
(注)本ホームページで公開する位置図と区域図は、原寸とは異なります。
　　また、このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は参考として情報提供しているものです。
　　今後実施する、再調査や見直し等で区域を変更する場合があります。
　　従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、御殿場市役所、
　　沼津土木事務所、静岡県庁砂防課でご確認ください。

※最終更新

１．御殿場市内の指定状況

現象名 指定年月日 告示番号
警戒区域
(箇所数)

特別警戒区域
(箇所数)

土石流 平成25年3月29日 第313号 30 19 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年11月27日 第796号 14 13 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成25年3月29日 第314号 7 7 詳細一覧へ移動

51 39

２．御殿場市内の区域一覧
＊1：位置図・・・土砂災害（特別）警戒区域の位置を示したものです。

＊2：区域図・・・土砂災害（特別）警戒区域の範囲を示したものです。

砂防GIS・・・掲載済→砂防GIS上にアップロード済み、未掲載→砂防GIS上に未アップロード(データ整備中)

現象名 所在地 危険箇所番号 区域名 告示番号 指定年月日
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砂防GIS

急傾斜地の崩壊 神山字中尾 103-S-2014 中尾 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 二子字スゲ沢　他 103-S-2013 スゲ沢 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 二子字細見　他 103-S-2012 細見 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 二子字立庵田　他 103-S-2011 立庵田 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 神山字須釜 103-S-2009-2 須釜 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 神山字高内　他 103-S-2009 高内 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 神山字塚村　他 103-S-2008 塚村 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 神山字栃窪　他 103-S-2007 栃窪 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 中山字愛宕塚　他 103-S-2006 愛宕塚 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 二子字東大久保　他 103-S-2005 東大久保 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 沼田字タンカ久保　他 103-S-2004 タンカ久保 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 東田中字箱根道 103-S-2003 箱根道Ｂ 第796号 平成30年11月27日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 東田中字二岡 103-S-2002 二の岡 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 東田中字箱根道 103-S-2001 箱根道Ａ 第796号 平成30年11月27日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字東山 215-Ⅲ-006 大坂沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 二子字尾越　他 215-Ⅲ-005 二子沢Ｂ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 二子字西大久保　他 215-Ⅲ-004 爼沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 沼田字広見　他 215-Ⅲ-003 道添沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 沼田字南沢　他 215-Ⅲ-002 南沢 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 沼田字タンカ久保　他 215-Ⅲ-001 タガクボ沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 深沢字永尾　他 215-Ⅱ-015 小相川 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字塚村　他 215-Ⅱ-014 高内川右支川Ｂ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字八ヶ窪　他 215-Ⅱ-013 八ケ窪沢 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字大薮　他 215-Ⅱ-012 大藪沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 二子字大日向　他 215-Ⅱ-011 二子沢Ａ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 沼田字山道　他 215-Ⅱ-010 金時沢川 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 東田中字石原坂　他 215-Ⅱ-009 寒沢川 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 深沢字永尾　他 215-Ⅱ-008 地蔵川 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字北海戸　他 215-Ⅱ-007 北沢川 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字天神山　他 215-Ⅱ-006 高内川右支川Ａ 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 二子字入　他 215-Ⅱ-005 かじか沢 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 沼田字タンカ久保　他 215-Ⅱ-004 オギクボ沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 沼田字坂田本　他 215-Ⅱ-003 ツビ沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土砂災害（特別）警戒区域の指定状況
（御殿場市内）

令和2年3月31日

合計箇所数(令和02年03月31日現在)

