
(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、三島市役所、
　　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

１．三島市内の指定状況

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28年9月30日 第896号 22 15 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 令和4年1月7日 第15号 2 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 令和1年10月1日 第289号 1 1 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年12月4日 第812号 29 29 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年11月9日 第738号 2 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成29年3月31日 第264号 36 30 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 第297号 1 1 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成18年3月24日 第336号 1 1 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成17年12月26日 第1414号 13 13 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成17年3月29日 第508号 8 7 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成17年3月18日 第373号 7 7 詳細一覧へ移動

地滑り 平成31年3月29日 第295号 1 0 詳細一覧へ移動
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２．三島市内の区域一覧
＊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)
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急傾斜地の崩壊 旭ヶ丘他 103-SS-1024 旭ヶ丘Ｂ 第15号 令和4年1月7日 ○ ○ 詳細 詳細 未

急傾斜地の崩壊 旭ヶ丘他 103-SS-1025 三恵台 第15号 令和4年1月7日 ○ ○ 詳細 詳細 未

急傾斜地の崩壊 三恵台　他 103-S-1010 三恵台 第289号 令和1年10月1日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

地滑り 桑原馬坂・谷田台崎 21 馬坂 第295号 平成31年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 三ツ谷新田字古坂原 103-Ⅰ-0034 三ツ谷新田横引 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 谷田字五万坂 103-Ⅰ-0047 五万坂 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字山中新田字山中新田 103-Ⅰ-0664-2 山中新田Ｂ 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 塚原新田字代官林他 103-Ⅰ-0666 塚原新田代官林 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉二丁目 103-Ⅰ-0669-2 徳倉二丁目 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 谷田字夏梅木 103-Ⅰ-0686 夏梅木 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 佐野字梨坂山　他 103-Ⅰ-3354 佐野重根入 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 佐野字田中　他 103-Ⅰ-3355 佐野山崎後 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 谷田谷田字石平山　他 103-Ⅱ-0478 谷田塚畑毛山 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 川原ヶ谷字小沢 103-Ⅱ-0481 小沢 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 川原ヶ谷字元屋敷 103-Ⅱ-0482 川原ケ谷元屋敷 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 川原ヶ谷字大洞 103-Ⅱ-0484 川原ケ谷大洞 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 玉沢字西山　他 103-Ⅱ-0486 玉沢池の洞 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 諏訪台　他 103-S-1001 諏訪台 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字佐野 103-S-1002 佐野源太ヶ入 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字佐野 103-S-1003 佐野日影林 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字川原ヶ谷 103-S-1004 元山中 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字沢地 103-S-1005 沢地Ｅ 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字富士見台 103-S-1007 富士見台 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字沢地 103-S-1008 加茂 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字塚原新田 103-S-1009 阿部野上 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土砂災害（特別）警戒区域の指定状況
（三島市内）

令和3年3月31日

合計箇所数(令和03年03月31日現在)

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/2201070015/103-SS-1024iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/2201070015/103-SS-1024kuiki.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/2201070015/103-SS-1025iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/2201070015/103-SS-1025kuiki.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1910010289/103-S-1010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1910010289/103-S-1010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1317013228%2C138.94065006&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/kannami%E3%83%BBmishima/1903290295/21iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/kannami%E3%83%BBmishima/1903290295/21kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1381098499%2C138.982638531&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0034iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0034kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1433341238%2C138.971625346&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0047iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0047kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1166327577%2C138.933059802&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0664-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0664-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1553540973%2C138.994566064&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0666iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0666kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1365690266%2C138.950792738&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0669-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0669-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.138389647%2C138.917871445&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0686iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-0686kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1082496681%2C138.942622744&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-3354iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-3354kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1653005995%2C138.921188371&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-3355iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-1-3355kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1672776865%2C138.928328872&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0478iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0478kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1220430313%2C138.939889854&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0481iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0481kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1466915868%2C138.94829339&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0482iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0482kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1448634114%2C138.947980966&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0484iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0484kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1473208813%2C138.950012994&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0486iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-2-0486kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1218410037%2C138.961362726&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1823214114%2C139.000480938&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.170717766%2C138.933023081&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1608120433%2C138.917455427&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1551492893%2C138.962871478&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1480013255%2C138.934217066&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1428481128%2C138.934102906&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1349869606%2C138.935219698&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1812040812/103-S-1009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1320833893%2C138.951263942&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．三島市内の区域一覧
＊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

