
≪令和まち景色（南部）≫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 【市街地】中心市街地から富士を望む 狩野川 令和２年３月 66 【片浜】新車輛基地建設予定地西側付近 新車輛基地予定地 令和４年５月

2 【市街地】狩野川と富士山 港大橋付近 令和２年４月 67 【片浜】片浜工業団地周辺 新車輛基地予定地 令和４年５月

3 【市街地】沼津駅周辺 高沢町 令和４年２月 68 【静浦】志下 志下 令和３年10月

4 【市街地】大手町から沼津港方面 大手町３丁目 令和４年１月 69 【静浦】志下、馬込 志下 令和３年10月

5 【市街地】第一、第二地区 千本 令和４年２月 70 【静浦】獅子浜、馬込、志下 志下 令和３年10月

6 【市街地】市街地夕景 香貫山展望台 令和３年11月 71 【静浦】静浦漁港 獅子浜 令和３年10月

7 【市街地】香貫山から市街地を望む 香貫山展望台 令和４年６月 72 【静浦】獅子浜 獅子浜 令和３年10月

8 【第一】沼津駅周辺 プラサヴェルデ 令和２年７月 73 【静浦】江浦湾 口野 令和３年10月

9 【第一】西条町方面 大手町４丁目 令和３年10月 74 【静浦】江浦湾（江浦、多比、口野） 獅子浜 令和３年10月

10 【第一】大手町３丁目周辺 大手町４丁目 令和３年10月 75 【静浦】江浦湾（江浦、多比） 江浦 令和３年10月

11 【第一】大手町５丁目周辺 大手町４丁目 令和３年10月 76 【静浦】多比、江浦 口野 令和３年10月

12 【第一】大手町３丁目、５丁目 大手町３丁目 令和４年１月 77 【静浦】口野 口野 令和３年10月

13 【第一】大手町周辺 八幡町 令和４年１月 78 【内浦】長井崎 長浜城 令和２年１月

14 【第一】八幡町から真砂町 大手町４丁目 令和3年10月 79 【内浦】いけすや周辺 内浦小海 令和２年７月

15 【第一】錦町、丸子町周辺 八幡町 令和４年１月 80 【内浦】いけすや周辺 内浦小海 令和２年７月

16 【第一】西条町、白銀町周辺 八幡町 令和４年１月 81 【内浦】内浦（小海、三津）地区 内浦小海 令和３年１月

17 【第一】第一中学校周辺 高沢町 令和４年２月 82 【内浦】内浦漁港 内浦小海 令和３年１月

18 【第一】町方町、上土町周辺 八幡町 令和４年１月 83 【内浦】三津、小海 内浦長浜 令和４年１月

19 【第一】添地町周辺 八幡町 令和４年１月 84 【内浦】三津 内浦三津 令和４年１月

20 【第二】富士山狩野川駿河湾 港大橋付近 令和２年４月 85 【内浦】重寺 内浦重寺 令和４年１月

21 【第二】狩野川両岸 狩野川河川敷 令和3年12月 86 【内浦】重須 内浦重須 令和４年１月

22 【第二】下河原周辺 狩野川河川敷 令和3年12月 87 【内浦】淡島 内浦長浜 令和４年１月

23 【第二】沼津港周辺 狩野川河川敷 令和3年12月 88 【内浦】長井崎、淡島 内浦長浜 令和４年１月

24 【第二】旭町周辺 千本 令和4年２月 89 【内浦】長井崎 内浦長井崎 令和４年１月

25 【第二】市道町周辺 八幡町 令和４年１月 90 【内浦】長浜 内浦長浜 令和４年１月

26 【第二】常盤町周辺 八幡町 令和４年１月 91 【西浦】木負赤崎 西浦木負赤崎 令和４年１月

27 【第二】千本、市道町周辺 八幡町 令和４年１月 92 【西浦】木負河内川 西浦木負河内川 令和４年１月

28 【第二】千本、沼津港周辺 千本 令和4年２月 93 【西浦】西浦久連 西浦平沢 令和４年５月

29 【第二】千本から沼津港周辺 八幡町 令和４年１月 94 【西浦】らららサンビーチ 西浦平沢 令和４年５月

30 【第二】千本から片浜方面 八幡町 令和４年１月 95 【西浦】西浦平沢漁港と集落 西浦平沢 令和４年５月

31 【第二】沼津港方面 香貫山展望台 令和４年６月 96 【西浦】旧西浦小学校周辺 西浦立保 令和４年５月

32 【第三】牛臥山公園 牛臥山公園 令和２年７月 97 【西浦】西浦立保 西浦立保 令和４年５月

