
項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1 茜部公民館 岐阜市 茜部新所４－１２６－２ 表示

2 岐阜市立茜部小学校 岐阜市 茜部新所４－９１－３ 表示

3 （一）正木岐阜線 茜部南地下道 岐阜市 茜部新所４丁目 表示

4 国道21号　茜部地下横断歩道 岐阜市 茜部菱野１丁目 表示

5 岐阜キャッスルイン 岐阜市 県町２－８ 表示

6 岐阜市立網代小学校 岐阜市 秋沢２－１５６－１ 表示

7 網代公民館 岐阜市 秋沢２－２９７ 表示

8 岐阜市立芥見小学校 岐阜市 芥見２－２１３ 表示

9 芥見公民館 岐阜市 芥見２－９８ 表示

10 岐阜市立藍川中学校 岐阜市 芥見４－１５７ 表示

11 東部体育館 岐阜市 芥見４－６８ 表示

12 東部コミュニティセンター 岐阜市 芥見４－８０ 表示

13 教育研究所 岐阜市 芥見南山３－１０－１ 表示

14 芥見南公民館 岐阜市 芥見南山３－１２－１ 表示

15 岐阜市立方県小学校 岐阜市 安食３－１１５ 表示

16 方県公民館 岐阜市 安食４４３－２ 表示

17 岐阜市立岩野田小学校 岐阜市 粟野西２－３３ 表示

18 岩野田公民館 岐阜市 粟野西２－３３ 表示

19 岐阜市立岩野田中学校 岐阜市 粟野西５－８１７ 表示

20 岐阜市立岩野田北小学校 岐阜市 粟野東２－３３－３ 表示

21 岩野田北公民館 岐阜市 粟野東２－３３－３ 表示

22 国道156号　細畑３号地下横断歩道 岐阜市 石長町９丁目 表示

23 岐阜市立三輪中学校 岐阜市 石原１－１２ 表示

24 市橋公民館 岐阜市 市橋４－１０－１０ 表示

25 市橋コミュニティセンター 岐阜市 市橋６－１３－２５ 表示

26 岐阜市立市橋小学校 岐阜市 市橋６－６－２８ 表示

27 （主）岐阜環状線 市橋地下道 岐阜市 市橋４丁目 表示

28 国道156号　入舟地下横断歩道 岐阜市 入船町５丁目 表示

29 岐阜市立岩小学校 岐阜市 岩滝西１－６１２ 表示

30 岩公民館 岐阜市 岩滝西１－６１２ 表示

31 岐阜県図書館 岐阜市 宇佐４－２－１ 表示

32 （主）岐阜関ケ原線 大縄場地下道 岐阜市 大縄場 表示

33 岐阜市立芥見東小学校 岐阜市 大洞桜台１－２ 表示

34 芥見東公民館 岐阜市 大洞桜台１－２６－２ 表示

35 岐阜市立藍川東中学校 岐阜市 大洞紅葉ケ丘６－２２－３ 表示

36 歴史博物館 岐阜市 大宮町２－１８－１ 表示

37 プラザ掛洞 岐阜市 奥１−１０４－１ 表示
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https://www.google.com/maps?q=35.3805792643082%2C136.754983763312
https://www.google.com/maps?q=35.3818096930807%2C136.755525337727
https://www.google.com/maps?q=35.379755386151814,%20136.75379156199253
https://www.google.com/maps?q=35.388385834055015,%20136.75286893677978
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B024'45.7%22N+136%C2%B045'38.1%22E/@35.4126573,136.7596891,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe2eda062446ee722!8m2!3d35.4126814!4d136.7605823?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.5032584145444%2C136.70137006137
https://www.google.com/maps?q=35.5027585084677%2C136.702872726121
https://www.google.com/maps?q=35.4530203700329%2C136.841706872321
https://www.google.com/maps?q=35.4529294%2C136.8395901
https://www.google.com/maps?q=35.450923581292%2C136.849609037765
https://www.google.com/maps?q=35.4502930408121%2C136.847306484083
https://www.google.com/maps?q=35.4500403081029%2C136.847967546816
https://www.google.com/maps?q=35.4554288069449%2C136.857041556822
https://www.google.com/maps?q=35.4547595835847%2C136.862918846485
https://www.google.com/maps?q=35.4971820011853%2C136.728698451054
https://www.google.com/maps?q=35.4980152313871%2C136.72836789377
https://www.google.com/maps?q=35.4782937763363%2C136.78110012246
https://www.google.com/maps?q=35.4779429%2C136.7806387
https://www.google.com/maps?q=35.4826069390495%2C136.771564685631
https://www.google.com/maps?q=35.4846124894407%2C136.780644374323
https://www.google.com/maps?q=35.4840755%2C136.7806607
https://www.google.com/maps?q=35.40721012497689,%20136.78483256349045
https://www.google.com/maps?q=35.4956152473358%2C136.830745149458
https://www.google.com/maps?q=35.4028565065884%2C136.723310713172
https://www.google.com/maps?q=35.3991513298936%2C136.721552668827
https://www.google.com/maps?q=35.4017454498278%2C136.720366566416
https://www.google.com/maps?q=35.40217135304543,%20136.7265317662414
https://www.google.com/maps?q=35.410894813890415,%20136.78501195575146
https://www.google.com/maps?q=35.4355778891183%2C136.84078259442
https://www.google.com/maps?q=35.4350737%2C136.8402129
https://www.google.com/maps?q=35.40004753592321,%20136.7299115726451
https://www.google.com/maps?q=35.42262291219853,%20136.7454649131529
https://www.google.com/maps?q=35.458520301339%2C136.864335251106
https://www.google.com/maps?q=35.4592118721261%2C136.863640841776
https://www.google.com/maps?q=35.4621089925516%2C136.872892705694
https://www.google.com/maps?q=35.4333764656902%2C136.772724725695
https://www.google.com/maps?q=35.5183954567486%2C136.696478266313
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38 岐阜市立精華中学校 岐阜市 鏡島精華１－１１－２７ 表示

39 （主）岐阜環状線 森屋地下道 岐阜市 鏡島精華２丁目 表示

40 （主）岐阜巣南大野線 精華地下道 岐阜市 鏡島精華２丁目 表示

41 岐阜市立鏡島小学校 岐阜市 鏡島西２丁目２－１ 表示

42 鏡島公民館 岐阜市 鏡島西２丁目２－４７ 表示

43 （主）岐阜巣南大野線 鏡島地下道 岐阜市 鏡島南１丁目 表示

44 岐阜市立早田小学校 岐阜市 学園町２－３５ 表示

45 早田公民館 岐阜市 学園町２－３５ 表示

46 ぎふ清流文化プラザ 岐阜市 学園町３－４２ 表示

47 岐阜市立藍川北中学校 岐阜市 加野２－２３－１ 表示

48 藍川公民館 岐阜市 加野３－３－１ 表示

49 岐阜市立藍川小学校 岐阜市 加野３－３－５ 表示

50 岐阜市中央公民館分館 岐阜市 加納清水町４－２２ 表示

51 南部コミュニティセンター 岐阜市 加納城南通１－２０ 表示

52 岐阜市立加納西小学校 岐阜市 加納高柳町１－１ 表示

53 加納西公民館 岐阜市 加納高柳町１－１ 表示

54 岐阜市立加納小学校 岐阜市 加納西丸町１－７３－２ 表示

55 加納東公民館 岐阜市 加納西丸町１－７３－２ 表示

56 加納幼稚園 岐阜市 加納東丸町２－９－１ 表示

57 岐阜市立加納中学校 岐阜市 加納舟田町９ 表示

58 （主）岐阜垂井線 梅田地下道 岐阜市 加納堀田町２丁目 表示

59 岐阜市立厚見小学校 岐阜市 上川手１９８－５ 表示

60 厚見公民館 岐阜市 上川手１９８－５ 表示

61 岐阜市立厚見中学校 岐阜市 上川手２６２－１ 表示

62 岐陽体育館（旧岐陽中学校） 岐阜市 上川手７３５－２ 表示

63 岐阜市立常磐小学校 岐阜市 上土居８３８ 表示

64 常磐公民館 岐阜市 上土居８３８ 表示

65 （主）岐阜環状線 上土居地下道 岐阜市 上土居１丁目 表示

66 城西公民館 岐阜市 萱場東町１－１ 表示

67 （主）岐阜環状線 古開地下道 岐阜市 萱場南１丁目 表示

68 岐阜市立華陽小学校 岐阜市 華陽５ー１ 表示

69 華陽公民館 岐阜市 華陽５ー１１ 表示

70 華陽小地下横断歩道 岐阜市 華陽町２丁目 表示

71 岐阜市立岐阜西中学校 岐阜市 川部３－３０ 表示

72 （国）国道157号 新岐阜地下道 岐阜市 神田町９丁目 表示

73 岐阜市立木田小学校 岐阜市 木田２－１７３ 表示

74 木田公民館 岐阜市 木田４７９－５ 表示

75 岐阜市立長森西小学校 岐阜市 北一色５－５－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4117027081986%2C136.722777102829
https://www.google.com/maps?q=35.41214178290356,%20136.7273752188639
https://www.google.com/maps?q=35.410871052412354,%20136.72319460384955
https://www.google.com/maps?q=35.4106912%2C136.7168468
https://www.google.com/maps?q=35.4109401%2C136.7168301
https://www.google.com/maps?q=35.40834169165623,%20136.7148699068793
https://www.google.com/maps?q=35.4403974907478%2C136.756550880298
https://www.google.com/maps?q=35.4397777%2C136.7562423
https://www.google.com/maps?q=35.44046722305889,%20136.7596472980754
https://www.google.com/maps?q=35.4636992626108%2C136.823574728504
https://www.google.com/maps?q=35.4629688100349%2C136.82437746309
https://www.google.com/maps?q=35.4624994350661%2C136.825027423628
https://www.google.com/maps?q=35.407451288348%2C136.758388038441
https://www.google.com/maps?q=35.3977080159155%2C136.760938172593
https://www.google.com/maps?q=35.404204243909%2C136.750566617794
https://www.google.com/maps?q=35.4039728%2C136.7504552
https://www.google.com/maps?q=35.4017075800203%2C136.761732401305
https://www.google.com/maps?q=35.4017075800203%2C136.761732401305
https://www.google.com/maps?q=35.4020492313757%2C136.762693416035
https://www.google.com/maps?q=35.3973552323596%2C136.75906612666
https://www.google.com/maps?q=35.39937163291798,%20136.74755049804716
https://www.google.com/maps?q=35.3975805027424%2C136.771126177085
https://www.google.com/maps?q=35.3972852%2C136.7708592
https://www.google.com/maps?q=35.3983607%2C136.7752477
https://www.google.com/maps?q=35.4093329%2C136.7781915
https://www.google.com/maps?q=35.460759239911%2C136.763882826079
https://www.google.com/maps?q=35.4607711%2C136.7633464
https://www.google.com/maps?q=35.45413550108252,%20136.76357485669584
https://www.google.com/maps?q=35.4357475139173%2C136.735922296658
https://www.google.com/maps?q=35.43303218175792,%20136.73553284206736
https://www.google.com/maps?q=35.4086930891809%2C136.769612013342
https://www.google.com/maps?q=35.4087180996333%2C136.770153631822
https://www.google.com/maps?q=35.40771862630815,%20136.76898586765424
https://www.google.com/maps?q=35.4347413742817%2C136.707447042948
https://www.google.com/maps?q=35.411585497160814,%20136.75920191933997
https://www.google.com/maps?q=35.4434184545815%2C136.71931791033
https://www.google.com/maps?q=35.4419269607989%2C136.719437398985
https://www.google.com/maps?q=35.4123681510491%2C136.789165727807
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76 長森西公民館 岐阜市 北一色５－５－１ 表示

77 （主）岐阜巣南大野線 北一色地下道 岐阜市 北一色１丁目 表示

78 岐阜市立島小学校 岐阜市 北島７－６－１２ 表示

79 島公民館 岐阜市 北島７－６－１２ 表示

80 （主）岐阜環状線 北島地下道 岐阜市 北島６丁目 表示

81 岐阜市立三輪北小学校 岐阜市 北野東３５６ 表示

82 三輪北公民館 岐阜市 北野東３５６ 表示

83 岐阜市立徹明さくら小学校 岐阜市 木ノ本町１－１８ 表示

84 木之本公民館 岐阜市 木ノ本町１－１８ 表示

85 中央中学校 岐阜市 京町３－９ 表示

86 京町公民館 岐阜市 京町３－９ 表示

87 岐阜市立長森南中学校 岐阜市 切通２－１１－１ 表示

88 岐阜市立長森南小学校 岐阜市 切通５－１２－１ 表示

89 長森南公民館 岐阜市 切通５－３－１４ 表示

90 いりのと地下横断歩道 岐阜市 切通４丁目 表示

91 岐阜市立草潤中学校 岐阜市 金宝町４－１ 表示

92 徹明公民館 岐阜市 金宝町４－１ 表示

93 岐阜市立梅林小学校 岐阜市 金竜町６－６ 表示

94 梅林公民館 岐阜市 金竜町６－６ 表示

95 （主）岐阜巣南大野線 河渡第二地下道 岐阜市 河渡４丁目 表示

96 （主）岐阜巣南大野線 河渡第一地下道 岐阜市 河渡４丁目 表示

97 岐阜市金公園地下駐車場 岐阜市 金町５－７ 表示

98 文化センター 岐阜市 金町５－７－２ 表示

99 （主）岐阜停車場線 文化センター前地下道 岐阜市 金町５丁目 表示

100 （主）岐阜停車場線 問屋町地下道 岐阜市 金町８丁目 表示

101 岐阜市立梅林中学校 岐阜市 九重町３－８ 表示

102 市民総合体育館 岐阜市 九重町４－２４ 表示

103 青山青少年会館 岐阜市 小西郷１－５６－２ 表示

104 岐阜市立本荘小学校 岐阜市 此花町６－２９ 表示

105 本荘公民館 岐阜市 此花町６－２９ 表示

106 岐阜市立岐北中学校 岐阜市 御望９７１－１－２ 表示

107 （主）岐阜大野線 御望地下道 岐阜市 御望 表示

108 鷺山地下横断歩道 岐阜市 鷺山 表示

109 鷺山小地下横断歩道 岐阜市 鷺山 表示

110 岐阜市立鷺山小学校 岐阜市 鷺山北町９－１２ 表示

111 鷺山公民館 岐阜市 鷺山北町９－１２ 表示

112 西部コミュニティセンター 岐阜市 下鵜飼１－１０５ 表示

113 黒野公民館 岐阜市 下鵜飼１５６４－３ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4136925%2C136.7837853
https://www.google.com/maps?q=35.416339425980176,%20136.78700021281932
https://www.google.com/maps?q=35.4293648811984%2C136.7348420693
https://www.google.com/maps?q=35.4287518%2C136.7343279
https://www.google.com/maps?q=35.429541,%20136.732681
https://www.google.com/maps?q=35.5041421268394%2C136.833725130452
https://www.google.com/maps?q=35.5039012%2C136.8329943
https://www.google.com/maps?q=35.4147890905629%2C136.748160884697
https://www.google.com/maps?q=35.4147890905629%2C136.748160884697
https://www.google.com/maps?q=35.4242595%2C136.7561651
https://www.google.com/maps?q=35.4244728%2C136.7556318
https://www.google.com/maps?q=35.40292214625%2C136.794943347722
https://www.google.com/maps?q=35.3963285304236%2C136.798118312369
https://www.google.com/maps?q=35.3960785205317%2C136.796557346591
https://www.google.com/maps?q=35.39907539692012,%20136.79079861835783
https://www.google.com/maps?q=35.4160515%2C136.7542766
https://www.google.com/maps?q=35.4162502014947%2C136.754932462257
https://www.google.com/maps?q=35.4164089064797%2C136.770803293317
https://www.google.com/maps?q=35.415803%2C136.7703641
https://www.google.com/maps?q=35.41238031064771,%20136.70159566354909
https://www.google.com/maps?q=35.41252504219125,%20136.7003720566007
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B024'57.2%22N+136%C2%B045'27.3%22E/@35.4158977,136.756349,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd4a558f9cba4dfdd!8m2!3d35.4158868!4d136.7575775?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.4153948041845%2C136.75741005509
https://www.google.com/maps?q=35.416162133382976,%20136.75695042280407
https://www.google.com/maps?q=35.41126207501681,%20136.75676276080168
https://www.google.com/maps?q=35.4130872542258%2C136.778608289419
https://www.google.com/maps?q=35.4131428432997%2C136.780230368044
https://www.google.com/maps?q=35.4545861725515%2C136.70082467246
https://www.google.com/maps?q=35.4111864373754%2C136.736517588658
https://www.google.com/maps?q=35.4109761%2C136.737495
https://www.google.com/maps?q=35.4739037006835%2C136.712461836057
https://www.google.com/maps?q=35.47378785145244,%20136.71171370007025
https://www.google.com/maps?q=35.44586990231406,%20136.76015045933238
https://www.google.com/maps?q=35.45053212738846,%20136.7524853458805
https://www.google.com/maps?q=35.4513852%2C136.7520922
https://www.google.com/maps?q=35.4509052%2C136.7519422
https://www.google.com/maps?q=35.4572445185465%2C136.713687339952
https://www.google.com/maps?q=35.4618774372318%2C136.718306210929