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2302218301%2C138.930135172&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2558194185%2C138.927613675&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2594901978%2C138.925872262&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2624923735%2C138.927197199&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2009-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2009-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2174333495%2C138.923757386&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2287019693%2C138.930767932&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2314216697%2C138.924687189&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2357001527%2C138.92676955&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2622493829%2C138.924720725&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2609792216%2C138.928253328&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2715339571%2C138.932145587&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2829021589%2C138.946365913&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.284601632%2C138.948540114&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1811270796/103-S-2001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2841045792%2C138.954636728&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2454176212%2C138.926449354&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2512572772%2C138.926729072&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2604140571%2C138.92724801&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2637008338%2C138.929763771&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2675971038%2C138.933292445&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-3-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2712639819%2C138.931241818&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-015iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-015kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2974493375%2C138.966230446&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2300456089%2C138.926922146&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2374820755%2C138.928753397&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2388862827%2C138.930217032&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2551945198%2C138.927691929&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2759834425%2C138.934657858&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2872080324%2C138.95590096&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2950135954%2C138.964191657&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.224525426%2C138.925380692&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2325229519%2C138.925827842&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2542793509%2C138.930531559&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2724127496%2C138.931107097&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2734563641%2C138.930171679&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．御殿場市内の区域一覧
＊1：位置図・・・土砂災害（特別）警戒区域の位置を示したものです。

＊2：区域図・・・土砂災害（特別）警戒区域の範囲を示したものです。

砂防GIS・・・掲載済→砂防GIS上にアップロード済み、未掲載→砂防GIS上に未アップロード(データ整備中)

現象名 所在地 危険箇所番号 区域名 告示番号 指定年月日

警
戒
区
域

特
別
警
戒
区
域

位置
図
※1

区域
図

（別
表）
※2

砂防GIS

土石流 沼田字笹塚　他 215-Ⅱ-002 笹塚沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 東田中字二ノ岡　他 215-Ⅱ-001 押出川右支川 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 沼田字細尾　他 215-Ⅰ-007 姥子沢 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 深沢字丸嶽　他 215-Ⅰ-006 唐沢川 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 東田中字原 215-Ⅰ-005 諸久保沢Ｂ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 東田中字原 215-Ⅰ-004 諸久保沢Ａ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 東田中字二ノ岡 215-Ⅰ-003 子之神川 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 東田中字箱根道　他 215-Ⅰ-002 二の岡川 第313号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字高内　他 215-Ⅰ-001-3 高内川Ｃ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字高内　他 215-Ⅰ-001-2 高内川Ｂ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 神山字高内　他 215-Ⅰ-001 高内川Ａ 第313号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深沢字丸嶽 103-Ⅲ-0118 深沢Ｃ 第314号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深沢字永尾 103-Ⅱ-0496 深沢Ｂ 第314号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深沢字永尾 103-Ⅱ-0495 深沢Ａ 第314号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 柴怒田字キタ 103-Ⅱ-0494 上柴怒田 第314号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 二子字二子山 103-Ⅰ-3367 二子 第314号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大坂字川向 103-Ⅰ-0689 大坂 第314号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 中山字中村 他 103-Ⅰ-0688 中山下 第314号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2806495828%2C138.935475543&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-2-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2843150271%2C138.95140537&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2647215254%2C138.930696749&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2927559649%2C138.962977174&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2826328835%2C138.944226189&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2816392755%2C138.945419929&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2834158966%2C138.949258388&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2845234684%2C138.952822084&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-001-3iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-001-3kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2306563192%2C138.934981569&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-001-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-001-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.231092888%2C138.935404186&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/gotenba/1303290313/215-1-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2310611754%2C138.935343304&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-3-0118iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-3-0118kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2847471022%2C138.967870745&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-2-0496iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-2-0496kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2825983767%2C138.982812751&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-2-0495iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-2-0495kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2828608662%2C138.983326134&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-2-0494iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-2-0494kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.3538619252%2C138.898857767&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-1-3367iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-1-3367kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2512091543%2C138.934269758&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-1-0689iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-1-0689kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2443973843%2C138.92500027&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-1-0688iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/gotenba/1303290314/103-1-0688kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2573081048%2C138.923315269&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1

	御殿場市

