずれかに該当する者

　　ア　法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴
力団員」という。）

　　イ　法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表
する者で役員以外のものが暴力団員である者又は
暴力団員がその経営に関与している者　

　　ウ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者

　　エ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、

告　　　　　示

○令和３年度における物品又は役務の調達
に係る競争入札に参加する者に必要な資
格等　 （入札課）    1
○道路の区域変更
  （山城北土木事務所、丹後土木事務所）    2
○道路の供用開始 （丹後土木事務所）    3

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出 （山城広域振興局）   〃
○土地改良事業計画変更の認可申請に関す
る適否の決定 （農村振興課、山城広域振興局）   〃

○林地開発行為に係る事業計画書の縦覧
  （山城広域振興局、中丹広域振興局）    4
○都市計画生産緑地地区の変更に係る図書
の写しの縦覧 （山城北土木事務所）    6
○道路の指定 （南丹土木事務所）   〃
○都市計画法に基づく工事完了　（建築指導課、乙訓
土木事務所、山城北土木事務所、中丹西土木事務所）    7

府　　議　　会

○府議会定例会の開閉   〃
○意見書   〃
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７　競争入札参加資格を有する者の取扱い
　　令和元年度から令和３年度までにおいて府が発注す
る物品又は役務の調達に係る競争入札の定例資格審査
又は追加資格審査で参加資格を得ている者は、この告
示による競争入札参加資格を有するものとし、当該参
加資格について、この告示に基づく新たな申請を行う
必要はないものとする。ただし、当該参加資格におい
て登録を受けた登録種目と異なる登録種目での参加資
格を得ようとする場合は、この限りでない。
８　その他
　　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、物品
又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に
関する要綱（昭和58年京都府告示第375号）に定める
ところによる。

京都府告示第２号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
３年１月８日から令和３年１月22日まで縦覧に供する。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　綾部大江宮津線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

宮津市字小田小字浮橋10420
の１から

宮津市字小田小字浮橋10420
の１まで

前

ｍ
 最小　 6.5

 最大　17.4

ｍ

　  235.9

後
 最小　21.2

 最大　60.8
　  239.2

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　宇治木屋線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

綴喜郡宇治田原町大字南小字
杉谷２から

綴喜郡宇治田原町大字南小字
宗畑39の４まで

前

ｍ

 最小　19.0

 最大　21.1

ｍ

　 　61.0

又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき
関係を有している者

　　カ　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ
れを不当に利用している者

　　キ　暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受
けて入札に参加しようとする者

　⑸　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又
は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に
属する者

４　申請の時期、方法等
　⑴　申請書の提出時期
　　　京都府の休日を定める条例（平成元年京都府条例
第４号）に規定する府の休日を除き、随時に申請書
を提出することができるものとする。

　⑵　申請書の配布場所及び提出先
　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　　京都府総務部入札課
　　　電話番号（075）414-5430
　⑶　提出書類
　　　申請書及び次に掲げる添付書類
　　ア　誓約書
　　イ　法人にあっては商業登記法（昭和38年法律第

125号）第10条第１項に規定する登記事項証明書
　　ウ　役員等調書
　　エ　府税納税証明書
　　オ　消費税納税証明書
　　カ　営業に許可、認可等が必要な場合は、それを得

ていることの証明書又はその写し
　　キ　法人にあっては財務諸表（貸借対照表、損益計

算書及び株主資本等変動計算書）、個人にあって
は所得税の確定申告書の写し

　　ク　取引使用印鑑届
　　ケ　入札に関する権限を委任する場合は、委任状
　　コ　その他資格審査に当たつて知事が特に必要と認

めるもの
　⑷　申請書等の作成に用いる言語等
　　ア　申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。
　　　　なお、その他の添付書類で外国語で作成された