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

114 岐阜市立青山中学校 岐阜市 下土居２丁目２７－１ 表示

115 （主）岐阜関ケ原線 菅生地下道 岐阜市 菅生６丁目 表示

116 岐阜市立清流中学校 岐阜市 早田１９０１－１８ 表示

117 岐阜市立岐阜小学校 岐阜市 大工町１ 表示

118 金華公民館 岐阜市 大工町１ 表示

119 （主）岐阜環状線 大福地下道 岐阜市 大福町５丁目 表示

120 田神町３地下横断歩道 岐阜市 田神町３丁目 表示

121 岐阜市立三輪南小学校 岐阜市 太郎丸１０３４ 表示

122 三輪南公民館 岐阜市 太郎丸１０３４ 表示

123 岐阜市立長良西小学校 岐阜市 千代田町２－１ 表示

124 岐阜市立合渡小学校 岐阜市 寺田１－１ 表示

125 合渡公民館 岐阜市 寺田３－１１－１ 表示

126 岐阜市立鶉小学校 岐阜市 中鶉４－１８９－１ 表示

127 （主）岐阜南濃線 鶉小地下道 岐阜市 中鶉５丁目 表示

128 西郷公民館 岐阜市 中西郷４－２３６ 表示

129 岐阜市立西郷小学校 岐阜市 中西郷４－２６１ 表示

130 岐阜市立長良小学校 岐阜市 長良２５９ 表示

131 竜東地下横断歩道 岐阜市 長良２丁目 表示

132 通学地下横断歩道 岐阜市 長良３丁目 表示

133 岐阜市立長良東小学校 岐阜市 長良真正町３－９ 表示

134 岐阜市立東長良中学校 岐阜市 長良真生町３－２７－４ 表示

135 （主）岐阜環状線 八反田地下道 岐阜市 長良八反田 表示

136 尾花地下横断歩道 岐阜市 長良東２丁目 表示

137 岐阜市立長良中学校 岐阜市 長良福光２０７０ 表示

138 長良川国際会議場 岐阜市 長良福光２６９５－２ 表示

139 都ホテル 岐阜長良川 岐阜市 長良福光２６９５－２ 表示

140 （国）国道256号 鵜飼屋地下道 岐阜市 長良福光 表示

141 （主）岐阜環状線 真福寺地下道 岐阜市 長良真福寺 表示

142 （主）岐阜環状線 堀田地下道 岐阜市 長良堀田 表示

143 長良東公民館 岐阜市 長良宮路町３－５－１ 表示

144 七郷公民館 岐阜市 西改田字川向３ 表示

145 岐阜市立七郷小学校 岐阜市 西改田字川向９４－１ 表示

146 （主）岐阜関ケ原線 島西地下道 岐阜市 西中島５丁目 表示

147 （主）岐阜関ケ原線 西中島地下道 岐阜市 西中島１丁目 表示

148 西部福祉会館 岐阜市 西荘２－１１－２３ 表示

149 （主）岐阜環状線 西ノ荘地下道 岐阜市 西荘２丁目 表示

150 日光コミュニティセンター 岐阜市 日光町９－１－３ 表示

151 岐阜市立長森北小学校 岐阜市 野一色３－１－３ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4534029%2C136.7585527
https://www.google.com/maps?q=35.426140605505616,%20136.73045860720012
https://www.google.com/maps?q=35.4357561037048%2C136.746407491788
https://www.google.com/maps?q=35.4336262735794%2C136.766064186897
https://www.google.com/maps?q=35.4328587%2C136.7655861
https://www.google.com/maps?q=35.43654754341016,%20136.7371859462156
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B024'39.1%22N+136%C2%B046'33.5%22E/@35.4109604,136.7733599,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf09caf5041f6048d!8m2!3d35.410861!4d136.775959?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.4904157398237%2C136.826687362025
https://www.google.com/maps?q=35.4905025%2C136.8259565
https://www.google.com/maps?q=35.4452885%2C136.7695631
https://www.google.com/maps?q=35.4170739303827%2C136.706944955613
https://www.google.com/maps?q=35.4173294296628%2C136.705836709728
https://www.google.com/maps?q=35.3791511238683%2C136.733563462567
https://www.google.com/maps?q=35.37903321138651,%20136.73066305066487
https://www.google.com/maps?q=35.4706397825718%2C136.696113384663
https://www.google.com/maps?q=35.4715896928192%2C136.696868839355
https://www.google.com/maps?q=35.446733%2C136.7770013
https://www.google.com/maps?q=35.45247252296307,%20136.7804515445087
https://www.google.com/maps?q=35.45207084621273,%20136.78249734608445
https://www.google.com/maps?q=35.4491062%2C136.7813842
https://www.google.com/maps?q=35.448049992001%2C136.780770706971
https://www.google.com/maps?q=35.44797413730018,%20136.78569068270482
https://www.google.com/maps?q=35.45030880427295,%20136.78598144890353
https://www.google.com/maps?q=35.4468719913961%2C136.766247018318
https://www.google.com/maps?q=35.4410615951842%2C136.768402598873
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B026'25.9%22N+136%C2%B046'04.1%22E/@35.440559,136.7655914,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe4705ef75d7599ac!8m2!3d35.4405241!4d136.7678069?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.44158463575982,%20136.77354904984264
https://www.google.com/maps?q=35.452447347487805,%20136.7804133197928
https://www.google.com/maps?q=35.44495243897283,%20136.78527250296344
https://www.google.com/maps?q=35.4497970169766%2C136.780842858746
https://www.google.com/maps?q=35.4475711%2C136.7051576
https://www.google.com/maps?q=35.4500062812633%2C136.706624333493
https://www.google.com/maps?q=35.42681318632094,%20136.725132216447
https://www.google.com/maps?q=35.42713837796151,%20136.72089246464958
https://www.google.com/maps?q=35.4084697594415%2C136.72344382956
https://www.google.com/maps?q=35.407858026678,%20136.72690121249326
https://www.google.com/maps?q=35.4363726786451%2C136.745532545591
https://www.google.com/maps?q=35.4156263629033%2C136.799317500283


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

152 岐阜市立長森中学校 岐阜市 野一色４－１１－１ 表示

153 長森北公民館 岐阜市 野一色４－１１－３ 表示

154 （一）長森各務原線 長森北小地下道 岐阜市 野一色 表示

155 岐阜市立則武小学校 岐阜市 則武２０９－２ 表示

156 則武公民館 岐阜市 則武２０９－２ 表示

157 則武新屋敷地下横断歩道 岐阜市 則武中２丁目 表示

158 岐阜市立城西小学校 岐阜市 則武西１－８－１ 表示

159 岐阜市立島中学校 岐阜市 則武西１－８－２ 表示

160 （主）岐阜環状線 則武地下道 岐阜市 則武西１丁目 表示

161 （主）岐阜環状線 農協前地下道 岐阜市 則武西２丁目 表示

162 北西部体育館 岐阜市 則松２－６５－２ 表示

163 白山公民館 岐阜市 白山町２－１ 表示

164 岐阜市立白山小学校 岐阜市 白山町２－１－１ 表示

165 じゅうろくプラザ 岐阜市 橋本町１－１０－１１ 表示

166 長良西公民館 岐阜市 万代町２－５－１ 表示

167 （主）岐阜関ケ原線 東島地下道 岐阜市 東島山王 表示

168 岐阜市立且格小学校 岐阜市 日置江１８５９－１ 表示

169 日置江公民館 岐阜市 日置江１８５９－１ 表示

170 岐阜市立女子短期大学 岐阜市 一日市場北町７－１ 表示

171 国道156号　太田島地下横断歩道 岐阜市 日野太田島 表示

172 国道156号　雷地下横断歩道 岐阜市 日野雷 表示

173 岐阜市立日野小学校 岐阜市 日野北１－４－１ 表示

174 国道156号　木造地下横断歩道 岐阜市 日野木造 表示

175 国道156号　日野寺田地下横断歩道 岐阜市 日野寺田 表示

176 日野公民館 岐阜市 日野西４－２－６ 表示

177 国道156号　岐阜市日野 岐阜市 日野南１丁目 表示

178 岐阜市立本荘中学校 岐阜市 雲雀ヶ丘１ 表示

179 北東部コミュニティセンター 岐阜市 福富迎田６－１ 表示

180 北青少年会館 岐阜市 福光東３－１９－１８ 表示

181 岐阜市立黒野小学校 岐阜市 古市場２０－１ 表示

182 （主）岐阜大野線 黒野地下道 岐阜市 古市場 表示

183 （国）国道256号 長良北町地下道 岐阜市 平和通１丁目 表示

184 国道156号　細畑２号地下横断歩道 岐阜市 細畑華南 表示

185 国道156号　細畑１号地下横断歩道 岐阜市 細畑塚浦 表示

186 岐阜市立明郷小学校 岐阜市 本郷町３－１ 表示

187 本郷公民館 岐阜市 本郷町３－１ 表示

188 岐阜市科学館 岐阜市 本荘３４５６－４１ 表示

189 長森コミュニティセンター 岐阜市 前一色１－２－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4125545040258%2C136.799870342487
https://www.google.com/maps?q=35.4131600150825%2C136.800864677967
https://www.google.com/maps?q=35.41582423199509,%20136.79930851342544
https://www.google.com/maps?q=35.4457353886239%2C136.740963156933
https://www.google.com/maps?q=35.4457353886239%2C136.740963156933
https://www.google.com/maps?q=35.440053771904836,%20136.740484800282
https://www.google.com/maps?q=35.4410524186356%2C136.734030600782
https://www.google.com/maps?q=35.4412468155651%2C136.73299735057
https://www.google.com/maps?q=35.43968004461656,%20136.73827290141472
https://www.google.com/maps?q=35.44221979555986,%20136.7388698225947
https://www.google.com/maps?q=35.4852715601303%2C136.70069300317
https://www.google.com/maps?q=35.4128166%2C136.7668645
https://www.google.com/maps?q=35.4127869811614%2C136.766098281143
https://www.google.com/maps?q=35.4101453510711%2C136.755335428457
https://www.google.com/maps?q=35.4456944305091%2C136.769613434258
https://www.google.com/maps?q=35.424767614101455,%20136.73612405369488
https://www.google.com/maps?q=35.3740621589413%2C136.706813205536
https://www.google.com/maps?q=35.3740621589413%2C136.706813205536
https://www.google.com/maps?q=35.4259120554371%2C136.716854877759
https://www.google.com/maps?q=35.42945624339057,%20136.8097030706019
https://www.google.com/maps?q=35.42963445215037,%20136.81232100090062
https://www.google.com/maps?q=35.4382849945425%2C136.803416311002
https://www.google.com/maps?q=35.429066885056926,%20136.8046615996039
https://www.google.com/maps?q=35.429856799753836,%20136.8152086223187
https://www.google.com/maps?q=35.4364963076599%2C136.803346938297
https://www.google.com/maps?q=35.42809539281095,%20136.79695783764748
https://www.google.com/maps?q=35.4157358069844%2C136.731942821562
https://www.google.com/maps?q=35.4791364452646%2C136.825704529948
https://www.google.com/maps?q=35.4571043081273%2C136.772315557201
https://www.google.com/maps?q=35.4637355797815%2C136.719161623589
https://www.google.com/maps?q=35.467470813358595,%20136.72011900776954
https://www.google.com/maps?q=35.44606146411581,%20136.77396135572081
https://www.google.com/maps?q=35.40286999606083,%20136.78466065393548
https://www.google.com/maps?q=35.40145189638453,%20136.78468760500166
https://www.google.com/maps?q=35.4221965939172%2C136.748718897986
https://www.google.com/maps?q=35.4216018%2C136.7484158
https://www.google.com/maps?q=35.4038879%2C136.7309013
https://www.google.com/maps?q=35.4085020895357%2C136.795879172645


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

190 北部体育館 岐阜市 正木１０２０－２ 表示

191 （主）岐阜環状線 正木地下道 岐阜市 正木北町 表示

192 市民会館 岐阜市 美江寺町２－６ 表示

193 岐阜東幼稚園 岐阜市 水海道１－１６－１３ 表示

194 岐阜市立長森東小学校 岐阜市 水海道２－１０－１ 表示

195 長森東公民館 岐阜市 水海道２－１０－１ 表示

196 南部スポーツセンター 岐阜市 南鶉５－８６ 表示

197 （主）岐阜南濃線 田幸紡前地下道 岐阜市 南鶉６丁目 表示

198 岐阜市立岐阜商業高校 岐阜市 南鏡島２－３７ 表示

199 西部体育館 岐阜市 南鏡島２－７６ 表示

200
岐阜市子ども・若者総合支援センター・
中央青少年会館

岐阜市 明徳町１１ 表示

201 明徳公民館 岐阜市 明徳町１１ 表示

202 ドリームシアター岐阜 岐阜市 明徳町６ 表示

203 北部コミュニティセンター 岐阜市 八代１－１１－１３ 表示

204 宮上ふれあい会館 岐阜市 柳津町上佐波２－３２６ 表示

205 岐阜市立境川中学校 岐阜市 柳津町上佐波東３－７０ 表示

206 北塚会館 岐阜市 柳津町北塚２－６０－１ 表示

207 （主）岐阜南濃線 北塚地下道 岐阜市 柳津町北塚 表示

208 柳津生涯学習センター 岐阜市 柳津町下佐波１－７ 表示

209 宮下コミュニティ会館 岐阜市 柳津町下佐波４－３７ 表示

210 やないづもえぎの里・もえぎの里多目的体育館 岐阜市 柳津町下佐波西１－１５ 表示

211 高桑コミュニティ会館 岐阜市 柳津町高桑３－２８ 表示

212 本郷会館 岐阜市 柳津町蓮池１－７８ 表示

213 東栄会館 岐阜市 柳津町東塚２－１５１ 表示

214 岐阜市立柳津小学校 岐阜市 柳津町丸野１－１ 表示

215 柳津高齢者福祉センター 岐阜市 柳津町丸野１－３４ 表示

216 南塚会館 岐阜市 柳津町南塚４－３５ 表示

217 柳津公民館 岐阜市 柳津町宮東１－１ 表示

218 ホテル グランヴェール岐山 岐阜市 柳ヶ瀬通６－１４ 表示

219 国道21号　薮田地下横断歩道 岐阜市 薮田９丁目 表示

220 薮田第６地下横断歩道 岐阜市 薮田西１丁目 表示

221 岐阜ファミリーパーク体育館 岐阜市 山県北野２０７８－１ 表示

222 少年自然の家 岐阜市 山県北野２０８１ 表示

223 （主）岐阜停車場線 岐阜駅前西地下道 岐阜市 吉野町６丁目 表示

224 （主）岐阜停車場線 岐阜駅前東地下道 岐阜市 吉野町５丁目 表示

225 岐阜市立三里小学校 岐阜市 六条北２－５－１ 表示

226 三里公民館 岐阜市 六条東２丁目９－１４ 表示

227 岐阜市立陽南中学校 岐阜市 六条東１－１－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4565675890457%2C136.745090176892
https://www.google.com/maps?q=35.45351637975558,%20136.74391815545206
https://www.google.com/maps?q=35.4254131292328%2C136.75829016672
https://www.google.com/maps?q=35.4128214886319%2C136.814038541032
https://www.google.com/maps?q=35.4119631913402%2C136.811530457991
https://www.google.com/maps?q=35.4118712%2C136.8122662
https://www.google.com/maps?q=35.3728184615657%2C136.731527760479
https://www.google.com/maps?q=35.37480590295752,%20136.73064927610872
https://www.google.com/maps?q=35.4051318%2C136.7158804
https://www.google.com/maps?q=35.4037275%2C136.7153694
https://www.google.com/maps?q=35.423779969364%2C136.757779160075
https://www.google.com/maps?q=35.423779969364%2C136.757779160075
https://www.google.com/maps?q=35.4227884292722%2C136.75833470347
https://www.google.com/maps?q=35.4594207226101%2C136.772793208193
https://www.google.com/maps?q=35.3712461700571%2C136.721395368862
https://www.google.com/maps?q=35.3704602946556%2C136.727364321065
https://www.google.com/maps?q=35.3670386421621%2C136.734719359733
https://www.google.com/maps?q=35.367391934320715,%20136.73144772348076
https://www.google.com/maps?q=35.3646607873199%2C136.720526240687
https://www.google.com/maps?q=35.3595169669698%2C136.722101290972
https://www.google.com/maps?q=35.3642830015231%2C136.718443102943
https://www.google.com/maps?q=35.3567725559143%2C136.710707940934
https://www.google.com/maps?q=35.3653113089972%2C136.744837984359
https://www.google.com/maps?q=35.3657725635801%2C136.752831714524
https://www.google.com/maps?q=35.367980084595%2C136.729941964468
https://www.google.com/maps?q=35.3668468279288%2C136.72780608113
https://www.google.com/maps?q=35.3623613600278%2C136.73321966139
https://www.google.com/maps?q=35.3661832520425%2C136.737496926381
https://www.google.co.jp/maps/@35.4191534,136.7537396,18z?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.394392379363836,%20136.7193814693903
https://www.google.com/maps?q=35.396923518547034,%20136.71407351258202
https://www.google.com/maps?q=35.5168878517203%2C136.831916484912
https://www.google.com/maps?q=35.5178210658651%2C136.831397051398
https://www.google.com/maps?q=35.410805897545984,%20136.75624405111012
https://www.google.com/maps?q=35.41077548496528,%20136.7571727855171
https://www.google.com/maps?q=35.402612548661%2C136.742014644772
https://www.google.com/maps?q=35.4025728%2C136.7437614
https://www.google.com/maps?q=35.4045263138627%2C136.745855906088


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
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228 足近コミュニティセンター 羽島市 足近町７－６６－１ 表示