33 【第三】下香貫、我入道 我入道 令和３年10月 98 【西浦】西浦古宇川周辺 西浦古宇 令和４年６月

34 【第三】下香貫から我入道 下香貫木宮 令和３年10月 99 【西浦】西浦古宇地先 西浦古宇 令和４年６月

35 【第三】下香貫から沼津アルプス 我入道 令和３年10月 100 【西浦】西浦足保漁港上空から見る生簀 西浦足保 令和４年６月

36 【第三】下香貫樋ノ口周辺 下香貫島郷 令和３年10月 101 【西浦】西浦足保漁港と集落 西浦足保 令和４年６月

37 【第三】下香貫浜田・柿原 我入道 令和３年10月 102 【西浦】西浦久料 西浦久料 令和４年６月

38 【第三】我入道から沼津港 我入道 令和３年10月 103 【西浦】西浦江梨川周辺 西浦江梨 令和４年６月

39 【第三】我入道から御用邸 我入道 令和３年10月 104 【西浦】西浦江梨漁港と集落 西浦江梨 令和４年６月

40 【第三】我入道から香貫山 我入道 令和３年10月 105 【西浦】金冠山 金冠山 令和３年２月

41 【第三】香貫が丘、下香貫楊原 下香貫木宮 令和３年10月 106 【西浦】西浦江梨 西浦江梨 令和３年２月

42 【第三】沼津工業高校周辺 香貫山 令和４年６月 107 【西浦】みかん畑と大瀬崎 西浦みかん畑と大瀬崎 令和３年１月

43 【第三】下香貫、我入道、志下方面 香貫山 令和４年６月 108 【西浦】大瀬崎先端 西浦江梨 令和４年５月

44 【第四】狩野川から御幸町方面 大手町４丁目 令和３年10月 109 【大平】（仮称）静浦1号トンネル周辺 大平 令和４年３月

45 【第四】狩野川から御幸町方面 大手町４丁目 令和３年10月 110 【大平】松下周辺 大平 令和４年３月

46 【第四】狩野川から市場町方面 大手町４丁目 令和３年10月 111 【大平】梨ノ木周辺 大平 令和４年６月

47 【第四】香貫山全景 井田地区 令和２年12月 112 【大平】荻原周辺 大平 令和４年３月

48 【第四】香貫山 狩野川付近 令和２年７月 113 【大平】萩原、下ノ坪方面 大平 令和４年６月

49 【第四】吉田町周辺 狩野川河川敷 令和3年12月 114 【大平】大平中学校周辺 大平 令和４年３月

50 【第四】御幸町、吉田町周辺 狩野川河川敷 令和3年12月 115 【大平】多比口周辺 大平 令和４年６月

51 【第四】市役所周辺 御幸町 令和４年１月 116 【大平】新城周辺 大平 令和４年６月

52 【第四】西島町、三園町周辺 狩野川河川敷 令和3年12月 117 【戸田】井田菜の花畑と井田海岸 井田 令和２年２月

53 【第四】中瀬町、中原町、黒瀬町周辺 中瀬町 令和3年12月 118 【戸田】井田地区と煌めきの丘 井田 令和２年２月

54 【第四】中瀬町周辺と狩野川 大岡木瀬川 令和４年６月 119 【戸田】井田明神池 井田 令和４年３月

55 【片浜】千本松原 大諏訪 令和４年２月 120 【戸田】御浜岬 戸田 令和４年６月

56 【片浜】千本松原と沼津アルプス 大諏訪 令和３年１月 121 【戸田】御浜岬から戸田港 戸田 令和４年６月

57 【片浜】片浜中学校周辺 小諏訪 令和3年10月 122 【戸田】戸田地区 戸田 令和２年１月

58 【片浜】小諏訪と千本松原 小諏訪 令和3年10月 123 【戸田】戸田港 戸田 令和４年６月

59 【片浜】小諏訪 小諏訪 令和3年10月 124 【戸田】戸田港方面 戸田 令和４年６月

60 【片浜】大諏訪、小諏訪 大諏訪 令和４年２月 125 【戸田】部田神社周辺 戸田 令和４年６月

61 【片浜】大諏訪周辺 大諏訪 令和４年２月 126 【戸田】舟山地区 舟山 令和４年３月

62 【片浜】大諏訪西部 東椎路 令和４年６月 127 【戸田】舟山地区南側 舟山 令和４年３月

63 【片浜】松長周辺 大諏訪 令和４年２月

64 【片浜】松長、今沢周辺 大諏訪 令和４年２月

65 【片浜】新車輛基地建設予定地周辺 新車輛基地予定地 令和４年５月