ものは、日本語の訳文を付記し、又は添付するこ
と。

　　イ　添付書類中の金額については、出納官吏事務規
程（昭和22年大蔵省令第95号）第16条に規定する
外国貨幣換算率により邦貨に換算の上、記載する
こと。

　⑸　申請書の提出方法
　　　⑵の提出場所に郵送すること。
５　資格審査結果の通知
　　競争入札参加資格審査結果通知書により通知する。
６　資格の有効期間等
　　資格の有効期間は、５の通知をした日の翌日から令
和４年３月31日までとする。
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１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　関西文化学術研究都市センター株式会社
　　　奈良市右京一丁目２番地
　　　代表取締役　稲垣　満宏
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　サンタウンプラザこすもす館
　　　木津川市相楽台一丁目１番の１ほか
　⑶　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗を設置
する者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

関西文化学
術研究都市
センター株
式会社
奈良市右京
一丁目３番
地の４
代表取締役
稲垣　満宏

関西文化学
術研究都市
センター株
式会社
奈良市右京
一丁目２番
地
代表取締役
稲垣　満宏

令
 2. 9.23 本社移転のた

め

２　届出年月日
　　令和２年12月10日
３　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和３年１月８日から令和３年５月10日まで
５　意見書の提出先
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項に
おいて準用する同法第８条第１項の規定により、次の土
地改良事業の計画変更の認可申請を適当と決定した。
　なお、変更後の土地改良事業計画書の写しを令和３年
１月８日から令和３年１月28日まで縦覧に供する。
　おって、当該土地改良事業計画の利害関係人で当該決
定について異議のあるものは、縦覧期間満了後15日以内
に書面で知事に異議の申出をすることができる。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

土地改良事業の名称 地　　区 縦覧の場所

京都市洛南土地改良区営土
地改良事業 下 三 栖 京都府農林水産部農

村振興課

　（京都市東部農業振興センターにおいて関係書類を閲
覧することができる。）

綴喜郡宇治田原町大字南小字
杉谷２から

綴喜郡宇治田原町大字南小字
泉水７を経て

綴喜郡宇治田原町大字贄田小
字伏谷10の２まで

後
 最小　19.0

 最大　70.0
　  931.7

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府山城北土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

京都府告示第３号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
３年１月８日から令和３年１月22日まで縦覧に供する。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　綾部大江宮津線
３　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

宮津市字小田小字浮橋10420の１か
ら

宮津市字小田小字浮橋10420の１ま
で

令和３年１月８日

４　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府建
設交通部道路管理課

　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための
措置

周辺道路の汚れ 　城陽市富野及び中地
内の一部に存する道路
（次の図のとおり）

　場内の車両出入口に
タイヤ洗い場を設置し、 
車両の汚れを除去する。
　また、必要に応じ散
水を行う。

交通量の増加 〃 　資材搬入車両等の出
入りに際し周辺道路の
円滑な交通を確保する
ため、場内の車両出入
口に交通保安要員を配
置する。

濁水の発生 　城陽市富野及び中地
内の一部に存する範囲
（次の図のとおり）

　工事中は、場内流末
最下流部に沈砂池を設
置し、泥を沈下させた
後に場外に排水する。
　完成後は、油水分離
ますを設置し、路面排
水の油分等を分離させ
た後に河川に放流する。

河川水量の増加 〃 　工事中においては、
沈砂池を介し、現況の
水路等に分散して排水
を行う。
　完成後は、道路の路
面排水を調整池に集水
し、放水量を調整した
上で河川に放流する。

粉じんの発生 〃 　工事中、乾燥時には、 
必要に応じ散水を行い、 
粉じんの飛散防止を図
る。

　⑻　縦覧場所
　　ア　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興

課
　　　　宇治市宇治若森７の６
　　イ　京都府農林水産部森の保全推進課
　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　ウ　城陽市まちづくり活性部農政課
　　　　城陽市寺田東ノ口16、17
　　エ　西日本高速道路株式会社関西支社新名神京都事