229 羽島市立足近小学校 羽島市 足近町７丁目６６－１ 表示

230 羽島市立羽島中学校 羽島市 足近町７丁目４５５ 表示

231 （主）岐阜南濃線 足近地下道 羽島市 足近町 表示

232 （一）岐阜羽島線 北宿地下道 羽島市 足近町北宿 表示

233 岐阜県立看護大学 羽島市 江吉良町３０４７－１ 表示

234 江吉良コミュニティセンター 羽島市 江吉良町５５８ 表示

235 羽島市立中央小学校 羽島市 江吉良町１２７０ 表示

236 （主）岐阜羽島インター線 江西地下道 羽島市 江吉良町江西 表示

237 （主）岐阜羽島インター線 江南地下道 羽島市 江吉良町江南 表示

238 小熊コミュニティセンター 羽島市 小熊町３－３９７－２ 表示

239 羽島市立小熊小学校 羽島市 小熊町２丁目３６１－５ 表示

240 （一）羽島茶屋新田線 内粟野地下道 羽島市 小熊町内粟野 表示

241 （一）羽島稲沢線 一色地下道 羽島市 上中町一色 表示

242 上中コミュニティセンター 羽島市 上中町沖１６９０ 表示

243 羽島市立中島中学校 羽島市 上中町沖１５９３ 表示

244 羽島市立中島小学校 羽島市 上中町沖２１００ 表示

245 老人福祉センター羽島温泉 羽島市 桑原町午南１０３８ー１ 表示

246 桑原コミュニティセンター 羽島市 桑原町大須２ー７０ 表示

247 羽島市環境プラント 羽島市 桑原町西小藪３－１２２ 表示

248 羽島市立桑原学園（後期課程） 羽島市 桑原町八神３３１５－１ 表示

249 羽島市立桑原学園（前期課程） 羽島市 桑原町八神３３１５－１ 表示

250 下中コミュニティセンター 羽島市 下中町城屋敷３１８－１ 表示

251 はしまコミュニティセンター 羽島市 下中町城屋敷３１８－１ 表示

252 （一）羽島稲沢線 城屋敷地下道 羽島市 下中町城屋敷 表示

253 岐阜県立羽島高等学校 羽島市 竹鼻町２００－２ 表示

254 竹鼻コミュニティセンター 羽島市 竹鼻町７３０ 表示

255 羽島市立竹鼻小学校 羽島市 竹鼻町１２９５-１ 表示

256 羽島市立竹鼻中学校 羽島市 竹鼻町３１７６ 表示

257 竹鼻南コミュニティセンター 羽島市 竹鼻町飯柄１３２４ 表示

258 羽島市立中央中学校 羽島市 竹鼻町飯柄５０５ 表示

259 （一）岐阜羽島線 大西地下道 羽島市 竹鼻町大西町２丁目 表示

260 羽島市文化センター（中央公民館） 羽島市 竹鼻町丸の内６－７ 表示

261 羽島市立図書館 羽島市 竹鼻町丸の内６丁目２ 表示

262 羽島市柔剣道道場 羽島市 竹鼻町丸の内６丁目１６０ 表示

263 老人福祉センター 羽島市 竹鼻町丸の内６丁目１６０ 表示

264 （一）岐阜羽島線 竹鼻地下道 羽島市 竹鼻町丸の内１丁目 表示

265 （一）岐阜羽島線 竹鼻小南地下道 羽島市 竹鼻町丸の内４丁目 表示

https://www.google.com/maps?q=35.344678%2C136.724072
https://www.google.com/maps?q=35.3454241773031%2C136.724176624021
https://www.google.com/maps?q=35.3394525598514%2C136.721121552754
https://www.google.com/maps?q=35.345128416951574,%20136.72231251143918
https://www.google.com/maps?q=35.35353936930063,%20136.731386908351
https://www.google.com/maps?q=35.306584%2C136.686225
https://www.google.com/maps?q=35.3152130390371%2C136.696094063479
https://www.google.com/maps?q=35.311591463814%2C136.705704468017
https://www.google.com/maps?q=35.31545592079338,%20136.69395189574567
https://www.google.com/maps?q=35.31164934879655,%20136.6957996083159
https://www.google.com/maps?q=35.3472122536641%2C136.699295396624
https://www.google.com/maps?q=35.3495869505415%2C136.697953760492
https://www.google.com/maps?q=35.33978597481638,%20136.69865644981851
https://www.google.com/maps?q=35.29647915504653,%20136.70918331581802
https://www.google.com/maps?q=35.2967235928082%2C136.700883207116
https://www.google.com/maps?q=35.2969624354546%2C136.700102710948
https://www.google.com/maps?q=35.2904548155082%2C136.699005820949
https://www.google.com/maps?q=35.2573582102545%2C136.68389722894
https://www.google.com/maps?q=35.2653294014425%2C136.678789051876
https://www.google.com/maps?q=35.2524804810683%2C136.663154769989
https://www.google.com/maps?q=35.266086%2C136.682001
https://www.google.com/maps?q=35.2661265947007%2C136.681316580327
https://www.google.com/maps?q=35.287538%2C136.703755
https://www.google.com/maps?q=35.2875435%2C136.7035091
https://www.google.com/maps?q=35.291342530234225,%20136.70737193608124
https://www.google.com/maps?q=35.3213929144627%2C136.697035423121
https://www.google.com/maps?q=35.3232594046099%2C136.698501893901
https://www.google.com/maps?q=35.3277811783963%2C136.701204271271
https://www.google.com/maps?q=35.319690505421%2C136.704193193964
https://www.google.com/maps?q=35.3093808523139%2C136.715850885699
https://www.google.com/maps?q=35.3111473208847%2C136.715967477901
https://www.google.com/maps?q=35.32238073813576,%20136.6945005490618
https://www.google.com/maps?q=35.3287170883104%2C136.6973323528
https://www.google.com/maps?q=35.3289309334372%2C136.696537969882
https://www.google.com/maps?q=35.3286004518306%2C136.698023963369
https://www.google.com/maps?q=35.328948%2C136.698156
https://www.google.com/maps?q=35.3233332938476,%20136.69495958330555
https://www.google.com/maps?q=35.32689277311147,%20136.6990058859215
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266 （一）岐阜羽島線 竹鼻小北地下道 羽島市 竹鼻町丸の内５丁目 表示

267 羽島市民会館 羽島市 福寿町浅平３－２５ 表示

268 福寿コミュニティセンター 羽島市 福寿町本郷１－２２ 表示

269 羽島市立福寿小学校 羽島市 福寿町本郷１０９６－１ 表示

270 福寿地域交流センター 羽島市 福寿町本郷１－１７ 表示

271 堀津コミュニティセンター 羽島市 堀津町５９３－１ 表示

272 羽島市立堀津小学校 羽島市 堀津町６１７－１ 表示

273 羽島市運動公園 羽島市 正木町大浦６０２ 表示

274 岐阜県立羽島特別支援学校 羽島市 正木町大浦２３０－１ 表示

275 正木コミュニティセンター 羽島市 正木町坂丸４－５４ー２ 表示

276 羽島市立正木小学校 羽島市 正木町坂丸４丁目３ 表示

277 各務原市立陵南小学校 各務原市 鵜沼大伊木町４－４２５ 表示

278 （主）芋島鵜沼線 陵南地下道 各務原市 鵜沼大伊木町３丁目 表示

279 各務原市立鵜沼第二小学校 各務原市 鵜沼各務原町２－２６０ 表示

280 鵜沼西地区体育館 各務原市 鵜沼各務原町６－７ 表示

281 各務原市立鵜沼第一小学校 各務原市 鵜沼西町４－１７９ 表示

282 国道21号　鵜沼地下横断歩道 各務原市 鵜沼西町３丁目 表示

283 （一）各務原美濃加茂線 東町地下道 各務原市 鵜沼東町５丁目 表示

284 国道21号　鵜沼IC地下横断歩道 各務原市 鵜沼東町 表示

285 （主）江南関線 中央地下道 各務原市 鵜沼三ツ池町 表示

286 （主）江南関線 三ツ池地下道 各務原市 鵜沼三ツ池町 表示

287 三ツ池西地下道 各務原市 鵜沼三ツ池町１丁目 表示

288 国道21号　三ツ池地下横断歩道 各務原市 鵜沼三ツ池町２丁目 表示

289 （一）各務原美濃加茂線 鵜沼駅前地下道 各務原市 鵜沼山崎町３丁目 表示

290 各務原市立稲羽西小学校 各務原市 大佐野町１－２３３ 表示

291 各務原市立尾崎小学校 各務原市 尾崎南町３－２ 表示

292 各務原市立各務小学校 各務原市 各務おがせ町４－７ 表示

293 各務原市立中央小学校 各務原市 各務西町４－３０２ 表示

294 各務原市立中央中学校 各務原市 各務西町４－３５８－１ 表示

295 稲羽地区体育館 各務原市 神置町３－３２７ 表示

296 各務原市立川島中学校 各務原市 川島河田町１０２８－１ 表示

297 各務原市立川島小学校 各務原市 川島河田町１０４１－３ 表示

298 国道21号　小佐野第２地下横断歩道 各務原市 小佐野町１丁目 表示

299 各務原市立稲羽中学校 各務原市 上戸町５－４０ 表示

300 各務原市立鵜沼第三小学校 各務原市 新鵜沼台４－１ 表示

301 六軒地下道 各務原市 蘇原早苗町 表示

302 各務原市立蘇原第二小学校 各務原市 蘇原沢上町１－１９ 表示

303 各務原市立蘇原中学校 各務原市 蘇原青雲町１－１０ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.329337999269384,%20136.70183832352166
https://www.google.com/maps?q=35.3214067139033%2C136.693441291753
https://www.google.com/maps?q=35.3216898777159%2C136.687825104806
https://www.google.com/maps?q=35.3229758006742%2C136.686114096197
https://www.google.com/maps?q=35.3218676281381%2C136.687533457119
https://www.google.com/maps?q=35.3026556289616%2C136.675410213518
https://www.google.com/maps?q=35.3015558033413%2C136.677426744224
https://www.google.com/maps?q=35.3232656579819%2C136.727054958434
https://www.google.com/maps?q=35.3259458891598%2C136.726260485629
https://www.google.com/maps?q=35.3291678613351%2C136.731021064085
https://www.google.com/maps?q=35.3303399317074%2C136.730265531709
https://www.google.com/maps?q=35.3837992484291%2C136.904831690948
https://www.google.com/maps?q=35.387034554024396,%20136.90417019721636
https://www.google.com/maps?q=35.3989946865287%2C136.90258132865
https://www.google.com/maps?q=35.3995613963402%2C136.906947593998
https://www.google.com/maps?q=35.3989287%2C136.9336683
https://www.google.com/maps?q=35.40298275369332,%20136.93357540718225
https://www.google.com/maps?q=35.40270586129667,%20136.94206846268435
https://www.google.com/maps?q=35.40286302080135,%20136.93842990420137
https://www.google.com/maps?q=35.405932211449056,%20136.88524260440437
https://www.google.com/maps?q=35.40252436758036,%20136.88621621872494
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B024'14.7%22N+136%C2%B052'59.4%22E/@35.4041321,136.882257,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3c2eb714310de365!8m2!3d35.404095!4d136.883169?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.402603587318964,%20136.88619078265134
https://www.google.com/maps?q=35.39968270809694,%20136.94609996591015
https://www.google.com/maps?q=35.3825894097886%2C136.838084774893
https://www.google.com/maps?q=35.4240678229829%2C136.829995069526
https://www.google.com/maps?q=35.4179647066873%2C136.900816895905
https://www.google.com/maps?q=35.4086708714972%2C136.882624379053
https://www.google.com/maps?q=35.4088209105396%2C136.884901952777
https://www.google.com/maps?q=35.3791949996009%2C136.823766703232
https://www.google.com/maps?q=35.3636080691066%2C136.831291618121
https://www.google.com/maps?q=35.3638718888041%2C136.829697302995
https://www.google.com/maps?q=35.39104924827803,%20136.83210383391912
https://www.google.com/maps?q=35.3812121074022%2C136.85104202914
https://www.google.com/maps?q=35.4036952905576%2C136.948752133075
https://www.google.com/maps?q=35.403237624855755,%20136.86250960829014
https://www.google.com/maps?q=35.403926404081%2C136.859768212628
https://www.google.com/maps?q=35.4115421858461%2C136.859031886001
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304 各務原市立蘇原第一小学校 各務原市 蘇原野口町１－１ 表示

305 蘇原地下道 各務原市 蘇原野口町１丁目　蘇原寺島町２丁目 表示

306 蘇原地区体育館 各務原市 蘇原古市場町５－２ 表示

307 各務原市立八木山小学校 各務原市 つつじが丘１－１ 表示

308 鵜沼地区体育館 各務原市 つつじが丘４－１３８ 表示

309 国道21号　大野地下横断歩道 各務原市 那加萱場町５丁目 表示

310 那加地区体育館 各務原市 那加新加納町２２２５ 表示

311 国道21号　大東地下横断歩道 各務原市 那加大東町 表示

312 総合体育館 各務原市 那加太平町２－１００ 表示

313 新那加駅自由通路 各務原市 那加太平町２－１００　那加新那加町２７ 表示

314 各務原市立那加第一小学校 各務原市 那加手力町２２－５ 表示

315 桜体育館 各務原市 那加手力町４１ 表示

316 各務原市立那加第三小学校 各務原市 那加東亜町１－１ 表示

317 各務原市立那加中学校 各務原市 那加東亜町４８ 表示

318 （一）岐阜各務原線 長塚地下道 各務原市 那加長塚町 表示

319 各務原市立那加第二小学校 各務原市 那加雲雀町１ 表示

320 各務原市立桜丘中学校 各務原市 那加不動丘１－７７ 表示

321 各務原市立稲羽東小学校 各務原市 前渡西町１３９３ 表示

322 各務原市立鵜沼中学校 各務原市 松が丘２－１００ 表示

323 各務原市立緑苑小学校 各務原市 緑苑北１－２６ 表示

324 各務原市立緑陽中学校 各務原市 緑苑北１－４ 表示

325 山県市立大桜保育園 山県市 伊佐美３２７番地２ 表示

326 山県市桜尾公民館 山県市 伊佐美８２９番地１ 表示

327 山県市美山老人福祉センター 山県市 岩佐１１７７番地１ 表示

328 山県市美山中央公民館 山県市 岩佐１１７７番地１ 表示

329 山県市西武芸公民館 山県市 岩佐２１３番地 表示

330 山県市立美山小学校 山県市 岩佐７６３番地 表示

331 山県市梅原公民館 山県市 梅原１５２２番地３ 表示

332 山県市立梅原保育園 山県市 梅原１５３７番地１ 表示

333 山県市立梅原小学校 山県市 梅原１５４３番地 表示

334 山県市立大桑小学校 山県市 大桑２３８９番地２ 表示

335 山県市立伊自良南小学校 山県市 大森５４０番地 表示

336 山県市立伊自良北小学校 山県市 掛２１７番地 表示

337 山県市葛原公民館 山県市 葛原４５１７番地 表示

338 山県市みやまジョイフル倶楽部・体育館 山県市 笹賀１９７番地 表示

339 伊自良ふれあい・さわやかドーム 山県市 大門８５０番地７１ 表示

340 山県市図書館・山県市美術館・山県市民俗資料館 山県市 大門８５０番地６５ 表示

341 山県市伊自良老人福祉センター 山県市 大門８５０番地６７ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4160001631389%2C136.865178408471
https://www.google.com/maps?q=35.41560758434514,%20136.8642157025958
https://www.google.com/maps?q=35.4227355369355%2C136.866369723685
https://www.google.com/maps?q=35.4105579018554%2C136.928617523453
https://www.google.com/maps?q=35.4104413198622%2C136.931511720015
https://www.google.com/maps?q=35.38999508295339,%20136.82632974860635
https://www.google.com/maps?q=35.3989595111697%2C136.827598977841
https://www.google.com/maps?q=35.39691589731252,%20136.84795898389322
https://www.google.com/maps?q=35.400817781237%2C136.833626161821
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B024'01.1%22N+136%C2%B050'02.9%22E/@35.400303,136.8333793,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x207d2317533ab3db!8m2!3d35.400303!4d136.834133?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.4091166561631%2C136.826290386004
https://www.google.com/maps?q=35.4095610272032%2C136.825362672839
https://www.google.com/maps?q=35.4035202829807%2C136.834909284096
https://www.google.com/maps?q=35.4029537873232%2C136.839239482813
https://www.google.com/maps?q=35.407206797093984,%20136.8260584562108
https://www.google.com/maps?q=35.4023219%2C136.842025
https://www.google.com/maps?q=35.4063257948347%2C136.846110982042
https://www.google.com/maps?q=35.3850234576222%2C136.878378395526
https://www.google.com/maps?q=35.4091690128446%2C136.922207022035
https://www.google.com/maps?q=35.4163299038309%2C136.946301881224
https://www.google.com/maps?q=35.4176936555262%2C136.947029545366
https://www.google.com/maps?q=35.5235443263699%2C136.7873034701
https://www.google.com/maps?q=35.5231943111943%2C136.785067567272
https://www.google.com/maps?q=35.5461918390615%2C136.791174518683
https://www.google.com/maps?q=35.5461918390615%2C136.791174518683
https://www.google.com/maps?q=35.5513025182774%2C136.797298794738
https://www.google.com/maps?q=35.5478862588624%2C136.798012747355
https://www.google.com/maps?q=35.5172303601173%2C136.754923199201
https://www.google.com/maps?q=35.5174831342258%2C136.755945322778
https://www.google.com/maps?q=35.5159194386901%2C136.756556438044
https://www.google.com/maps?q=35.5388198059447%2C136.764727102421
https://www.google.com/maps?q=35.5258120927595%2C136.729644537652
https://www.google.com/maps?q=35.5530976433273%2C136.720480445486
https://www.google.com/maps?q=35.6002836642997%2C136.709932406054
https://www.google.com/maps?q=35.5876974130083%2C136.758661940043
https://www.google.com/maps?q=35.5350803759725%2C136.725416788408
https://www.google.com/maps?q=35.5358052786538%2C136.724822369259
https://www.google.com/maps?q=35.5355608702224%2C136.725152904906


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
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342 山県市伊自良中央公民館 山県市 大門９１２番地１ 表示

