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はじめに

　この度、( 株 ) 大龍堂書店はパソコンでの閲覧に慣れていない方の要望によりの現在京

都府等のホームページで公開されている例規集等の中から抜粋し、印刷したものです。

　なお、この資料は平成 25 年 2 月現在のホームページで公開されている京都府・京都市・

宇治市・例規集等の中から抜粋し、作成したものです。

[編集：京都建築法規研究会 ]

　この書籍は「POD・プリントオンデマンド」で作成いたしました。

　内容の編集はしておりません。

　内容につきましてのご質問は各特定行政庁にお問合せ下さい。

　本書が皆様の建築業務、建築行政文化にお役にたてば幸甚です。

[発行：（株）大龍堂書店　山岸豊　拝 ]
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