務所
　　　　京都市山科区四ノ宮泓37
　⑼　縦覧期間
　　　令和３年１月８日（金）から令和３年２月８日（月）
まで

　⑽　意見書の提出期間及び提出先
　　ア　提出期間
　　　　令和３年１月８日（金）から令和３年２月22日

（月）まで

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項に
おいて準用する同法第８条第１項の規定により、次の土
地改良事業の計画変更の認可申請を適当と決定した。
　なお、変更後の土地改良事業計画書の写しを令和３年
１月８日から令和３年１月28日まで縦覧に供する。
　おって、当該土地改良事業計画の利害関係人で当該決
定について異議のあるものは、縦覧期間満了後15日以内
に書面で知事に異議の申出をすることができる。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

土地改良事業の名称 地　　区 縦覧の場所

大住土地改良区営土地改良
事業（維持管理事業） 大 住

京都府山城広域振興
局農林商工部地域づ
くり振興課

　京都府林地開発行為の手続に関する条例（平成23年京
都府条例第25号）第３条の規定により、林地開発行為に
係る事業計画書の提出があったので、その写しを次のと
おり縦覧に供する。
　なお、事業計画書の内容について生活環境の保全の見
地から意見を有する地域住民等は、意見書を知事に提出
することができる。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の
氏名及び主たる事務所の所在地

　　　西日本高速道路株式会社関西支社
　　　支社長　永田　順宏
　　　茨木市岩倉町１番13号
　⑵　林地開発行為の目的
　　　高速自動車国道の造成（城陽市富野工区）
　⑶　林地開発行為をしようとする区域
　　　城陽市富野北之芝６番ほか（次の図のとおり）
　⑷　林地開発行為をしようとする区域の面積
　　　27.0ヘクタール
　⑸　期間
　　　平成27年10月30日から令和６年３月31日まで
　⑹　生活環境に影響が生じるおそれの有無
　　　有
　⑺　生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれが
ある範囲及びおそれを減じるための措置
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　⑻　縦覧場所
　　ア　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興

課
　　　　宇治市宇治若森７の６
　　イ　京都府農林水産部森の保全推進課
　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　ウ　城陽市まちづくり活性部農政課
　　　　城陽市寺田東ノ口16、17
　　エ　近畿砂利協同組合
　　　　城陽市富野荒見田51番地　京明ビル
　⑼　縦覧期間
　　　令和３年１月８日（金）から令和３年２月８日（月）
まで

　⑽　意見書の提出期間及び提出先
　　ア　提出期間
　　　　令和３年１月８日（金）から令和３年２月８日

（月）まで
　　イ　提出先
　　　　〒611-0021　宇治市宇治若森７の６
　　　　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興

課
　（「次の図」は、省略し、その図面を⑻の縦覧場所に
おいて縦覧に供する。）
３⑴　林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の
氏名及び主たる事務所の所在地

　　　サコダ砕石株式会社
　　　代表取締役　迫田　哲木
　　　舞鶴市字下漆原405番地
　⑵　林地開発行為の目的
　　　土石の採掘（採石）
　⑶　林地開発行為をしようとする区域
　　　舞鶴市字下漆原小字長谷10149番ほか（次の図の
とおり）

　⑷　林地開発行為をしようとする区域の面積
　　　38.2ヘクタール
　⑸　期間
　　ア　林地開発行為を行う期間
　　　　令和３年４月７日から令和６年４月６日まで
　　イ　林地開発行為が土石の採掘である場合の全体の

計画期間
　　　　昭和52年４月７日から令和25年４月６日まで
　⑹　生活環境に影響が生じるおそれの有無
　　　有
　⑺　生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれが
ある範囲及びおそれを減じるための措置

おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための
措置

騒音、振動及び
飛び石の発生

　舞鶴市字下漆原、字
長谷及び字八戸地地内
の一部に存する範囲
（次の図のとおり）

　早朝深夜には、プラ
ント施設や重機を使用
しない。
　発破に際しては、火
薬の適正装薬を遵守し、 
発破場所から150ｍ以

　　イ　提出先
　　　　〒611-0021　宇治市宇治若森７の６
　　　　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興

課
　（「次の図」は、省略し、その図面を⑻の縦覧場所に
おいて縦覧に供する。）
２⑴　林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の
氏名及び主たる事務所の所在地

　　　近畿砂利協同組合
　　　代表理事　桧原　信司
　　　城陽市富野荒見田51番地　京明ビル
　⑵　林地開発行為の目的
　　　土石の採掘（跡地復旧）
　⑶　林地開発行為をしようとする区域
　　　城陽市中芦原68番２の４ほか（次の図のとおり）
　⑷　林地開発行為をしようとする区域の面積
　　　11.8ヘクタール
　⑸　期間
　　ア　林地開発行為を行う期間
　　　　令和２年６月28日から令和５年６月27日まで
　　イ　林地開発行為が土石の採掘である場合の全体の

計画期間
　　　　平成23年12月28日から令和11年６月27日まで
　⑹　生活環境に影響が生じるおそれの有無
　　　有
　⑺　生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれが
ある範囲及びおそれを減じるための措置

おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための
措置

周辺道路の汚れ 　城陽市中地内の一部
に存する範囲（次の図
のとおり）

　道路に土砂等が付着
した場合は、必要に応
じ清掃を行う。

交通量の増加 〃 　交通混雑及び事故発
生を避けるため、運搬
車両の運転手にチラシ
及びポスターによる啓
発を行い、通行の安全
注意を徹底する。

粉じんの発生 〃 　粉じん発生のおそれ
のあるときは、場内に
散水を行い、粉じんの
飛散を防止する。

濁水の発生 〃 　場内排水を沈砂容量
を確保した調整池に集
水し、泥分を沈下させ
た後に場外に排水する。

河川水量の増加 〃 　場内排水を調整池に
集水し、オリフィスに
より調整した水量を場
外に排水する。
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　⑼　縦覧期間
　　　令和３年１月８日（金）から令和３年２月８日（月）
まで

　⑽　意見書の提出期間及び提出先
　　ア　提出期間
　　　　令和３年１月８日（金）から令和３年２月８日

（月）まで
　　イ　提出先
　　　　〒625-0036　舞鶴市字浜2020番地
　　　　京都府中丹広域振興局農林商工部森づくり振興

課
　（「次の図」は、省略し、その図面を⑻の縦覧場所に
おいて縦覧に供する。）

　城陽市から宇治都市計画生産緑地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、京都府山城北土木事務所において
縦覧に供する。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
４号の規定による道路の指定を次のとおり行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定番号 指　定
年月日

所管土
木事務
所名

指定した道路の概要

位　置 延長 幅　員 事業計画

２南土建
第268号

令

 2.12.16
京都府
南丹土
木事務
所

亀岡市篠
町篠芦原、 
上西山、
牙ケ尾、
小園谷、
下西山、
鍋倉、松 
ケ池及び
王子西長
尾の各一
部

ｍ

1,800.7

ｍ

最小　6.0
最大 13.0

亀岡市篠
町篠企業
団地土地
区画整理
事業

上の保安距離を確保す
る。
　発破時は、場内全域
の関係者以外の立入り
を禁止し、見張り人の
配置、発破の予報及び
警報を行う。

粉じん及び土ぼ
こりの発生

　舞鶴市字下漆原、字
長谷及び字八戸地地内
の一部に存する範囲
（次の図のとおり）

　粉じん発生箇所には、 
散水を行う。
　削岩機には、集じん
能力を持ったダストコ
レクタを装備する。

周辺道路の汚損
の発生

　舞鶴市字下漆原地内
の一部に存する道路
（次の図のとおり）

　場内の出入口付近に
洗車場を設置する。
　製品等は、トラック
スケールで過積載にな
らないよう確認をした
後に出荷する。
　毎日作業終了時には、 
周辺道路を清掃する。
　また、適宜周辺パト
ロールを行い、道路の
汚損を発見した場合
は、直ちに清掃を行う。