343 山県市立伊自良保育園 山県市 大門９１２番地１２ 表示

344 山県市立伊自良中学校 山県市 大門９５４番地 表示

345 山県市保健福祉ふれあいセンター 山県市 高木１０００番地１ 表示

346 山県市総合運動場 山県市 高木１６７５番地 表示

347 山県市立高富保育園 山県市 高富１０４８番地 表示

348 山県市立高富小学校 山県市 高富１０７９番地 表示

349 山県市高富公民館 山県市 高富１２７５番地１ 表示

350 山県市立高富中学校 山県市 高富２８４５番地１ 表示

351 （国）国道256号 深瀬地下道 山県市 高富 表示

352 山県市立いわ桜小学校 山県市 谷合１１５９番地 表示

353 山県市谷合公民館 山県市 谷合１２５０番地１ 表示

354 山県市美山山村開発センター 山県市 谷合１３５８番地１ 表示

355 山県市教育センター 山県市 富永４９５番地 表示

356 山県市立富波保育園 山県市 富永４６０番地３ 表示

357 山県市富波公民館 山県市 富永５６６番地２の２ 表示

358 山県市立美山中学校 山県市 富永６４番地 表示

359 岐阜県立山県高等学校 山県市 中洞４４番地１ 表示

360 山県市富岡公民館 山県市 西深瀬１１１３番地１ 表示

361 山県市立富岡保育園 山県市 東深瀬２６番地４ 表示

362 山県市立富岡小学校 山県市 東深瀬３０番地 表示

363 （国）国道256号 十王地下道 山県市 東深瀬 表示

364 山県市文化の里花咲きホール 山県市 洞田１２７番地１３５ 表示

365 西保育・教育センター 瑞穂市 居倉１７７－１ 表示

366 西小学校校舎・体育館 瑞穂市 居倉３８９ 表示

367 牛牧小学校校舎・体育館 瑞穂市 牛牧１５２３ 表示

368 牛牧南部コミュニティセンター 瑞穂市 牛牧１５８０－１ 表示

369 国道21号　牛牧地下横断歩道 瑞穂市 牛牧 表示

370 牛牧北部防災コミュニティセンター 瑞穂市 十九条４１３－１ 表示

371 牛牧第２保育所 瑞穂市 祖父江１７０ 表示

372 水防センター 瑞穂市 祖父江１１４３－５ 表示

373 本田第２保育所 瑞穂市 只越３８７ 表示

374 ほづみ幼稚園 瑞穂市 只越５００ 表示

375 老人福祉センター 瑞穂市 田之上５９７ 表示

376 馬場小城町地下道 瑞穂市 馬場小城町１丁目　馬場上光町３丁目 表示

377 生津小学校校舎・体育館 瑞穂市 馬場上光町２－１０８ 表示

378 （主）北方多度線 馬場地下道 瑞穂市 馬場春雨町１丁目 表示

379 巣南中学校校舎・体育館 瑞穂市 古橋１０－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.5339305260033%2C136.726183430363
https://www.google.com/maps?q=35.5334666964492%2C136.726444535716
https://www.google.com/maps?q=35.5359636622489%2C136.727599898307
https://www.google.com/maps?q=35.5058045502497%2C136.781943480897
https://www.google.com/maps?q=35.5050271810202%2C136.794934041313
https://www.google.com/maps?q=35.4951948222846%2C136.788998810726
https://www.google.com/maps?q=35.4951475811693%2C136.788012787484
https://www.google.com/maps?q=35.4935338180281%2C136.785649164461
https://www.google.com/maps?q=35.5042772552181%2C136.794475775634
https://www.google.com/maps?q=35.503940055232455,%20136.78840504564548
https://www.google.com/maps?q=35.5924269330251%2C136.738552413601
https://www.google.com/maps?q=35.5928602337338%2C136.739235671145
https://www.google.com/maps?q=35.591032720428%2C136.74150220699
https://www.google.com/maps?q=35.569930659716%2C136.78557690923
https://www.google.com/maps?q=35.5661227901444%2C136.786765834836
https://www.google.com/maps?q=35.5678003540618%2C136.785854741415
https://www.google.com/maps?q=35.5553464663846%2C136.795876547503
https://www.google.com/maps?q=35.5487475657058%2C136.809931118397
https://www.google.com/maps?q=35.5080127099554%2C136.785115344679
https://www.google.com/maps?q=35.5089404550929%2C136.788084495546
https://www.google.com/maps?q=35.509851461456%2C136.788048354034
https://www.google.com/maps?q=35.521562714992406,%20136.78889609805225
https://www.google.com/maps?q=35.5359024521428%2C136.723291943967
https://www.google.com/maps?q=35.4165307603089%2C136.643036670157
https://www.google.com/maps?q=35.4160807850805%2C136.641953447922
https://www.google.com/maps?q=35.3790024276371%2C136.672685449473
https://www.google.com/maps?q=35.3777220170146%2C136.672649388214
https://www.google.com/maps?q=35.37965944750403,%20136.66893214283292
https://www.google.com/maps?q=35.3926812579683%2C136.66584943636
https://www.google.com/maps?q=35.3800719781915%2C136.68199848607
https://www.google.com/maps?q=35.369681%2C136.687099
https://www.google.com/maps?q=35.3989058469975%2C136.678025923307
https://www.google.com/maps?q=35.3983560667292%2C136.684442049646
https://www.google.com/maps?q=35.4065626199099%2C136.649911433278
https://www.google.com/maps?q=35.41054769816601,%20136.68803725291238
https://www.google.com/maps?q=35.4112379327725%2C136.684447134121
https://www.google.com/maps?q=35.41233984923922,%20136.6869069394691
https://www.google.com/maps?q=35.4016076575006%2C136.651080956373


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
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380 南保育・教育センター 瑞穂市 古橋１１２９－１ 表示

381 南小学校校舎・体育館 瑞穂市 古橋１６６０ 表示

382 市民センター 瑞穂市 別府１３００－３ 表示

383 別府保育所（西館） 瑞穂市 別府１４４－１ 表示

384 穂積中学校校舎・体育館 瑞穂市 別府１８８８ 表示

385 別府保育所（東館） 瑞穂市 別府１４０ 表示

386 （主）北方多度線 別府地下道 瑞穂市 別府只越 表示

387 （主）北方多度線 穂積地下道 瑞穂市 別府本町 表示

388 国道21号　ゆうあいロード地下横断歩道 瑞穂市 穂積 表示

389 穂積小学校校舎・体育館 瑞穂市 穂積４５２ 表示

390 国道21号　穂積１号地下横断歩道 瑞穂市 穂積 表示

391 国道21号　穂積２号地下横断歩道 瑞穂市 穂積 表示

392 本田第１保育所 瑞穂市 本田１９１５ 表示

393 穂積北中学校校舎・体育館 瑞穂市 本田２０００ 表示

394 本田小学校校舎・体育館 瑞穂市 本田９３８ 表示

395 本田コミュニティセンター 瑞穂市 本田９７７－１ 表示

396 中小学校校舎・体育館 瑞穂市 美江寺１７３ 表示

397 巣南公民館 瑞穂市 宮田３００－１ 表示

398 糸貫富有柿の里 本巣市 上保１－１－１ 表示

399 （国）国道157号 上真桑地下道 本巣市 上真桑 表示

400 本巣市民文化ホール 本巣市 軽海７１８ 表示

401 真正体育センター 本巣市 軽海７２５－１ 表示

402 本巣市立席田小学校校舎及びグラウンド 本巣市 郡府３７ 表示

403 本巣市立外山小学校校舎及びグラウンド 本巣市 神海１３２８－３ 表示

404 本巣市立神海幼児園 本巣市 神海４５９－１ 表示

405 真正スポーツセンター 本巣市 小柿３６８－３ 表示

406 本巣市立土貴野小学校校舎及びグラウンド 本巣市 七五三６５８ 表示

407 本巣市立真正中学校校舎及びグラウンド 本巣市 下真桑１０１０ 表示

408 本巣市立真正中学校体育館 本巣市 下真桑１０１０ 表示

409 真正公民館 本巣市 下真桑１０６０ 表示

410 本巣市立真桑小学校校舎及びグラウンド 本巣市 下真桑２２３－１ 表示

411 本巣市立真桑小学校体育館 本巣市 下真桑２２３－１ 表示

412 本巣老人福祉センター 本巣市 曽井中島１１７０－６ 表示

413 本巣市立本巣幼児園 本巣市 曽井中島１４２９－２ 表示

414 本巣市立真桑幼児園 本巣市 宗慶３５７ 表示

415 根尾文化センター 本巣市 根尾板所６２５－１ 表示

416 本巣市立根尾小学校校舎及びグラウンド 本巣市 根尾市場４６１ 表示

417 本巣市立根尾中学校校舎及びグラウンド 本巣市 根尾神所５５０－６ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.391388%2C136.650861
https://www.google.com/maps?q=35.3880204562104%2C136.656794841789
https://www.google.com/maps?q=35.3917236236313%2C136.689947366617
https://www.google.com/maps?q=35.3975034942164%2C136.688858361742
https://www.google.com/maps?q=35.3916679891218%2C136.686464339487
https://www.google.com/maps?q=35.397427%2C136.68971
https://www.google.com/maps?q=35.39771491144784,%20136.6894432459799
https://www.google.com/maps?q=35.391612744343554,%20136.6903493131142
https://www.google.com/maps?q=35.38778637584865,%20136.69217548589924
https://www.google.com/maps?q=35.389832291744%2C136.694822010007
https://www.google.com/maps?q=35.38954289668234,%20136.69870860270376
https://www.google.com/maps?q=35.38903972808818,%20136.69650039814957
https://www.google.com/maps?q=35.4078771250683%2C136.681203095864
https://www.google.com/maps?q=35.4040193795674%2C136.687261040993
https://www.google.com/maps?q=35.4076353956046%2C136.677514538021
https://www.google.com/maps?q=35.4052939985962%2C136.677634057557
https://www.google.com/maps?q=35.4111595184862%2C136.658088328736
https://www.google.com/maps?q=35.4047517134272%2C136.649842060991
https://www.google.com/maps?q=35.4730418310803%2C136.677551030392
https://www.google.com/maps?q=35.44013597481559,%20136.67497463847576
https://www.google.com/maps?q=35.4311127486063%2C136.655976673175
https://www.google.com/maps?q=35.432295959332%2C136.656476586232
https://www.google.com/maps?q=35.4577131708168%2C136.683576065352
https://www.google.com/maps?q=35.5442495020554%2C136.641995972212
https://www.google.com/maps?q=35.5377226459343%2C136.649195581825
https://www.google.com/maps?q=35.4229947026817%2C136.675305836344
https://www.google.com/maps?q=35.4513937307624%2C136.654364961291
https://www.google.com/maps?q=35.433881850789%2C136.654887778238
https://www.google.com/maps?q=35.433881850789%2C136.654887778238
https://www.google.com/maps?q=35.4335874769656%2C136.656401545579
https://www.google.com/maps?q=35.4332710624199%2C136.66522300838
https://www.google.com/maps?q=35.4332710624199%2C136.66522300838
https://www.google.com/maps?q=35.4832543206968%2C136.667979270758
https://www.google.com/maps?q=35.4845043816638%2C136.676275721674
https://www.google.com/maps?q=35.4325314%2C136.66683737
https://www.google.com/maps?q=35.6348357257069%2C136.615439408531
https://www.google.com/maps?q=35.6360521116996%2C136.609675980023
https://www.google.com/maps?q=35.6402311%2C136.6037122
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418 本巣市立根尾中学校体育館 本巣市 根尾神所５５０－６ 表示

419 本巣市立根尾幼児園 本巣市 根尾高尾７７５－１ 表示

420 本巣市立弾正小学校校舎及びグラウンド 本巣市 政田２１００ 表示

421 本巣市立弾正幼児園 本巣市 政田２２０６ 表示

422 本巣市立糸貫中学校校舎及びグラウンド 本巣市 三橋１１０１－８ 表示

423 本巣市立糸貫中学校体育館 本巣市 三橋１１０１－８ 表示

424 （国）国道157号 三橋地下道 本巣市 三橋 表示

425 本巣市立一色小学校校舎及びグラウンド 本巣市 見延１６ 表示

426 本巣市立一色小学校体育館 本巣市 見延１６ 表示

427 本巣市立本巣中学校校舎及びグラウンド 本巣市 文殊１２０ 表示

428 本巣市立本巣小学校校舎及びグラウンド 本巣市 文殊１７９ 表示

429 本巣市立本巣小学校体育館 本巣市 文殊１７９ 表示

430 岐南町立岐南中学校 岐南町 徳田３－２８４ 表示

431 徳田町民センター（くつろぎ苑） 岐南町 徳田４－７１ 表示

432 岐南町立東小学校 岐南町 野中１－９９ 表示

433 総合健康福祉センター（やすらぎ苑） 岐南町 野中８－７５ 表示

434 防災コミュニティセンター 岐南町 伏屋５－８２ 表示

435 総合体育館 岐南町 平成７－４７ 表示

436 国道21号　三宅地下横断歩道 岐南町 三宅上新田 表示

437 岐南町立西小学校 岐南町 みやまち４－１１９ 表示

438 岐南町立北小学校 岐南町 八剣１－９０ 表示

439 国道156号　岐南１号地下横断歩道 岐南町 八剣 表示

440 国道156号　岐南２号地下横断歩道 岐南町 八剣 表示

441 国道156号　岐南３号地下横断歩道 岐南町 八剣北４丁目 表示

442 国道156号　岐南４号地下横断歩道 岐南町 八剣北４丁目 表示

443 国道156号　岐南５号地下横断歩道 岐南町 八剣北１丁目 表示

444 スポーツ交流館 笠松町 江川１１６ 表示

445 （一）岐阜羽島線 門間地下道 笠松町 門間 表示

446 第一保育所 笠松町 上新町１７２ 表示

447 笠松町立笠松小学校 笠松町 下新町８７ 表示

448 福祉会館 笠松町 東陽町４４－１ 表示

449 中央公民館 笠松町 常盤町６ 表示

450 町民体育館 笠松町 常盤町６ 表示

451 松枝公民館 笠松町 長池２９２ 表示

452 福祉健康センター 笠松町 長池４０８－１ 表示

453 笠松町立松枝小学校 笠松町 長池６４２ 表示

454 笠松町立下羽栗小学校 笠松町 中野２２７ 表示

455 総合会館 笠松町 中野２２９ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.6402311%2C136.6037122
https://www.google.com/maps?q=35.5980790875919%2C136.626559232979
https://www.google.com/maps?q=35.4347425781685%2C136.643222099821
https://www.google.com/maps?q=35.4368562121296%2C136.642649850379
https://www.google.com/maps?q=35.4495527222169%2C136.672657874025
https://www.google.com/maps?q=35.4495527222169%2C136.672657874025
https://www.google.com/maps?q=35.44745178966555,%20136.6746604476804
https://www.google.com/maps?q=35.4696641570419%2C136.666077157322
https://www.google.com/maps?q=35.4696641570419%2C136.666077157322
https://www.google.com/maps?q=35.4901092493176%2C136.674289578687
https://www.google.com/maps?q=35.4884872145305%2C136.674389629429
https://www.google.com/maps?q=35.4884872145305%2C136.674389629429
https://www.google.com/maps?q=35.3842737821011%2C136.775112427484
https://www.google.com/maps?q=35.3849486470591%2C136.772740387514
https://www.google.com/maps?q=35.3873157103549%2C136.799865712348
https://www.google.com/maps?q=35.3807525253394%2C136.79811055023
https://www.google.com/maps?q=35.3841602317436%2C136.788375163525
https://www.google.com/maps?q=35.3823935597443%2C136.779967628281
https://www.google.com/maps?q=35.38969334572944,%20136.79884086473692
https://www.google.com/maps?q=35.3893481950526%2C136.774728941885
https://www.google.com/maps?q=35.39148893%2C136.78348975
https://www.google.com/maps?q=35.39098537976944,%20136.78498111398667
https://www.google.com/maps?q=35.39256279630857,%20136.78507097170973
https://www.google.com/maps?q=35.379755386151814,%20136.75379156199253
https://www.google.com/maps?q=35.396568658873505,%20136.78513658455867
https://www.google.com/maps?q=35.39864461870968,%20136.78483894197905
https://www.google.com/maps?q=35.3778196436045%2C136.802907461473
https://www.google.com/maps?q=35.35716313278563,%20136.73983235915972
https://www.google.com/maps?q=35.3723998221238%2C136.762416747191
https://www.google.com/maps?q=35.370294443865%2C136.759875379205
https://www.google.com/maps?q=35.3759772104971%2C136.763141553153
https://www.google.com/maps?q=35.3736597%2C136.7607306
https://www.google.com/maps?q=35.3739884944182%2C136.760958482998
https://www.google.com/maps?q=35.3541710492998%2C136.750512896131
https://www.google.com/maps?q=35.3585704465781%2C136.746349209821
https://www.google.com/maps?q=35.3556097422617%2C136.749199069319
https://www.google.com/maps?q=35.3747614673123%2C136.7951304739
https://www.google.com/maps?q=35.3739560103769%2C136.795413812002
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456 下羽栗会館 笠松町 中野３１７ 表示

