
≪令和まち景色（北部）≫掲載一覧

No タイトル 撮影地等 撮影年月 No タイトル 撮影地等 撮影年月

1 【第五】沼津駅北口周辺 大手町３丁目 令和４年１月 47 【愛鷹】鳥谷、東原 鳥谷 令和４月１月

2 【第五】沼津駅北口周辺（東向き） 高沢町 令和４年２月 48 【愛鷹】柳沢、鳥谷 鳥谷 令和４月１月

3 【第五】第五小学校周辺 江原町 令和3年12月 49 【愛鷹】青野、柳沢 鳥谷 令和４月１月

4 【第五】本田町周辺 高沢町 令和４年２月 50 【愛鷹】青野北部 根古屋 令和４年４月

5 【第五】高沢町、新宿町周辺 高沢町 令和４年２月 51 【愛鷹】青野南部 根古屋 令和４年１月

6 【第五】双葉町周辺 高沢町 令和４年２月 52 【愛鷹】興国寺城跡北側根古屋 根古屋 令和４年４月

7 【第五】三枚橋町周辺 狩野川河川敷 令和3年12月 53 【浮島】浮島地区から愛鷹山 浮島 令和４年５月

8 【第五】平町周辺 御幸町 令和3年12月 54 【浮島】原停車場線周辺 根古屋 令和４年５月

9 【第五】山王台周辺 大岡 令和４年２月 55 【浮島】根古屋、井出南部 根古屋 令和４年４月

10 【第五】富士見町周辺 大岡 令和４年２月 56 【浮島】根古屋、井出 根古屋 令和４年５月

11 【金岡】金岡地区全景 泉町 令和3年12月 57 【浮島】井出 平沼 令和４年５月

12 【金岡】金岡小学校周辺 西熊堂 令和３年11月 58 【浮島】浮島小、中学校周辺 平沼 令和４年５月

13 【金岡】東熊堂から三島方面 西熊堂 令和３年11月 59 【浮島】平沼南部 平沼 令和４年５月

14 【金岡】東熊堂から長泉方面 西熊堂 令和３年11月 60 【浮島】平沼南部から富士方面 平沼 令和４年５月

15 【金岡】東熊堂周辺 岡宮 令和3年12月 61 【浮島】平沼南西部 浮島小 令和４年７月

16 【金岡】駿河台方面 西熊堂 令和３年11月 62 【浮島】石川方面 浮島小 令和４年７月

17 【金岡】高砂町周辺 駿河台 令和3年12月 63 【門池】門池公園 岡一色 令和３年11月

18 【金岡】国道１号と沢田方面 西熊堂 令和３年11月 64 【門池】門池周辺 門池小 令和４年７月

19 【金岡】沢田方面 西熊堂 令和３年11月 65 【門池】岡一色南部、門池公園 岡一色 令和３年11月

20 【金岡】中沢田、新沢田周辺 江原町 令和3年12月 66 【門池】岡一色北部、ぐるめ街道 岡一色 令和３年11月

21 【金岡】沢田小学校周辺 東沢田 令和4年1月 67  【門池】ぐるめ街道、国道246号 岡一色 令和３年11月

22 【金岡】愛鷹広域公園の桜 愛鷹広域公園 令和3年3月 68 【門池】岡一色、岡宮 岡一色 令和３年11月

23 【金岡】愛鷹広域運動公園周辺 愛鷹広域公園 令和4年1月 69 【門池】岡一色、小林台、柏葉尾 鮎壺の滝公園 令和3年12月

24 【大岡】大岡中学校周辺 緑が丘 令和3年12月 70 【門池】岡一色、岡宮 岡一色 令和３年11月

25 【大岡】自由が丘周辺 緑が丘 令和3年12月 71 【門池】岡宮南部 岡宮 令和3年12月

26 【大岡】西島病院周辺 緑が丘 令和3年12月 72 【門池】宮前町、花園町、岡宮 緑が丘 令和3年12月

27 【大岡】上石田周辺 大岡 令和４年２月 73 【門池】国道1号上石田付近 緑が丘 令和3年12月

28 【大岡】大岡駅前町、富岳町周辺 大岡 令和４年２月 74 【門池】南小林周辺 鮎壺の滝公園 令和3年12月

29 【大岡】大岡団地周辺 大岡 令和４年２月 75 【門池】鮎壺の滝 鮎壺の滝公園 令和3年12月

30 【大岡】中石田、沼平町周辺 大岡 令和４年２月 76 【今沢】今沢小・中学校周辺 今沢 令和４年２月

31 【大岡】下石田 中瀬町 令和3年12月 77 【今沢】今沢南部 今沢 令和４年２月

32 【大岡】下石田（南向き） 大岡 令和４年２月 78 【今沢】今沢、大塚 今沢 令和４年２月

33 【大岡】下石田周辺 大岡 令和４年２月 79 【今沢】沼川新放水路周辺 今沢 令和４年２月

34 【大岡】日吉周辺 大岡 令和４年２月 80 【今沢】国道1号西椎路交差点付近 今沢 令和４年２月

35 【大岡】木瀬川、中石田周辺 大岡 令和４年２月 81 【原】沼川と原団地周辺 原 令和４年４月

36 【大岡】木瀬川 中瀬町 令和3年12月 82 【原】原地区センター西側沼川周辺 原 令和４年４月

37 【大岡】平和郷、木瀬川周辺 大岡 令和４月２月 83 【原】原中学校周辺 原 令和４年４月

38 【大岡】木瀬川、平和郷周辺 大岡 令和４年６月 84 【原】新貨物ターミナル建設予定地東側周辺 原 令和４年６月

39 【愛鷹】ららぽーと沼津周辺 東椎路 令和４年６月 85 【原】新貨物ターミナル建設予定地西側周辺 原 令和４年６月

40 【愛鷹】東椎路周辺 西椎路 令和４月６月 86 【原】新貨物ターミナル建設予定地北東付近 原 令和４年６月

41 【愛鷹】東椎路北部 西椎路 令和４月１月 87 【原】アクアプラザ周辺 原 令和４年４月

42 【愛鷹】東椎路北部方面 東椎路 令和４月６月 88 【原】沼川第二放水路付近 原 令和４年４月

43 【愛鷹】愛鷹小・中学校周辺 西椎路 令和４月６月 89 【原】国道１号一本松交差点付近 原 令和４年４月

44 【愛鷹】西椎路 東原 令和４月１月 90 【その他】泉水源地と柿田川 泉水源地 令和２年５月

45 【愛鷹】東原、西椎路南部 東原 令和４月１月 91 【その他】泉水源地と柿田川 泉水源地 令和２年５月

46 【愛鷹】東原、鳥谷北部 東原 令和４月１月