急傾斜地の崩壊 大字三恵台 103-S-1011 川原ケ谷滝ノ前 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字柳郷地 103-S-1014 柳郷地Ｂ 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字竹倉 103-S-1015 竹倉平戸 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字徳倉 103-S-1017 徳倉 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字南原菅 103-S-1018 蟇ケ沢 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字沢地 103-S-1019 沢地百八 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字沢地 103-S-1021 川原ケ谷薄久保 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大字谷田 103-S-1022 阿部野 第812号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字大上他･谷田字康申松 103-Ⅱ-0617 馬坂Ｄ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字枯木他・山中新田字鵜殿原飛地 103-Ⅲ-0159 桑原Ｃ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 笹原新田字上ノ台 103-Ⅰ-0033 上之台 第264号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉 103-Ⅰ-0038 北の入 第264号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 川原ケ谷字徳倉谷ツ 103-Ⅰ-0044 徳倉谷津 第264号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 柳郷地 103-Ⅰ-0045 柳郷地 第264号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済
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http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-1-3353iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-1-3353kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1615381928%2C138.919214721&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0475iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0475kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1026875218%2C138.947315493&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0476iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0476kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1046546736%2C138.946979065&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0479iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0479kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1362850893%2C138.94105965&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0480iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0480kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.137044079%2C138.94249226&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0483iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0483kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1469265091%2C138.949141911&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0485iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0485kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1236945852%2C138.961580352&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0492iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0492kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1635928338%2C138.918017906&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0493iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-0493kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1637827022%2C138.924610936&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-5867iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-5867kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1633489762%2C138.925716641&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-5868iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-2-5868kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.163623908%2C138.925931949&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-3-0116iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-3-0116kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1474017987%2C138.977079295&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-3-0117iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/1703310264/103-3-0117kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1354251538%2C138.953272756&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1713743374%2C138.931687563&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1666880821%2C138.929532725&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1651098723%2C138.923733572&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1661959603%2C138.921312817&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1652508243%2C138.918325758&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1454206612%2C138.920042346&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1388040115%2C138.936352781&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．三島市内の区域一覧
＊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 加茂 206-Ⅰ-008 加茂川Ｂ 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 小沢 206-Ⅰ-009 小沢Ａ 第896号 平成28年9月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 小沢 206-Ⅰ-009-2 小沢Ｂ 第896号 平成28年9月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 川原ケ谷 206-Ⅰ-010 小沢Ｃ 第896号 平成28年9月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 谷田 206-Ⅰ-011 夏梅木川 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 谷田 206-Ⅰ-012 田窪沢 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 玉沢 206-Ⅰ-013 玉沢Ａ 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 玉沢 206-Ⅰ-014 玉沢Ｄ 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 玉沢 206-Ⅰ-015 玉沢Ｅ 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 佐野 206-Ⅱ-001 佐野沢Ｂ 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 沢地 206-Ⅱ-002 沢地川右支川 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 川原ケ谷 206-Ⅱ-003 小沢Ｄ 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 川原ケ谷 206-Ⅱ-004 山田沢 第896号 平成28年9月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 玉沢 206-Ⅱ-005 玉沢Ｂ 第896号 平成28年9月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 玉沢 206-Ⅱ-006 玉沢Ｃ 第896号 平成28年9月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 上沢大洞・大場 103-Ⅰ-0055 大洞 第297号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 沢地 103-Ⅰ-3356 沢地Ａ 第336号 平成18年3月24日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 萩 103-Ⅰ-0036 萩Ａ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 萩 103-Ⅰ-0037 萩Ｂ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 富士ビレッジ 他 103-Ⅰ-0041 徳倉富士ビレッジ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 川原ヶ谷 103-Ⅰ-0676 川原ヶ谷 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 光ヶ丘他 103-Ⅰ-3357 光ヶ丘 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 沢地他 103-Ⅰ-3358 沢地Ｂ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大宮町三丁目 103-Ⅰ-3360 大宮町三丁目 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 旭ヶ丘他 103-Ⅰ-3361 旭ヶ丘 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 川原ヶ谷（緑ヶ丘） 103-Ⅰ-3362 緑ヶ丘Ａ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 川原ヶ谷（緑ヶ丘） 103-Ⅰ-3364 緑ヶ丘Ｂ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 沢地 103-Ⅱ-0473 沢地Ｃ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 沢地 103-Ⅱ-0488 沢地Ｄ 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉三丁目他 103-Ⅱ-0489 徳倉三丁目 第1414号 平成17年12月26日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉四丁目他 103-Ⅰ-0039 徳倉五丁目反畑 第508号 平成17年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉三丁目他 103-Ⅰ-0040 徳倉三丁目谷戸Ａ 第508号 平成17年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉三丁目他 103-Ⅰ-0667 徳倉三丁目谷戸Ｂ 第508号 平成17年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉三丁目他 103-Ⅰ-0668 徳倉三丁目中村Ａ 第508号 平成17年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉 103-Ⅰ-3351 徳倉五丁目小池 第508号 平成17年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉 103-Ⅰ-3352 徳倉五丁目金谷畑Ａ 第508号 平成17年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉 103-Ⅱ-0490 徳倉五丁目金谷畑Ｂ 第508号 平成17年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉三丁目他 103-Ⅱ-0491 徳倉三丁目中村Ｂ 第508号 平成17年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 谷田子の神 103-Ⅰ-0046 谷田子の神Ａ 第373号 平成17年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 壱町田上掛 103-Ⅰ-0671 壱町田上掛Ｂ 第373号 平成17年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 谷田眠り久保 103-Ⅰ-0682 谷田眠り久保 第373号 平成17年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 壱町田上掛 103-Ⅰ-3359 壱町田上掛Ａ 第373号 平成17年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 谷田子の神 103-Ⅰ-3363 谷田子の神Ｂ 第373号 