457 （一）下中屋笠松線 笠松駅地下道 笠松町 奈良町 表示

458 厚生会館 笠松町 瓢町１５ 表示

459 笠松町立笠松中学校 笠松町 弥生町１ 表示

460 北方町生涯学習センター 北方町 北方１８５７ 表示

461 北方町福祉センター 北方町 北方１３４５－２ 表示

462 北方町立北方小学校 北方町 北方１３６７－１ 表示

463 北方町立北方中学校 北方町 北方１３７７－１ 表示

464 岐阜県立岐阜農林高等学校 北方町 北方１５０ 表示

465 北方町立北保育園 北方町 北方１６４０－１ 表示

466 北方町立中保育園 北方町 北方１８５７－３ 表示

467 北方町立東保育園 北方町 北方７３－１ 表示

468 北方きた子ども館 北方町 北方１６４１－５ 表示

469 北方町広域働く婦人の家 北方町 芝原中町３－５０ 表示

470 北方町総合体育館 北方町 高屋石末１－９ 表示

471 北方町広域勤労青少年ホーム 北方町 高屋条里２－２２ 表示

472 （主）北方多度線 北方地下道 北方町 高屋太子１丁目 表示

473 北方町立南保育園 北方町 高屋勅使１－５２ 表示

474 北方町立北方南小学校 北方町 高屋分木２－２３ 表示

475 北方町立北方西小学校 北方町 長谷川西３－１ 表示

476 北方町立幼稚園 北方町 春来町１－８１ 表示

477 （主）岐阜関ケ原線 北方中央地下道 北方町 春来町 表示

478 （一）赤坂垂井線 青墓地下道 大垣市 青墓 表示

479 大垣市立青墓小学校 大垣市 青墓町１－７８７ 表示

480 赤坂新田地下道 大垣市 赤坂新田１丁目 表示

481 赤坂東地区センター 大垣市 赤坂新町１－１０ 表示

482 大垣市立赤坂小学校 大垣市 赤坂新町１－４９ 表示

483 赤坂幼保園 大垣市 赤坂新町１－４９ 表示

484 大垣市立赤坂中学校 大垣市 赤坂町３４２１ 表示

485 江東地区センター 大垣市 浅草２－１０ 表示

486 岐阜県立大垣南高校 大垣市 浅中２－６９ 表示

487 三城幼保園 大垣市 東町３－２７－１ 表示

488 大垣市立綾里小学校 大垣市 綾野５－８５ 表示

489 宇留生地区センター 大垣市 荒尾町１４３８ 表示

490 むつみこども園 大垣市 荒尾町１０１９ 表示

491 大垣市立西部中学校 大垣市 荒川町３３７ 表示

492 大垣市立日新小学校 大垣市 入方１－３４ 表示

493 日新地区センター 大垣市 入方２－１６１１－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.3727949862465%2C136.793575125962
https://www.google.com/maps?q=35.37368158340845,%20136.7642524440944
https://www.google.com/maps?q=35.3702248852026%2C136.754895260677
https://www.google.com/maps?q=35.3722826%2C136.7593279
https://www.google.com/maps?q=35.4357453%2C136.6827488
https://www.google.com/maps?q=35.4371100730812%2C136.688045873521
https://www.google.com/maps?q=35.4357185343528%2C136.686796033654
https://www.google.com/maps?q=35.4352380630313%2C136.687998723924
https://www.google.com/maps?q=35.4376213366957%2C136.696642325912
https://www.google.com/maps?q=35.4390153210919%2C136.684357237224
https://www.google.com/maps?q=35.4330548832392%2C136.684113032217
https://www.google.com/maps?q=35.4387989142865%2C136.693950851301
https://www.google.com/maps?q=35.4389494%2C136.6841153
https://www.google.com/maps?q=35.4446926904692%2C136.694089512291
https://www.google.com/maps?q=35.4247143868331%2C136.693084775702
https://www.google.com/maps?q=35.417623402623%2C136.687966037752
https://www.google.com/maps?q=35.41732232562876,%20136.68414394890297
https://www.google.com/maps?q=35.42326443468%2C136.688296358175
https://www.google.com/maps?q=35.4209980647615%2C136.689868525933
https://www.google.com/maps?q=35.4320161152415%2C136.684215839015
https://www.google.com/maps?q=35.4340937608331%2C136.6884820569
https://www.google.com/maps?q=35.43116838747644,%20136.6888497919661
https://www.google.com/maps?q=35.3829920887367,%20136.56117335385593
https://www.google.com/maps?q=35.3848229%2C136.5627346
https://www.google.com/maps?q=35.38498488754292,%20136.5877616795192
https://www.google.com/maps?q=35.3938198%2C136.5894596
https://www.google.com/maps?q=35.3929115%2C136.5887875
https://www.google.com/maps?q=35.3929115%2C136.5887875
https://www.google.com/maps?q=35.3886117%2C136.5785746
https://www.google.com/maps?q=35.3142989%2C136.6160714
https://www.google.com/maps?q=35.311399%2C136.6044475
https://www.google.com/maps?q=35.367493%2C136.646764
https://www.google.com/maps?q=35.3432116%2C136.5872394
https://www.google.com/maps?q=35.3729497%2C136.5836554
https://www.google.com/maps?q=35.3776324%2C136.5768475
https://www.google.com/maps?q=35.3645283%2C136.5777784
https://www.google.com/maps?q=35.3323382%2C136.6003554
https://www.google.com/maps?q=35.3276498%2C136.6003223
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494 大垣市立江東小学校 大垣市 内原３－１３５ 表示

495 大垣市立川並小学校 大垣市 馬の瀬町１５００ 表示

496 岐阜県立大垣商業高校 大垣市 開発町４－３００ 表示

497 和合地区センター 大垣市 開発町５－８６－３ 表示

498 大垣市総合体育館 大垣市 加賀野４－６２ 表示

499 ソフトピアジャパン　センタービル 大垣市 加賀野４－１－７ 表示

500 国道21号　加賀野地下横断歩道 大垣市 加賀野２丁目 表示

501 大垣市立星和中学校 大垣市 楽田町６－６０ 表示

502 国道21号　楽田地下横断歩道 大垣市 楽田町３丁目 表示

503 大垣市立上石津中学校 大垣市 上石津町一之瀬１００ 表示

504 大垣市立一之瀬小学校 大垣市 上石津町一之瀬１５９０ 表示

505 （国）国道365号 川西地下道 大垣市 上石津町一之瀬 表示

506 （国）国道365号 川東地下道 大垣市 上石津町一之瀬 表示

507 上石津農村環境改善センター 大垣市 上石津町上原１１９５ 表示

508 えぼしふれあい会館 大垣市 上石津町下山２８６０ 表示

509 上石津農村環境改善サブセンター 大垣市 上石津町下山２８６４－２ 表示

510 大垣市立時小学校 大垣市 上石津町堂之上８７５ 表示

511 上石津総合体育館 大垣市 上石津町牧田１９９５ 表示

512 牧田支所 大垣市 上石津町牧田２２００－２ 表示

513 大垣市立牧田小学校 大垣市 上石津町牧田２６７２ 表示

514 （国）国道365号 横断地下道 大垣市 上石津町牧田 表示

515 大垣市立多良小学校 大垣市 上石津町宮３８ 表示

516 岐阜協立大学 大垣市 北方町５－５０ 表示

517 みそぎ保育園 大垣市 北方町１－１５９１ 表示

518 大垣市立静里小学校 大垣市 久徳町４２３ 表示

519 大垣市立西小学校 大垣市 久瀬川町６－１１０ 表示

520 大垣市立宇留生小学校 大垣市 熊野町１１７１ 表示

521 大垣城ホール 大垣市 郭町２－５３ 表示

522 （主）大垣停車場線 郭町地下横断歩道 大垣市 郭町 表示

523 大垣市立小野小学校 大垣市 小野１－１７１ 表示

524 （主）大垣環状線 小野地下歩道 大垣市 小野３丁目 表示

525 武道館 大垣市 米野町２－１－１ 表示

526 老人福祉センター 大垣市 寺内町４－９４－１ 表示

527 荒崎地区センター 大垣市 島町８０ 表示

528 平野学園 大垣市 清水町６５－３ 表示

529 （主）大垣環状線 上面地下道 大垣市 上面２丁目 表示

530 市民会館 大垣市 新田町１－２ 表示

531 岐阜県立大垣桜高校 大垣市 墨俣町上宿４６５－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.3143322%2C136.6140909
https://www.google.com/maps?q=35.3373718%2C136.6383436
https://www.google.com/maps?q=35.3770979%2C136.6400836
https://www.google.com/maps?q=35.37907%2C136.6427305
https://www.google.com/maps?q=35.3661992%2C136.6402674
https://www.google.com/maps?q=35.36771930238119,%20136.63967696923794
https://www.google.com/maps?q=35.37805362438087,%20136.63385187764308
https://www.google.com/maps?q=35.3843635%2C136.6299009
https://www.google.com/maps?q=35.37840165478517,%20136.6267541340345
https://www.google.com/maps?q=35.3122764%2C136.4786557
https://www.google.com/maps?q=35.316176%2C136.4818135
https://www.google.com/maps?q=35.31200347482725,%20136.48288636232326
https://www.google.com/maps?q=35.31591627557616,%20136.4846618318343
https://www.google.com/maps?q=35.2824019%2C136.4719739
https://www.google.com/maps?q=35.2487583%2C136.462426
https://www.google.com/maps?q=35.2488888%2C136.4627676
https://www.google.com/maps?q=35.2473999%2C136.4583792
https://www.google.com/maps?q=35.3362962%2C136.494445
https://www.google.com/maps?q=35.3400986%2C136.4934506
https://www.google.com/maps?q=35.3397375%2C136.4961614
https://www.google.com/maps?q=35.32261064763625,%20136.48980828578985
https://www.google.com/maps?q=35.2818322%2C136.462661
https://www.google.com/maps?q=35.394401%2C136.6197708
https://www.google.com/maps?q=35.3952924%2C136.6123354
https://www.google.com/maps?q=35.3602791%2C136.5893414
https://www.google.com/maps?q=35.3581879%2C136.6009988
https://www.google.com/maps?q=35.3746606%2C136.5840025
https://www.google.com/maps?q=35.3604686%2C136.6161835
https://www.google.com/maps?q=35.36002515605238,%20136.61687390992742
https://www.google.com/maps?q=35.3711932%2C136.6471832
https://www.google.com/maps?q=35.37056631830074,%20136.64374683605533
https://www.google.com/maps?q=35.3348996%2C136.624817
https://www.google.com/maps?q=35.354211%2C136.613259
https://www.google.com/maps?q=35.3547124%2C136.5646271
https://www.google.com/maps?q=35.3614325%2C136.620908
https://www.google.com/maps?q=35.362733627366296,%20136.64465292673088
https://www.google.com/maps?q=35.3446818%2C136.6262332
https://www.google.com/maps?q=35.3597897%2C136.6805835
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532 墨俣さくら会館 大垣市 墨俣町上宿５１０－１ 表示

533 大垣市立墨俣小学校 大垣市 墨俣町墨俣２４２ 表示

534 大垣市立江並中学校 大垣市 外渕４－６６ 表示

535 （主）大垣停車場線 高屋町横断地下歩道 大垣市 高屋町１丁目 表示

536 駅南地下道 大垣市 高屋町１丁目 表示

537 大垣別院 大垣市 伝馬町１１ 表示

538 大垣幼稚園 大垣市 伝馬町１１ 表示

539 大垣市立中川小学校 大垣市 中川町２－４６０ 表示

540 岐阜県立大垣北高校 大垣市 中川町４－１１０－１ 表示

541 中川地区センター 大垣市 中川町４－１５０ 表示

542 中川ふれあいセンター 大垣市 中川町４－６６８－１ 表示

543 大垣ひかり保育園 大垣市 中川町３－９６ 表示

544 岐阜県立大垣西高校 大垣市 中曽根町１４７－１ 表示

545 （主）大垣環状線 中曽根地下道 大垣市 中曽根町 表示

546 国道21号　中野２号地下横断歩道 大垣市 中野１丁目 表示

547 日本総合ビジネス専門学校 大垣市 中野町４－４６ 表示

548 大垣市立荒崎小学校 大垣市 長松町７８９ 表示

549 大垣市勤労者総合福祉センター 大垣市 長松町８４７－９５ 表示

550 国道21号　長松地下横断歩道 大垣市 長松町 表示

551 岐阜県立大垣特別支援学校 大垣市 西大外羽１－２２７－１ 表示

552 西濃高等特別支援学校 大垣市 西大外羽１－１８１－１ 表示

553 大垣市立興文中学校 大垣市 西崎町１－８２ 表示

554 大垣市立興文小学校 大垣市 西外側町１－３４ 表示

555 大垣女子短期大学 大垣市 西之川町１－１０９ 表示

556 大垣市立安井小学校 大垣市 禾森１－１ 表示

557 安井幼稚園 大垣市 禾森１－４６－１ 表示

558 総合福祉会館 大垣市 馬場町１２４ 表示

559 大垣日大高校 大垣市 林町６－５ 表示

560 国道21号　中川地下横断歩道 大垣市 林町９丁目 表示

561 国道258号　林町地下横断歩道 大垣市 林町７丁目 表示

562 興文地区センター 大垣市 東外側町２－２４ 表示

563 安井地区センター 大垣市 東前３－１０ 表示

564 西美濃農業協同組合ふれあいホール 大垣市 東前町９５５－１ 表示

565 西部研修センター 大垣市 桧町３５７ 表示

566 イビデン健康保険会館 大垣市 日の出町１－１ 表示

567 日の出地下道 大垣市 日の出町２丁目 表示

568 東地区センター 大垣市 藤江町６－２０７ 表示

569 国道258号　藤江地下横断歩道 大垣市 藤江町２丁目 表示

https://www.google.com/maps?q=35.3587176%2C136.681514
https://www.google.com/maps?q=35.36332%2C136.6846413
https://www.google.com/maps?q=35.3276614%2C136.6228314
https://www.google.com/maps?q=35.36541305358275,%20136.6174833805847
https://www.google.com/maps?q=35.365875509370426,%20136.61742193540994
https://www.google.com/maps?q=35.3639156%2C136.6218607
https://www.google.com/maps?q=35.3639156%2C136.6218607
https://www.google.com/maps?q=35.3842492%2C136.6158188
https://www.google.com/maps?q=35.3833578%2C136.620835
https://www.google.com/maps?q=35.381608%2C136.6192352
https://www.google.com/maps?q=35.3822884%2C136.6194519
https://www.google.com/maps?q=35.3795166%2C136.6219407
https://www.google.com/maps?q=35.3563625%2C136.5765205
https://www.google.com/maps?q=35.35824968446357,%20136.58420866486782
https://www.google.com/maps?q=35.37854380115974,%20136.6069990996872
https://www.google.com/maps?q=35.3840636%2C136.6079648
https://www.google.com/maps?q=35.3643338%2C136.5689987
https://www.google.com/maps?q=35.3675555%2C136.5658571
https://www.google.com/maps?q=35.36788298397231,%20136.56687198607452
https://www.google.com/maps?q=35.3209782%2C136.5942063
https://www.google.com/maps?q=35.322842%2C136.594369
https://www.google.com/maps?q=35.3630653%2C136.6075869
https://www.google.com/maps?q=35.3617267%2C136.611495
https://www.google.com/maps?q=35.3864488%2C136.6081527
https://www.google.com/maps?q=35.3534336%2C136.6266051
https://www.google.com/maps?q=35.3520171%2C136.6273523
https://www.google.com/maps?q=35.3574245%2C136.6122228
https://www.google.com/maps?q=35.3746226%2C136.6162969
https://www.google.com/maps?q=35.37843120967208,%20136.62103895641428
https://www.google.com/maps?q=35.374271925155476,%20136.62362164640837
https://www.google.com/maps?q=35.3640099%2C136.6143058
https://www.google.com/maps?q=35.3475012%2C136.6344685
https://www.google.com/maps?q=35.3458292%2C136.6388209
https://www.google.com/maps?q=35.3652811%2C136.580642
https://www.google.com/maps?q=35.3595518%2C136.6050651
https://www.google.com/maps?q=35.35769529831245,%20136.6063668032201
https://www.google.com/maps?q=35.3615048%2C136.6249966
https://www.google.com/maps?q=35.36534330641049,%20136.6241580247188
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570 奥の細道むすびの地記念館 大垣市 船町２－２６－１ 表示

571 （主）岐阜垂井線 船町地下道 大垣市 船町７丁目 表示

572 法音寺大垣支院 大垣市 宝和町５番地 表示

573 丸の内保育園 大垣市 丸の内２－７８ 表示

574 大垣市立東中学校 大垣市 三塚町１１６９ 表示

575 大垣市立東小学校 大垣市 三塚町１１８０ 表示

576 みつづかこども園 大垣市 三塚町１０１８ 表示

577 まこと幼稚園 大垣市 三塚町３５０ 表示

578 大垣市医師会看護専門学校 大垣市 緑園１２９ 表示

579 青年の家 大垣市 見取町１－１３－１ 表示

580 ゆりかご保育園 大垣市 南切石町２－６７ 表示

581 南地区センター 大垣市 南頬町１－７４－１ 表示

582 大垣市立南中学校 大垣市 南頬町４－１４１ 表示

583 （主）大垣一宮線 南頬地下歩道 大垣市 南頬町４丁目 表示

584 岐阜県立大垣工業高校 大垣市 南若森町３０１－１ 表示

585 岐阜県立大垣東高校 大垣市 美和町１７８４ 表示

586 大垣市立南小学校 大垣市 美和町１８７１ 表示

587 みのり保育園 大垣市 室本町４－１４ 表示

588 スイトピアセンター（文化会館） 大垣市 室本町５－５１ 表示

589 スイトピアセンター（学習館） 大垣市 室本町５－５１ 表示

590 北幼保園 大垣市 室村町１－４２－８ 表示

591 神鋼造機株式会社 大垣市 本今町１６８２－２ 表示

592 大垣市立北中学校 大垣市 八島町２２９０ 表示

593 大垣市立北小学校 大垣市 八島町２３０２ 表示

594 国道21号　中野１号地下横断歩道 大垣市 八島町 表示

595 国道21号　和合１号地下横断歩道 大垣市 和合本町２丁目 表示

596 国道21号　和合２号地下横断歩道 大垣市 和合本町２丁目 表示

597 大垣市立西中学校 大垣市 割田１－６０１－２ 表示

598 （主）大垣環状線 割田地下道 大垣市 割田 表示

599 海津市立東江小学校  校舎 海津市 海津町駒ヶ江１５９ 表示

600 海津市立東江小学校  体育館 海津市 海津町駒ヶ江１５９ 表示

601 海津市歴史民俗資料館 海津市 海津町高須２０５－１ 表示

602 海津市海津総合福祉会館（ひまわり） 海津市 海津町高須５１７－１ 表示

603 海津市立日新中学校  校舎 海津市 海津町高須５３１－１ 表示

604 海津市立日新中学校  体育館 海津市 海津町高須５３１－１ 表示

605 海津市海津公民館(文化センター) 海津市 海津町高須５８５－１ 表示

606 海津市海津農村環境改善センター 海津市 海津町高須５８５－１ 表示

607 海津市立高須小学校  校舎 海津市 海津町高須町３３７ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.3558719%2C136.6120702
https://www.google.com/maps?q=35.35589446417739,%20136.60624028676125
https://www.google.com/maps?q=35.3694366%2C136.5985209
https://www.google.com/maps?q=35.3610602%2C136.612595
https://www.google.com/maps?q=35.3631354%2C136.6309183
https://www.google.com/maps?q=35.3634186%2C136.6290489
https://www.google.com/maps?q=35.3654963%2C136.6330013
https://www.google.com/maps?q=35.3655185%2C136.6319819
https://www.google.com/maps?q=35.3611912%2C136.6326265
https://www.google.com/maps?q=35.3715617%2C136.6137222
https://www.google.com/maps?q=35.3549608%2C136.6079317
https://www.google.com/maps?q=35.3565026%2C136.622883
https://www.google.com/maps?q=35.3542722%2C136.6195918
https://www.google.com/maps?q=35.35450483751456,%20136.6221507765083
https://www.google.com/maps?q=35.3505001%2C136.6049654
https://www.google.com/maps?q=35.3531695%2C136.6174781
https://www.google.com/maps?q=35.3529696%2C136.6193863
https://www.google.com/maps?q=35.3664594%2C136.6071258
https://www.google.com/maps?q=35.3642902%2C136.6081257
https://www.google.com/maps?q=35.3642902%2C136.6081257
https://www.google.com/maps?q=35.3743725%2C136.6103641
https://www.google.com/maps?q=35.339362%2C136.61499797
https://www.google.com/maps?q=35.3743448%2C136.6154997
https://www.google.com/maps?q=35.3746226%2C136.6138527
https://www.google.com/maps?q=35.37849913067358,%20136.61316360109043
https://www.google.com/maps?q=35.371837831875276,%20136.6433466583534
https://www.google.com/maps?q=35.37113000121101,%20136.6435231874905
https://www.google.com/maps?q=35.3426286%2C136.6012938
https://www.google.com/maps?q=35.33821779839191,%20136.6101507644379
https://www.google.com/maps?q=35.214146148672%2C136.671313780044
https://www.google.com/maps?q=35.214146148672%2C136.671313780044
https://www.google.com/maps?q=35.2198390809609%2C136.635797225814
https://www.google.com/maps?q=35.2203112357161%2C136.635230591486
https://www.google.com/maps?q=35.2197447124358%2C136.638474773545
https://www.google.com/maps?q=35.2197447124358%2C136.638474773545
https://www.google.com/maps?q=35.2178949363611%2C136.639035902605
https://www.google.com/maps?q=35.2178949363611%2C136.639035902605
https://www.google.com/maps?q=35.2214776252895%2C136.629294955779
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608 海津市立高須小学校  体育館 海津市 海津町高須町３３７ 表示