交通量の増加 〃 　早朝深夜には、車両
の運行は、行わない。
　場内外への出入りに
際して、十分に安全の
確認を行う。
　車両運転者に安全運
転の指導を徹底する。

土砂流出及び濁
水の発生

　舞鶴市字下漆原地内
の一部に存する範囲
（次の図のとおり）

　開発区域内に沈砂池
を設置し、土砂を沈下
させた後に、清水とし、 
場外に排水する。
　また、沈砂池の機能
を確保するため、堆砂
物を定期的に除去する。

河川水量の増加 〃 　開発区域内に調整池
を設置し、雨水を集水
し、流量を調整してか
ら場外に排水する。

　⑻　縦覧場所
　　ア　京都府中丹広域振興局農林商工部森づくり振興

課
　　　　舞鶴市字浜2020番地
　　イ　京都府農林水産部森の保全推進課
　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　ウ　舞鶴市産業振興部農林課
　　　　舞鶴市字北吸1044番地
　　エ　サコダ砕石株式会社
　　　　舞鶴市字下漆原405番地
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　　　福知山市字正明寺小字黒福1682の１、1682の５、
1682 の ６、1738、1738 の １、1743、1743 の １、
1744、1744の１、1745の１から1745の４まで、1745
の８、1745の９、2184から2186まで、小字小嶋
1739、1740の１、1741の５、1742の３、市有地

　　　（関連区域）
　　　福知山市字正明寺小字黒福1682の３、1745の５か
ら1745の７まで、小字小嶋1733の14の一部、1733の
30の一部、1733の33の一部、1733の34の一部、1742
の２の一部、市有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　福知山市篠尾新町４丁目１の１
　　　足立不動産株式会社

府　　議　　会

１　府議会定例会の開閉
　　令和２年11月30日に招集された11月府議会定例会
は、令和２年12月21日閉会した。
２　意見書
　　令和２年12月21日次の意見書を可決した。
　⑴　犯罪被害者等への支援の充実を求める意見書
　⑵　不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書
　⑶　住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化
を求める意見書

　⑷　義務教育における30人学級の推進を求める意見書

　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。

　令和３年１月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　相楽郡精華町大字山田小字上川原７の７
　　　（関連区域）
　　　相楽郡精華町大字山田小字上川原７の１の一部
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　　京田辺市三山木八反坪１の１　インペリアル藤井
202号室

　　　滝本　拓郎
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前２の１、３
　　　（関連区域）
　　　乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前２の２の一

部、２の４の一部、２の５の一部
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　　乙訓郡大山崎町字下植野小字梅ケ畑１
　　　平井　波栄
３⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　城陽市富野南垣内８、９の１
　　　（関連区域）
　　　城陽市富野南垣内５の７の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　宇治市宇治壱番128
　　　クラッセ住宅販売株式会社
４⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　八幡市男山金振11の１
　　　（関連区域）
　　　八幡市男山金振34、35、40
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　大阪市北区大淀南一丁目５の１
　　　エスリードハウス株式会社
５⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　八幡市八幡長町20の６、20の25の一部、20の29
　　　（関連区域）
　　　八幡市八幡長町11、20の１
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　　東京都大田区田園調布二丁目56の６
　　　家村　豊次
６⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　八幡市八幡馬場100の20の一部、101の７の一部、
104、八幡神原68、69の１、市有地

　　　（関連区域）
　　　八幡市八幡馬場99の10の一部、100の４の一部、
100の６の一部、102の２の一部

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　大阪市中央区平野町三丁目１の２
　　　株式会社ウエステージ
７⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域