平成17年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 壱町田上掛 103-Ⅱ-0474 壱町田上掛Ｃ 第373号 平成17年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 壱町田上掛 103-Ⅱ-0487 壱町田上掛Ｄ 第373号 平成17年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1384441782%2C138.935902014&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1479885564%2C138.950154199&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-009-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-009-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1464531254%2C138.949237896&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1468379014%2C138.948575495&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1400509233%2C138.979756642&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1376566109%2C138.976866606&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1308481734%2C138.967409485&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1225700848%2C138.961246855&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-015iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-1-015kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1210708949%2C138.960422932&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1697955702%2C138.928827314&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1501335064%2C138.937512519&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1452906195%2C138.948306913&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1358341761%2C138.940949291&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1291678446%2C138.967339438&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/mishima/1609300896/206-2-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1256683999%2C138.963911507&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima%E3%83%BBkannami/0703230297/103-1-0055iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima%E3%83%BBkannami/0703230297/103-1-0055kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.102656021%2C138.950762485&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0603240336/103-1-3356iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0603240336/103-1-3356kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.142011362%2C138.928326879&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0036iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0036kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1541443855%2C138.91024696&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0037iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0037kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.150496198%2C138.909842401&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0041iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0041kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1420192962%2C138.919193482&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0676iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-0676kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1236470602%2C138.931745634&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3357iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3357kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1378195789%2C138.924785114&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3358iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3358kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1379674996%2C138.922607949&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3360iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3360kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1262761455%2C138.919640765&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3361iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3361kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1276815198%2C138.930741594&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3362iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3362kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1215979693%2C138.930698468&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3364iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-1-3364kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1227122409%2C138.931457935&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-2-0473iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-2-0473kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1476921509%2C138.932709006&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-2-0488iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-2-0488kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1429466217%2C138.926338766&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-2-0489iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0512261414/103-2-0489kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1451272931%2C138.924495081&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0039iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0039kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1465689006%2C138.911506556&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0040iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0040kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1451306509%2C138.918358648&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0667iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0667kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1463334874%2C138.918567592&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0668iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-0668kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1432024991%2C138.915157286&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-3351iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-3351kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1505451401%2C138.919660822&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-3352iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-1-3352kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1484626703%2C138.917624009&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-2-0490iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-2-0490kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1476940296%2C138.918060235&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-2-0491iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503290508/103-2-0491kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1439289336%2C138.916105184&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-0046iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-0046kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1179150496%2C138.932808306&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-0671iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-0671kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1327501685%2C138.918436346&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-0682iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-0682kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1161993645%2C138.939006805&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-3359iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-3359kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1314482021%2C138.9185049&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-3363iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-1-3363kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1181032382%2C138.934087856&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-2-0474iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-2-0474kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1317135776%2C138.920524205&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-2-0487iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima/0503180373/103-2-0487kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1328182114%2C138.921276448&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1

	三島市