609 岐阜県立海津明誠高等学校  海津校舎 海津市 海津町高須町１１－１ 表示

610 岐阜県立海津明誠高等学校  海津校舎体育館 海津市 海津町高須町１１－１ 表示

611 海津市立大江小学校  校舎 海津市 海津町古中島２０４ 表示

612 海津市立大江小学校  体育館 海津市 海津町古中島２０４ 表示

613 海津市立吉里小学校  校舎 海津市 海津町松木７７６－１ 表示

614 海津市立吉里小学校  体育館 海津市 海津町松木７７６－１ 表示

615 海津市立西江小学校  校舎 海津市 海津町安田７２ 表示

616 海津市立西江小学校  体育館 海津市 海津町安田７２ 表示

617 海津市立城山小学校  校舎 海津市 南濃町駒野１３１７－８ 表示

618 海津市立城山小学校  体育館 海津市 南濃町駒野１３１７－８ 表示

619 海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森 海津市 南濃町駒野８２７－１ 表示

620 （主）津島南濃線 駒野横断地下歩道 海津市 南濃町駒野 表示

621 海津市文化会館 海津市 南濃町駒野奥条入会地９９－１ 表示

622 海津市立下多度小学校  校舎 海津市 南濃町津屋１８６９ 表示

623 海津市立下多度小学校  体育館 海津市 南濃町津屋１８６９ 表示

624 海津市南濃コミュニティセンター 海津市 南濃町津屋２８３７－２６３ 表示

625 海津市みかげの森「プラザしもたど」 海津市 南濃町津屋２８３７－９０ 表示

626 海津市立城南中学校  校舎 海津市 南濃町羽沢１０５０ 表示

627 海津市立城南中学校  体育館 海津市 南濃町羽沢１０５０ 表示

628 旧海津市立南濃中学校  校舎 海津市 南濃町安江２３１４－７２ 表示

629 旧海津市立南濃中学校  体育館 海津市 南濃町安江２３１４－７２ 表示

630 海津市立石津小学校  校舎 海津市 南濃町吉田３１９ 表示

631 海津市南濃農村環境改善センター 海津市 南濃町吉田４９２ 表示

632 海津市働く女性の家 海津市 南濃町吉田４９２ 表示

633 海津市立今尾小学校  校舎 海津市 平田町今尾４４３４ 表示

634 海津市平田農村環境改善センター(ふるさと会館) 海津市 平田町今尾６１４－１ 表示

635 岐阜県立海津特別支援学校  体育館 海津市 平田町今尾３８８５－２ 表示

636 海津市立平田中学校  校舎 海津市 平田町蛇池１３１８ 表示

637 海津市立平田中学校  体育館 海津市 平田町蛇池１３１８ 表示

638 海津市立海西小学校  校舎 海津市 平田町野寺１０２３ 表示

639 海津市立海西小学校  体育館 海津市 平田町野寺１０２３ 表示

640 海津市平田海西公民館 海津市 平田町野寺１９６８ 表示

641 海津市生涯学習センター 海津市 平田町仏師川４８８ 表示

642 養老町立養北小学校 養老町 飯田２６５ 表示

643 小畑公民館 養老町 飯田３６６－１ 表示

644 養北こども園 養老町 飯田２１９ 表示

645 そよかぜ飯田教室 養老町 飯田２２５－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.2214776252895%2C136.629294955779
https://www.google.com/maps?q=35.2238024218615%2C136.631794653764
https://www.google.com/maps?q=35.2238024218615%2C136.631794653764
https://www.google.com/maps?q=35.1737533862364%2C136.665999036241
https://www.google.com/maps?q=35.1737533862364%2C136.665999036241
https://www.google.com/maps?q=35.2417093580226%2C136.658008386717
https://www.google.com/maps?q=35.2417093580226%2C136.658008386717
https://www.google.com/maps?q=35.183959790888%2C136.634387533464
https://www.google.com/maps?q=35.183959790888%2C136.634387533464
https://www.google.com/maps?q=35.2284898459662%2C136.593500602153
https://www.google.com/maps?q=35.2284898459662%2C136.593500602153
https://www.google.com/maps?q=35.2217409210771%2C136.606152520081
https://www.google.com/maps?q=35.22212915685141,%20136.5998930446172
https://www.google.com/maps?q=35.221360224366%2C136.598569861889
https://www.google.com/maps?q=35.256972012354%2C136.564504881249
https://www.google.com/maps?q=35.256972012354%2C136.564504881249
https://www.google.com/maps?q=35.248325785173%2C136.564974597105
https://www.google.com/maps?q=35.2484202286657%2C136.565377336317
https://www.google.com/maps?q=35.2195243998698%2C136.601772426621
https://www.google.com/maps?q=35.2195243998698%2C136.601772426621
https://www.google.com/maps?q=35.1853648629567%2C136.621071976714
https://www.google.com/maps?q=35.1853648629567%2C136.621071976714
https://www.google.com/maps?q=35.1724220982244%2C136.629674471511
https://www.google.com/maps?q=35.17429122848%2C136.625485880261
https://www.google.com/maps?q=35.17429122848%2C136.625485880261
https://www.google.com/maps?q=35.2537600251176%2C136.627624489236
https://www.google.com/maps?q=35.2558711074898%2C136.636298656121
https://www.google.com/maps?q=35.2470107192684%2C136.624611107504
https://www.google.com/maps?q=35.2551463451949%2C136.642670348808
https://www.google.com/maps?q=35.2551463451949%2C136.642670348808
https://www.google.com/maps?q=35.273764139877%2C136.661845779149
https://www.google.com/maps?q=35.273764139877%2C136.661845779149
https://www.google.com/maps?q=35.2744336336892%2C136.666989750625
https://www.google.com/maps?q=35.2571709508635%2C136.635937529436
https://www.google.com/maps?q=35.3239117869395%2C136.571537954684
https://www.google.com/maps?q=35.3244283719817%2C136.570601906613
https://www.google.com/maps?q=35.32511%2C136.57163
https://www.google.com/maps?q=35.32471%2C136.57108


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

646 養老町民会館 養老町 石畑４８３－２ 表示

647 中央公民館 養老町 石畑４９１ 表示

648 保健センター 養老町 石畑５２３ 表示

649 養老町立養老小学校 養老町 石畑６６０ 表示

650 総合体育館 養老町 五日市４００ 表示

651 日吉公民館 養老町 宇田６６－２ 表示

652 養老町立池辺小学校 養老町 大巻１１４０ 表示

653 池辺公民館 養老町 大巻１１６２－１ 表示

654 養老町立上多度小学校 養老町 小倉４１５ 表示

655 岐阜県立大垣養老高校養老校舎 養老町 押越１７－６ 表示

656 広幡公民館 養老町 口ヶ島１９－１ 表示

657 養老町立広幡小学校 養老町 口ヶ島１９６－２ 表示

658 東部町民体育館 養老町 下笠２７５１ 表示

659 養老町立東部中学校 養老町 下笠２７６９ 表示

660 岐阜県立大垣養老高校大垣校舎 養老町 祖父江１４１８－４ 表示

661 （主）南濃関ケ原線 鷲巣地下道 養老町 鷲巣 表示

662 （主）南濃関ケ原線 桜道地下道 養老町 鷲巣 表示

663 山口会館 養老町 高田１８－１ 表示

664 養老こども園 養老町 高田２３１－１ 表示

665 養老町立高田中学校 養老町 高田３７８９－４ 表示

666 産業文化会館 養老町 高田３８７９－３ 表示

667 養老町立高田中学校柔剣道場 養老町 高田３８７９－４ 表示

668 国際学習会館 養老町 高田４０９－４ 表示

669 老人福祉センター 養老町 高田７９－２ 表示

670 養老公園こどもの家 養老町 高林１２９８－２ 表示

671 多芸公民館 養老町 直江３９６ 表示

672 養老町立日吉小学校 養老町 中１３８ 表示

673 就業改善センター 養老町 船附１１４８ 表示

674 養老町立笠郷小学校 養老町 船附１１５０ 表示

675 福祉センター 養老町 三神町３４５ 表示

676 国道258号　瑞穂地下横断歩道 養老町 瑞穂旭 表示

677 室原自治会館 養老町 室原６１４－４ 表示

678 いずみの園 垂井町 綾戸２６２ 表示

679 東地区まちづくりセンター(旧東公民館) 垂井町 綾戸９０１－１ 表示

680 垂井町立東小学校 垂井町 綾戸９１０－１ 表示

681 東小学校留守家庭児童教室 垂井町 綾戸９１７－１ 表示

682 垂井町立北中学校 垂井町 新井１５２－１ 表示

683 府中地区まちづくりセンター(旧府中公民館) 垂井町 新井７０９－４ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.3051244843742%2C136.548837840853
https://www.google.com/maps?q=35.3047412086004%2C136.549410026967
https://www.google.com/maps?q=35.3048134463236%2C136.550384939182
https://www.google.com/maps?q=35.3043996123897%2C136.550707148241
https://www.google.com/maps?q=35.3111543013584%2C136.54669892047
https://www.google.com/maps?q=35.3251056354877%2C136.552653450238
https://www.google.com/maps?q=35.2527790782052%2C136.606973548643
https://www.google.com/maps?q=35.2527123926839%2C136.605887534704
https://www.google.com/maps?q=35.2746421952222%2C136.563321012401
https://www.google.com/maps?q=35.3114348912818%2C136.549423672248
https://www.google.com/maps?q=35.2978480304866%2C136.56919743709
https://www.google.com/maps?q=35.2949234211931%2C136.571572335604
https://www.google.com/maps?q=35.27308750606%2C136.59165192863
https://www.google.com/maps?q=35.2729069603621%2C136.591213084582
https://www.google.com/maps?q=35.3119606249339%2C136.582009695576
https://www.google.com/maps?q=35.282120096427754,%20136.55526239276892
https://www.google.com/maps?q=35.285939461833806,%20136.55454009936736
https://www.google.com/maps?q=35.3079465781022%2C136.556759268856
https://www.google.com/maps?q=35.3106740317654%2C136.556200885499
https://www.google.com/maps?q=35.31142867%2C136.55397104
https://www.google.com/maps?q=35.3105711919991%2C136.553173375938
https://www.google.com/maps?q=35.3114433359498%2C136.55403715777
https://www.google.com/maps?q=35.3074356025834%2C136.559939565102
https://www.google.com/maps?q=35.3079299666743%2C136.558950744683
https://www.google.com/maps?q=35.28421%2C136.552059
https://www.google.com/maps?q=35.3186232755339%2C136.56231395227
https://www.google.com/maps?q=35.326047199463%2C136.552839510959
https://www.google.com/maps?q=35.2883581054699%2C136.596364853087
https://www.google.com/maps?q=35.2873637933893%2C136.597153709133
https://www.google.com/maps?q=35.3148623093019%2C136.550676216432
https://www.google.com/maps?q=35.25170392788809,%20136.6024104900038
https://www.google.com/maps?q=35.3367072817269%2C136.560441237887
https://www.google.com/maps?q=35.370528275003%2C136.554121117969
https://www.google.com/maps?q=35.3742415885%2C136.547874307005
https://www.google.com/maps?q=35.3727501405301%2C136.549874186332
https://www.google.com/maps?q=35.3719307787524%2C136.54943536558
https://www.google.com/maps?q=35.3838230748144%2C136.516887780036
https://www.google.com/maps?q=35.3859090682602%2C136.521817828575


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

684 （主）岐阜関ケ原線 北中前地下道 垂井町 新井 表示

685 岩手地区まちづくりセンター(旧岩手公民館) 垂井町 岩手６０８－２ 表示

686 垂井町立岩手小学校 垂井町 岩手６１９－２ 表示

687 老人福祉センター 垂井町 表佐１４９６－２ 表示

688 表佐地区まちづくりセンター(旧表佐公民館) 垂井町 表佐１７２３－１ 表示

689 垂井町立表佐小学校 垂井町 表佐９４０ 表示

690 表佐小学校留守家庭児童教室 垂井町 表佐９４２－１ 表示

691 国道21号　表佐地下横断歩道 垂井町 表佐 表示

692 栗原地区まちづくりセンター（旧合原公民館） 垂井町 栗原１０７５ 表示

693 垂井町立合原小学校 垂井町 栗原１１０２－１ 表示

694 （一）養老垂井線 垂井地下歩道 垂井町 垂井 表示

695 垂井町立府中小学校 垂井町 府中４６４ 表示

696 朝倉運動公園 垂井町 宮代１９８４－４ 表示

697 垂井町立宮代小学校 垂井町 宮代２７２９ 表示

698 宮代幼稚園 垂井町 宮代２７２９ 表示

699 文化会館 垂井町 宮代２９５７－２ 表示

700 宮代地区まちづくりセンター(旧宮代公民館) 垂井町 宮代６６４－４ 表示

701 宮代こども園 垂井町 宮代６７２－１－１ 表示

702 垂井町立垂井小学校 垂井町 １０６９－２ 表示

703 垂井西町コミュニティセンター 垂井町 １１２８－１ 表示

704 垂井中町コミュニティセンター 垂井町 １２９１－４ 表示

705 垂井東町コミュニティセンター 垂井町 １３０７－３ 表示

706 旧役場庁舎 垂井町 １５３２－１ 表示

707 中央公民館 垂井町 １５４３－３ 表示

708 垂井地区まちづくりセンター(旧垂井公民館) 垂井町 １５４６－４ 表示

709 タルイピアセンター 垂井町 ２４４３－１ 表示

710 垂井町立不破中学校 垂井町 ２４６１ 表示

711 デイサービスセンター 垂井町 ９８６－１ 表示

712 保健センター 垂井町 ９９０ 表示

713 旧関ヶ原町立今須小学校 関ヶ原町 今須７５－１ 表示

714 旧関ヶ原町立今須中学校 関ヶ原町 今須７５－１ 表示

715 国道21号　うめ地下横断歩道 関ヶ原町 大高上内海戸 表示

716 旧関ヶ原町立関ケ原北小学校 関ヶ原町 関ケ原１１６７－１ 表示

717 関ヶ原町立関ケ原中学校 関ヶ原町 関ケ原２４９０－１０１ 表示

718 国保 保健福祉総合施設  やすらぎ 関ヶ原町 関ケ原２４９０－２９ 表示

719 関ヶ原町立関ケ原小学校 関ヶ原町 関ケ原３１３２－３ 表示

720 関ケ原町放課後児童クラブ 関ヶ原町 関ケ原３１３２－８ 表示

721 関ケ原ふれあいセンター 関ヶ原町 関ケ原８９４－２９ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.384629910703026,%20136.51692435675193
https://www.google.com/maps?q=35.3852447348131%2C136.500455832605
https://www.google.com/maps?q=35.3856613269396%2C136.499344803578
https://www.google.com/maps?q=35.3597876817251%2C136.547952602897
https://www.google.com/maps?q=35.3615847134906%2C136.548538597532
https://www.google.com/maps?q=35.3640371827432%2C136.547344168456
https://www.google.com/maps?q=35.364045528866%2C136.547908007748
https://www.google.com/maps?q=35.36743513650791,%20136.55928250697067
https://www.google.com/maps?q=35.3391455448949%2C136.546153509202
https://www.google.com/maps?q=35.3391983592052%2C136.547900576815
https://www.google.com/maps?q=35.36994137033041,%20136.5371663637709
https://www.google.com/maps?q=35.3873617680938%2C136.525414683398
https://www.google.com/maps?q=35.362856054431%2C136.518305083806
https://www.google.com/maps?q=35.3640006185055%2C136.528573588765
https://www.google.com/maps?q=35.3640006185055%2C136.528573588765
https://www.google.com/maps?q=35.3671199226709%2C136.537406036547
https://www.google.com/maps?q=35.3625896631622%2C136.528368102384
https://www.google.com/maps?q=35.3622785663266%2C136.527498745248
https://www.google.com/maps?q=35.3736049336671%2C136.522582097437
https://www.google.com/maps?q=35.372361%2C136.523194
https://www.google.com/maps?q=35.371111%2C136.526333
https://www.google.com/maps?q=35.371667%2C136.528222
https://www.google.com/maps?q=35.3703026301191%2C136.526601310264
https://www.google.com/maps?q=35.3698221465026%2C136.527306821565
https://www.google.com/maps?q=35.3710831154726%2C136.527370659093
https://www.google.com/maps?q=35.369833%2C136.536694
https://www.google.com/maps?q=35.3697891266475%2C136.540019599984
https://www.google.com/maps?q=35.3728577004772%2C136.518635247534
https://www.google.com/maps?q=35.3724771841615%2C136.518465831718
https://www.google.com/maps?q=35.3479168430314%2C136.435012911375
https://www.google.com/maps?q=35.3479168430314%2C136.435012911375
https://www.google.com/maps?q=35.366483246602144,%20136.48451626535862
https://www.google.com/maps?q=35.37183402%2C136.46106818
https://www.google.com/maps?q=35.35927375%2C136.46462154
https://www.google.com/maps?q=35.35902662%2C136.46656308
https://www.google.com/maps?q=35.3608154%2C136.46989602
https://www.google.com/maps?q=35.3608111254566%2C136.469040494042
https://www.google.com/maps?q=35.36650638%2C136.46698227


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
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722 国道21号　さざんか地下横断歩道 関ヶ原町 関ヶ原御所街道 表示

723 国道21号　はなみずき地下横断歩道 関ヶ原町 関ヶ原北街道 表示

724 エコミュージアム 関ヶ原町 玉１５６５－３ 表示

725 国道21号　もも地下横断歩道 関ヶ原町 野上 表示

726 国道21号　じんちょうげ地下横断歩道 関ヶ原町 野上 表示

727 （主）岐阜関ケ原線 北一色地下道 神戸町 北一色 表示

728 神戸町民体育館 神戸町 神戸１２０２ 表示

729 神戸町中央公民館 神戸町 神戸１２０３ 表示

730 神戸町立神戸小学校体育館 神戸町 神戸７７５ 表示

731 神戸町立神戸中学校体育館 神戸町 更屋敷３８３－１ 表示

732 （主）岐阜関ケ原線 丈六道地下道 神戸町 丈六道 表示

733 神戸町立下宮小学校体育館 神戸町 瀬古２１１０ 表示

734 ふれあいセンター 神戸町 八条２６１－１ 表示

735 輪之内町立大薮小学校 輪之内町 大薮１１１７ 表示

736 大薮こども園 輪之内町 大薮１１１７ 表示

737 福束こども園 輪之内町 里９８３－１ 表示

738 仁木こども園 輪之内町 下大榑新田２６１－２ 表示

739 輪之内町ふれあいセンター 輪之内町 中郷新田２２０１－１ 表示

740 輪之内町立福束小学校 輪之内町 南波７６ 表示

741 輪之内町立仁木小学校 輪之内町 海松新田８２７ 表示

742 輪之内町立輪之内中学校 輪之内町 四郷２４５７ 表示

743 輪之内町民センター 輪之内町 四郷２５３０－１ 表示

744 安八町立登龍中学校 安八町 大野３３３ 表示

745 安八町総合体育館 安八町 大野３４３ 表示

746 安八町立名森小学校 安八町 大明神４０ 表示

747 安八町立結小学校 安八町 西結１０６５ 表示

748 安八町勤労青少年ホーム 安八町 東結１５６１ 表示

749 大垣市安八郡安八町組合立東安中学校 安八町 東結９５２－４３ 表示

750 大垣市安八郡安八町組合立東安中学校体育館 安八町 東結９５２－３９ 表示

751 安八町立牧小学校 安八町 牧２９２７ 表示

752 小津公民館・体育館 揖斐川町 小津８３６－２ 表示

753 公正公民館・体育館 揖斐川町 乙原２９１ 表示

754 （国）国道303号 乙原地下道 揖斐川町 乙原 表示

755 揖斐川町立春日小学校 揖斐川町 春日川合１６７７－２ 表示

756 高齢者コミュニティセンター 揖斐川町 春日美束２６７５－２ 表示

757 揖斐川町地域交流センター 揖斐川町 上南方２７－７ 表示

758 健康広場 揖斐川町 上南方８５３－４９ 表示

759 揖斐川町立北方小学校 揖斐川町 北方１３６２ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.36607035339323,%20136.47868242692718
https://www.google.com/maps?q=35.367119057397225,%20136.47203609246029
https://www.google.com/maps?q=35.3688367242792%2C136.436814774504
https://www.google.com/maps?q=35.3728927477793,%20136.50098790347405
https://www.google.com/maps?q=35.37145004146158,%20136.49632012873553
https://www.google.com/maps?q=35.4269672667646,%20136.59370268489346
https://www.google.com/maps?q=35.4164799382946%2C136.609189630661
https://www.google.com/maps?q=35.4168549016006%2C136.609436817595
https://www.google.com/maps?q=35.423434661486%2C136.607567296573
https://www.google.com/maps?q=35.4163991959471%2C136.601170890248
https://www.google.com/maps?q=35.4273530593792,%20136.6077389082605
https://www.google.com/maps?q=35.4040484475021%2C136.626608005925
https://www.google.com/maps?q=35.4061059673418%2C136.60291833496
https://www.google.com/maps?q=35.2944810870592%2C136.656081641302
https://www.google.com/maps?q=35.2944810870592%2C136.656081641302
https://www.google.com/maps?q=35.3038961115923%2C136.632686119018
https://www.google.com/maps?q=35.2730801695917%2C136.632537249698
https://www.google.com/maps?q=35.2784600315575%2C136.629190124541
https://www.google.com/maps?q=35.303991%2C136.631146
https://www.google.com/maps?q=35.2725079337933%2C136.629309774266
https://www.google.com/maps?q=35.2844095410791%2C136.636833686287
https://www.google.com/maps?q=35.2848845191488%2C136.638150220846
https://www.google.com/maps?q=35.3268443168857%2C136.666146253576
https://www.google.com/maps?q=35.3271414788213%2C136.66506300398
https://www.google.com/maps?q=35.3332156855374%2C136.660890924959
https://www.google.com/maps?q=35.3625318511529%2C136.663289648189
https://www.google.com/maps?q=35.3604072152555%2C136.668286511513
https://www.google.com/maps?q=35.3601426%2C136.6730302
https://www.google.com/maps?q=35.3597115%2C136.6727858
https://www.google.com/maps?q=35.3264355725376%2C136.647414570157
https://www.google.com/maps?q=35.580083%2C136.522583
https://www.google.com/maps?q=35.5307399879759%2C136.530853423581
https://www.google.com/maps?q=35.53408976800759,%20136.52530668246882
https://www.google.com/maps?q=35.4660733583128%2C136.457526097578
https://www.google.com/maps?q=35.4842987900066%2C136.446626389149
https://www.google.com/maps?q=35.490556%2C136.565833
https://www.google.com/maps?q=35.4972807144531%2C136.563393464157
https://www.google.com/maps?q=35.5055347527193%2C136.539870222303


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

760 北方公民館 揖斐川町 北方１３６５－１７ 表示

761 揖斐川町立北和中学校 揖斐川町 北方１８９１－２ 表示

762 揖斐川町立清水小学校 揖斐川町 清水１５２７ 表示

763 清水公民館 揖斐川町 清水１５２８－１２ 表示

764 揖斐川町立小島小学校 揖斐川町 小島１３９ 表示

765 小島公民館 揖斐川町 小島１３９ 表示

766 川上集会場 揖斐川町 坂内川上１３５３－３ 表示

767 諸家集会場 揖斐川町 坂内坂本１２３６ 表示

768 広瀬集会場 揖斐川町 坂内広瀬３１６７ 表示

769 揖斐川町立坂内小中学校 揖斐川町 坂内広瀬３５１ 表示

770 坂内振興事務所 揖斐川町 坂内広瀬９２４ 表示

771 （国）国道303号 坂内小学校前地下道 揖斐川町 坂内広瀬 表示

772 谷汲トレイルセンター 揖斐川町 谷汲神原７６２－１ 表示

773 東部文化会館 揖斐川町 谷汲長瀬４２３－７ 表示

774 谷汲文化会館 揖斐川町 谷汲名礼２６５－４３ 表示

775 揖斐川町「水と森の学習館」 揖斐川町 鶴見６５３－１ 表示

776 旧揖斐川町立旧久瀬小学校 揖斐川町 西津汲４８１－３ 表示

777 旧揖斐川町立旧久瀬中学校 揖斐川町 西津汲４８１－３ 表示

778 くぜ幼児園 揖斐川町 西津汲７１０－１ 表示

779 藤橋公民館 揖斐川町 西横山４０８－１ 表示

780 脛永公民館 揖斐川町 脛永５９７－１ 表示

781 東津汲コミュニティセンター 揖斐川町 東津汲１００７－１ 表示

782 久瀬振興事務所 揖斐川町 東津汲８７５－１ 表示

783 やまびこの郷 揖斐川町 東津汲８７７－１ 表示

784 藤橋高齢者コミュニティセンター 揖斐川町 東横山９４２ 表示

785 教育交流施設 揖斐川町 東横山２０６ 表示

786 栃の実荘 揖斐川町 日坂１５０９－１５ 表示

787 大和公民館 揖斐川町 房島４９０ 表示

788 揖斐川町立大和小学校 揖斐川町 房島５６０ 表示

789 揖斐川町役場 揖斐川町 三輪１３３ 表示

790 揖斐川町立揖斐小学校 揖斐川町 三輪１３３２－２ 表示

791 揖斐公民館 揖斐川町 三輪４４２－１ 表示

792 岐阜県立揖斐高等学校 揖斐川町 三輪１８５２ 表示

793 揖斐川町立揖斐川中学校 揖斐川町 和田４１２ 表示

794 大野町立東小学校 大野町 相羽７６３－１０ 表示

795 大野町立北小学校 大野町 稲富１７０８ 表示

796 富秋地区農業構造改善センター 大野町 稲富８４２－２ 表示

797 大野町立大野小学校 大野町 大野１７７ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.5053569735054%2C136.538981417762
https://www.google.com/maps?q=35.5032963799738%2C136.55053048163
https://www.google.com/maps?q=35.4708206098877%2C136.594683359577
https://www.google.com/maps?q=35.470765095731%2C136.596116569535
https://www.google.com/maps?q=35.4814431869133%2C136.545153973275
https://www.google.com/maps?q=35.4814431869133%2C136.545153973275
https://www.google.com/maps?q=35.6124876501999%2C136.362731851321
https://www.google.com/maps?q=35.551270845557%2C136.411760338247
https://www.google.com/maps?q=35.6048672976614%2C136.403642425381
https://www.google.com/maps?q=35.5992154798244%2C136.416488726417
https://www.google.com/maps?q=35.6029954966402%2C136.412127859868
https://www.google.com/maps?q=35.599112197494584,%20136.41731525865868
https://www.google.com/maps?q=35.551694%2C136.556444
https://www.google.com/maps?q=35.5325202785868%2C136.641726982133
https://www.google.com/maps?q=35.5264757215998%2C136.609007845809
https://www.google.com/maps?q=35.6365545214415%2C136.483775894699
https://www.google.com/maps?q=35.5533034587188%2C136.505543704866
https://www.google.com/maps?q=35.5533034587188%2C136.505543704866
https://www.google.com/maps?q=35.5542977653312%2C136.504552088732
https://www.google.com/maps?q=35.585%2C136.457667
https://www.google.com/maps?q=35.4691648268725%2C136.577662687281
https://www.google.com/maps?q=35.554556%2C136.508111
https://www.google.com/maps?q=35.5566420011961%2C136.50697401279
https://www.google.com/maps?q=35.5570947367624%2C136.507362851011
https://www.google.com/maps?q=35.5881788105884%2C136.455702355107
https://www.google.com/maps?q=35.5775%2C136.462694
https://www.google.com/maps?q=35.537758955045%2C136.430392530085
https://www.google.com/maps?q=35.4938947461043%2C136.553430571408
https://www.google.com/maps?q=35.493686459903%2C136.554386050914
https://www.google.com/maps?q=35.4873125345353%2C136.568587818329
https://www.google.com/maps?q=35.489465207594%2C136.574348346458
https://www.google.com/maps?q=35.486139%2C136.572639
https://www.google.com/maps?q=35.4869517527389%2C136.580367355951
https://www.google.com/maps?q=35.4785801802165%2C136.567879866138
https://www.google.com/maps?q=35.4586230749792%2C136.638560523125
https://www.google.com/maps?q=35.484153687593%2C136.646342241221
https://www.google.com/maps?q=35.4889976242961%2C136.648166904125
https://www.google.com/maps?q=35.4721742109036%2C136.634615927786


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

798 大野町役場 大野町 大野８０ 表示

799 福祉センター 大野町 大野８０ 表示

800 川合地区農村集落多目的施設 大野町 加納４６５－２ 表示

801 大野町立南小学校 大野町 加納４６８ 表示

802 大野町立中小学校 大野町 公郷１６６１ 表示

803 大野町立揖東中学校 大野町 公郷３２６１－３ 表示

804 鴬地区農村集落多目的施設 大野町 公郷１６２４ 表示

805 大野町立大野中学校 大野町 黒野１０８１ 表示

806 第一公民館 大野町 黒野３１５－１ 表示

807 中央公民館 大野町 黒野９１３－１ 表示

808 町民武道館 大野町 黒野９１３－１ 表示

809 総合町民センター 大野町 黒野９９０ 表示

810 豊木地区農業構造改善センター 大野町 桜大門５２９ー２ 表示

811 下座倉公民館 大野町 下座倉２８０－３ 表示

812 西濃環境保全センター 大野町 下座倉１３７５－１ 表示

813 西こども園 大野町 瀬古４８０ 表示

814 南こども園 大野町 本庄２００－６ 表示

815 大野町立西小学校 大野町 松山１５－１ 表示

816 西郡地区農村集落多目的施設 大野町 松山７２７ 表示

817 東公民館 池田町 上田１１６０－３ 表示

818 養基公民館 池田町 粕ヶ原５６８－２ 表示

819 八幡公民館 池田町 片山６４９ 表示

820 片山地下横断歩道 池田町 片山 表示

821 西公民館 池田町 田畑１８６－２ 表示

822 ゆうごう・ほっと館 池田町 本郷１１９０－１ 表示

823 宮地公民館 池田町 宮地８６４－１４ 表示

824 （国）国道417号 下八幡北出地下道 池田町 八幡 表示

825 中央公民館 池田町 六之井１４５５－１ 表示

826 中公民館 池田町 六之井１４８０－１ 表示

827 関市立旭ヶ丘小学校 関市 旭ヶ丘２ －１－１ 表示

828 関市立旭ヶ丘中学校 関市 旭ヶ丘２－３－１ 表示

829 関市板取岩本集会場 関市 板取１６７３ 表示

830 関市板取体育館 関市 板取２３０５ 表示

831 関市立板取小学校 関市 板取１８０４ 表示

832 関市板取老人福祉センター 関市 板取６５０３ 表示

833 関市立富岡小学校 関市 市平賀５０６ 表示

834 富岡ふれあいセンター 関市 市平賀５０６-1 表示

835 桜ヶ丘ふれあいセンター 関市 鋳物師屋５－２－３０ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4706520059387%2C136.62823320844
https://www.google.com/maps?q=35.4706520059387%2C136.62823320844
https://www.google.com/maps?q=35.440760800974%2C136.621337682166
https://www.google.com/maps?q=35.4410302341392%2C136.622132047305
https://www.google.com/maps?q=35.4558088338971%2C136.611065808426
https://www.google.com/maps?q=35.4483567839522%2C136.606083183191
https://www.google.com/maps?q=35.4564615367698%2C136.611046341829
https://www.google.com/maps?q=35.4724602114276%2C136.631432862397
https://www.google.com/maps?q=35.4624530248597%2C136.631660986395
https://www.google.com/maps?q=35.4692549785454%2C136.629683132739
https://www.google.com/maps?q=35.4688105931459%2C136.630024785784
https://www.google.com/maps?q=35.4693438087352%2C136.627699969617
https://www.google.com/maps?q=35.4803621392329%2C136.633524056869
https://www.google.com/maps?q=35.4174386714104%2C136.630007220277
https://www.google.com/maps?q=35.4108077777778%2C136.63658
https://www.google.com/maps?q=35.473470701197%2C136.610765188944
https://www.google.com/maps?q=35.4335060471068%2C136.620301926597
https://www.google.com/maps?q=35.4754426453961%2C136.60859586216
https://www.google.com/maps?q=35.4744705358898%2C136.608670891155
https://www.google.com/maps?q=35.4468675054359%2C136.583204683298
https://www.google.com/maps?q=35.4638039427018%2C136.561930926537
https://www.google.com/maps?q=35.4200287512588%2C136.577164523891
https://www.google.com/maps?q=35.42201088089273,%20136.56918471579934
https://www.google.com/maps?q=35.4354822252966%2C136.564078994098
https://www.google.com/maps?q=35.4431703129191%2C136.567167332409
https://www.google.com/maps?q=35.4554712646178%2C136.549846177209
https://www.google.com/maps?q=35.42477370295223,%20136.57672825356343
https://www.google.com/maps?q=35.4420011607343%2C136.573672361485
https://www.google.com/maps?q=35.4424899324676%2C136.571158674684
https://www.google.com/maps?q=35.4832301380399%2C136.92670667701
https://www.google.com/maps?q=35.4838412363984%2C136.929006453868
https://www.google.com/maps?q=35.712667%2C136.796972
https://www.google.com/maps?q=35.7227104186182%2C136.784957408915
https://www.google.com/maps?q=35.714911%2C136.7981
https://www.google.com/maps?q=35.6885983094159%2C136.811581346631
https://www.google.com/maps?q=35.4854358961506%2C136.945060550502
https://www.google.com/maps?q=35.4882032921573%2C136.942366238712
https://www.google.com/maps?q=35.4742897247761%2C136.936228399126


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

836 関市立安桜小学校 関市 いろは町１ 表示

837 関市瀬尻小学校 関市 小瀬２１２０－４ 表示

838 フレンチマスタード 関市 小瀬２７２５－１ 表示

839 鮎之瀬ふれあいセンター 関市 小瀬１５３ 表示

840 （国）国道418号 小瀬地下道 関市 小瀬 表示

841 関市立小金田中学校 関市 小屋名１２７ 表示

842 関市立金竜小学校 関市 上白金４８２－１ 表示

843 関市立上之保小学校 関市 上之保１０７１ 表示

844 上之保保育園 関市 上之保１１４０ 表示

845 関市立南ヶ丘小学校 関市 倉知４３７２ 表示

846 関市立関商工高等学校 関市 倉知４９０９－４５ 表示

847 （国）国道248号 関Ｉ・Ｃ北 関市 倉知字影田 表示

848 （国）国道248号 関Ｉ・Ｃ南 関市 倉知字影田 表示

849 関市立桜ヶ丘中学校 関市 桜台３－１３－１ 表示

850 文化会館 関市 桜本町２－３０－１ 表示

851 株式会社シノダ楽器　ＬＭ店 関市 山王通１－３－２７ 表示

852 関市立富野中学校 関市 志津野２９７２ 表示

853 関市立下有知小学校 関市 下有知１５２５－１ 表示

854 関市立下有知中学校 関市 下有知３１２１－１ 表示

855 下有知ふれあいセンター 関市 下有知３２４５－３２ 表示

856 安桜ふれあいセンター 関市 千年町２丁目１８－１ 表示

857 西部ふれあいセンター別館 関市 千疋１９６ 表示

858 千疋体育館 関市 千疋５－７－１ 表示

859 関市立倉知小学校 関市 段下６６－１ 表示

860 （主）江南関線 倉知地下道 関市 段下 表示

861 関市陸上競技場管理棟 関市 塔ノ洞３丁目３８８５－１ 表示

862 関市立中池自然の家 関市 塔ノ洞３８８５－１ 表示

863 関市中池体育館 関市 塔ノ洞３８４５－１ 表示

864 関市武儀生涯学習センター 関市 富之保２００１－１ 表示

865 関市立武儀小学校 関市 富之保２８０１－１ 表示

866 関市立津保川中学校 関市 中之保５７００－５ 表示

867 旭ヶ丘ふれあいセンター 関市 仲町８－１５ 表示

868 関市立富野小学校 関市 西神野２７０－１ 表示

869 富野ふれあいセンター 関市 西神野１４４－１ 表示

870 田原ふれあいセンター 関市 西田原１４２６－１ 表示

871 関市立田原小学校 関市 西田原１４６５ 表示

872 東志摩公民センター 関市 東志摩７５５ 表示

873 関勤労会館 関市 平和通６丁目１１－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4815662202472%2C136.917868620392
https://www.google.com/maps?q=35.4986914437572%2C136.893434008527
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B029'35.4%22N+136%C2%B053'46.1%22E/@35.4931387,136.8952406,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x638296b107f5c49!8m2!3d35.4931791!4d136.8961257?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.4989958333333%2C136.894193055556
https://www.google.com/maps?q=35.497614533551115,%20136.8929750212507
https://www.google.com/maps?q=35.4800344895124%2C136.863198446488
https://www.google.com/maps?q=35.4821952700633%2C136.859776443247
https://www.google.com/maps?q=35.608351845827%2C137.03283444257
https://www.google.com/maps?q=35.6094822514481%2C137.03198725212
https://www.google.com/maps?q=35.4578654930809%2C136.891610673776
https://www.google.com/maps?q=35.4604074%2C136.897862
https://www.google.com/maps?q=35.467494083342594,%20136.88855573386087
https://www.google.com/maps?q=35.46726967133611,%20136.88882713588333
https://www.google.com/maps?q=35.4647850580086%2C136.928401654694
https://www.google.com/maps?q=35.4902539517258%2C136.911071670203
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B029'14.1%22N+136%C2%B053'55.4%22E/@35.4872865,136.8981536,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x47ee05dff648231!8m2!3d35.487257!4d136.898733?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=35.5246874750655%2C136.965021245936
https://www.google.com/maps?q=35.511337503546%2C136.904699224921
https://www.google.com/maps?q=35.5160787321609%2C136.908832022314
https://www.google.com/maps?q=35.5107209561424%2C136.90668240799
https://www.google.com/maps?q=35.4838353942508%2C136.917382467887
https://www.google.com/maps?q=35.4936410075125%2C136.852448883016
https://www.google.com/maps?q=35.4873499297538%2C136.847263456487
https://www.google.com/maps?q=35.484101526819%2C136.896987014959
https://www.google.com/maps?q=35.484128103042586,%20136.8987449217513
https://www.google.com/maps?q=35.50209%2C136.936725
https://www.google.com/maps?q=35.5050973350716%2C136.936541122061
https://www.google.com/maps?q=35.505756%2C136.936494
https://www.google.com/maps?q=35.5834264358713%2C137.013787032863
https://www.google.com/maps?q=35.585542%2C137.011163
https://www.google.com/maps?q=35.56739%2C137.0109
https://www.google.com/maps?q=35.4860937240816%2C136.927648155781
https://www.google.com/maps?q=35.5186355244139%2C136.970582096293
https://www.google.com/maps?q=35.5191105467381%2C136.973667920689
https://www.google.com/maps?q=35.4572029854184%2C136.944492198435
https://www.google.com/maps?q=35.4560058888276%2C136.944061724587
https://www.google.com/maps?q=35.5153479898568%2C136.897908002659
https://www.google.com/maps?q=35.4828548245884%2C136.9122912815


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

874 アピセ・関 関市 平和通７丁目５－１ 表示

875 関市洞戸小学校 関市 洞戸市場２４８ 表示

876 関市板取川中学校 関市 洞戸市場５６６－１ 表示

877 洞戸ふれあいセンター 関市 洞戸市場２９４－５ 表示

878 関市立緑ヶ丘中学校 関市 緑ヶ丘２－１－１０ 表示

879 武芸川生涯学習センター 関市 武芸川町小知野７７９－１ 表示

880 関市武芸川体育館 関市 武芸川町小知野７７９－１ 表示

881 関市立博愛小学校 関市 武芸川町高野２５４ 表示

882 関市立武芸小学校 関市 武芸川町谷口１３３６ 表示

883 関市立寺尾小学校 関市 武芸川町谷口２３１６ 表示

884 関市立武芸川中学校 関市 武芸川町八幡１５０３ 表示

885 武芸川ふるさと館 関市 武芸川町八幡１５６６ 表示

886 関市立桜ヶ丘小学校 関市 明生町４－１－１ 表示

887 （国）国道248号 虹ヶ丘地下道 関市 山田字新大栗 表示

888 弥生町地下道 関市 弥生町４丁目 表示

889 総合体育館 関市 若草通２－１ 表示

890 総合福祉会館 関市 若草通２－１ 表示

891 学習情報館 関市 若草通２－１ 表示

892 関市役所 関市 若草通３－１ 表示

893 美濃市立中有知小学校 美濃市 生櫛１６１４－１ 表示

894 中有知遊童館 美濃市 生櫛１１６１－１ 表示

895 上生櫛集会場 美濃市 生櫛１４０７－５ 表示

896 中有知地域ふれあいセンター 美濃市 生櫛１６１３－２ 表示

897 美濃市立美濃小学校 美濃市 泉町１５９４－１ 表示

898 美濃市文化会館 美濃市 泉町４５－３ 表示

899 乙狩集会場 美濃市 乙狩１４０１－２ 表示

900 大矢田公民館 美濃市 大矢田１２６１－５ 表示

901 美濃市立大矢田小学校 美濃市 大矢田１３９０ 表示

902 美濃市立昭和中学校 美濃市 大矢田７８８ 表示

903 大矢田体育館 美濃市 大矢田９７５－１ 表示

904 伊瀬集会所 美濃市 大矢田１４２４－１ 表示

905 （一）上野関線 大矢田地下道 美濃市 大矢田 表示

906 下牧定住促進センター 美濃市 片知５９３ 表示

907 美濃和紙用具ミュージアムふくべ 美濃市 片知８１３ 表示

908 防災中央コミュニティセンター 美濃市 上条１３５０ 表示

909 美濃市中央公民館 美濃市 上条９５－２ 表示

910 紙のふるさとふれあいセンター 美濃市 上野７４４ 表示

911 市営亀野住宅集会所 美濃市 亀野町３９５２ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4845379445438%2C136.91141351814
https://www.google.com/maps?q=35.6052247363427%2C136.821291925103
https://www.google.com/maps?q=35.6079353597225%2C136.814073011502
https://www.google.com/maps?q=35.6022208333333%2C136.817193333333
https://www.google.com/maps?q=35.4924423709344%2C136.90215014547
https://www.google.com/maps?q=35.5362858889992%2C136.841992666433
https://www.google.com/maps?q=35.5362858889992%2C136.841992666433
https://www.google.com/maps?q=35.5235348453182%2C136.853356033908
https://www.google.com/maps?q=35.5450121830737%2C136.822191296157
https://www.google.com/maps?q=35.58802%2C136.8338
https://www.google.com/maps?q=35.5351915882396%2C136.842759306564
https://www.google.com/maps?q=35.5373552522525%2C136.843642482818
https://www.google.com/maps?q=35.4714509488139%2C136.927718134905
https://www.google.com/maps?q=35.468709469625146,%20136.8643213090932
https://www.google.com/maps?q=35.47583379479819,%20136.92806482002086
https://www.google.com/maps?q=35.4960839671675%2C136.916087683919
https://www.google.com/maps?q=35.4960839671675%2C136.916087683919
https://www.google.com/maps?q=35.4960839671675%2C136.916087683919
https://www.google.com/maps?q=35.495888557191456,%20136.91773201619887
https://www.google.com/maps?q=35.5271078044716%2C136.899671302795
https://www.google.com/maps?q=35.52757%2C136.899191
https://www.google.com/maps?q=35.530147%2C136.896039
https://www.google.com/maps?q=35.528147%2C136.899711
https://www.google.com/maps?q=35.5505%2C136.9147
https://www.google.com/maps?q=35.5481%2C136.9121
https://www.google.com/maps?q=35.606797%2C136.86092
https://www.google.com/maps?q=35.5386169076374%2C136.871503891805
https://www.google.com/maps?q=35.5405%2C136.8705
https://www.google.com/maps?q=35.5356%2C136.8764
https://www.google.com/maps?q=35.5352701547663%2C136.875059260668
https://www.google.com/maps?q=35.54061%2C136.869012
https://www.google.com/maps?q=35.5494609857855,%20136.86170702073164
https://www.google.com/maps?q=35.5806879432743%2C136.905160505492
https://www.google.com/maps?q=35.5889176707476%2C136.909620921676
https://www.google.com/maps?q=35.5451%2C136.9075
https://www.google.com/maps?q=35.5422%2C136.9081
https://www.google.com/maps?q=35.5857393341226%2C136.872396513629
https://www.google.com/maps?q=35.536549%2C136.914174


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

912 神洞生涯学習センター 美濃市 神洞５２４－１ 表示

913 上牧公民館 美濃市 小倉７３７－３２ 表示

914 美濃市立藍見小学校 美濃市 極楽寺７９４－１ 表示

915 藍見防災コミュニティセンター 美濃市 極楽寺７９７－２ 表示

916 美濃建設会館 美濃市 極楽寺７４６ 表示

917 志摩公民センター 美濃市 志摩３８－１ 表示

918 洲原体育館 美濃市 下河和４１５ 表示

919 洲原防災コミュニティセンター 美濃市 下河和４６８－３ 表示

920 美濃会館 美濃市 新町２０５７ 表示

921 道の駅美濃にわか茶屋 美濃市 曽代２００７ 表示

922 美濃市体育館 美濃市 曽代１６６－１ 表示

923 立花コミュニティセンター 美濃市 立花３５６－１ 表示

924 立花ふれあいセンター 美濃市 立花４１０－１ 表示

925 立花生涯学習センター 美濃市 立花５５４ 表示

926 立花集会所 美濃市 立花９２６ 表示

927 美濃市立美濃中学校 美濃市 千畝町２８８１－１ 表示

928 殿町コミュニティセンター 美濃市 殿町１４３０－１ 表示

929 長瀬生涯学習センター体育館 美濃市 長瀬５４５ 表示

930 （主）岐阜美濃線 中有知地下道 美濃市 松森 表示

931 国道156号　下松森地下横断歩道 美濃市 松森下巾上 表示

932 国道156号　上松森地下横断歩道 美濃市 松森水戸 表示

933 美濃市立牧谷小学校 美濃市 蕨生２１０２ 表示

934 蕨生洞集会場 美濃市 蕨生６９２－２ 表示

935 美濃市役所 美濃市 １３５０ 表示

936 ほくぶ保育園
美濃加茂

市
伊深町１５６３－３ 表示

937 伊深交流センター
美濃加茂

市
伊深町９０９ 表示

938 美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい
美濃加茂

市
太田町１９１６－１ 表示

939 美濃加茂市生涯学習センター
美濃加茂

市
太田町３４２５－１ 表示

940 国道21号　北町中地下道
美濃加茂

市
太田町北一中 表示

941 国道21号　北町東地下道
美濃加茂

市
太田町 表示

942 国道21号　北町西地下歩道
美濃加茂

市
太田町 表示

943 国道41号　北町南地下道
美濃加茂

市
太田町 表示

944 加茂野交流センター
美濃加茂

市
加茂野町今泉１５４６－４ 表示

945 加茂野保育園
美濃加茂

市
加茂野町鷹之巣１４５３ 表示

946 美濃加茂市あじさいエコパーク
美濃加茂

市
加茂野町鷹之巣２１５８－２ 表示

947 あじさい看護福祉専門学校
美濃加茂

市
川合町４丁目６番８号 表示

948 古井第二保育園
美濃加茂

市
古井町下古井２０７ 表示

949 下古井地下道
美濃加茂

市
古井町下古井
島１丁目 表示

https://www.google.com/maps?q=35.5745437805121%2C136.888231656357
https://www.google.com/maps?q=35.5819756174211%2C136.862000339257
https://www.google.com/maps?q=35.5340094579989%2C136.886011128861
https://www.google.com/maps?q=35.53385116042%2C136.886727738819
https://www.google.com/maps?q=35.532795%2C136.888704
https://www.google.com/maps?q=35.5151340488144%2C136.894811058631
https://www.google.com/maps?q=35.5873%2C136.9459
https://www.google.com/maps?q=35.5875937235145%2C136.946015014931
https://www.google.com/maps?q=35.5442%2C136.9093
https://www.google.com/maps?q=35.5546105729227%2C136.913724613371
https://www.google.com/maps?q=35.558679%2C136.922285
https://www.google.com/maps?q=35.5783196002228%2C136.938724329213
https://www.google.com/maps?q=35.5784028459479%2C136.935571823578
https://www.google.com/maps?q=35.5787470949973%2C136.929269583275
https://www.google.com/maps?q=35.570339%2C136.926013
https://www.google.com/maps?q=35.5387%2C136.9125
https://www.google.com/maps?q=35.548757%2C136.910361
https://www.google.com/maps?q=35.5725887472897%2C136.900330672101
https://www.google.com/maps?q=35.5298138261888,%20136.90251862265623
https://www.google.com/maps?q=35.526711678558165,%20136.90789523372013
https://www.google.com/maps?q=35.53292630906747,%20136.90845967691672
https://www.google.com/maps?q=35.5888%2C136.8904
https://www.google.com/maps?q=35.591022%2C136.89452
https://www.google.com/maps?q=35.54477273950941,%20136.90752579037655
https://www.google.com/maps?q=35.5012494389514%2C137.003818731602
https://www.google.com/maps?q=35.5011300366676%2C137.004971413336
https://www.google.com/maps?q=35.4422924935064%2C137.01323398195
https://www.google.com/maps?q=35.4401567001845%2C137.016256019923
https://www.google.com/maps?q=35.45005553526852,%20137.01301130646416
https://www.google.com/maps?q=35.4494359410736,%20137.01012943630087
https://www.google.com/maps?q=35.44927956975297,%20137.0096148588642
https://www.google.com/maps?q=35.446232021686825,%20137.01207635493725
https://www.google.com/maps?q=35.4617893360522%2C136.975294899945
https://www.google.com/maps?q=35.4629752543266%2C136.972956171047
https://www.google.com/maps?q=35.4723268491225%2C136.968167353919
https://www.google.com/maps?q=35.450734%2C137.050684
https://www.google.com/maps?q=35.440406788141%2C137.020958378964
https://www.google.com/maps?q=35.441329313532435,%20137.02638601051044


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

950 美濃加茂市文化会館
美濃加茂

市
島町２－５－２７ 表示

951 下米田保育園
美濃加茂

市
下米田町今１０９－２ 表示

952 下米田交流センター
美濃加茂

市
下米田町則光１８２ 表示

953 （主）可児金山線 下米田地下歩道
美濃加茂

市
下米田町則光 表示

954 総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂
美濃加茂

市
新池町３－４－１ 表示

955 国道21号　田島１号地下道
美濃加茂

市
田島４丁目 表示

956 国道21号　田島２号地下道
美濃加茂

市
田島４丁目 表示

957 国道21号　田島３号地下道
美濃加茂

市
田島４丁目 表示

958 美濃加茂市立西中学校体育館
美濃加茂

市
西町１－３０ 表示

959 太田第二保育園
美濃加茂

市
西町３－２４９－１ 表示

960 西体育館
美濃加茂

市
西町３－２３２－１ 表示

961 巾上地下歩道
美濃加茂

市
西町１丁目、西町２丁目 表示

962 国道21号　西町地下道
美濃加茂

市
西町３丁目 表示

963 みのかも文化の森
美濃加茂

市
蜂屋町上蜂屋３２９９－１ 表示

964 蜂屋保育園
美濃加茂

市
蜂屋町中蜂屋４４７４ 表示

965 蜂屋交流センター
美濃加茂

市
蜂屋町上蜂屋３６３７ 表示

966 岐阜県立加茂高等学校
美濃加茂

市
本郷町２－６－７８ 表示

967 カナリヤの家
美濃加茂

市
本郷町２－８－２５ 表示

968 古井第一保育園
美濃加茂

市
本郷町２－８－３１ 表示

969 岐阜県立加茂農林高等学校
美濃加茂

市
本郷町３－３－１３ 表示

970 上古井交流センター
美濃加茂

市
本郷町８－８－４８ 表示

971 美濃加茂市立東中学校体育館
美濃加茂

市
本郷町８－８－５２ 表示

972 美濃加茂市東図書館
美濃加茂

市
本郷町９－２－２２ 表示

973 美濃加茂中学高等学校体育館
美濃加茂

市
本郷町７－６－６０ 表示

974 可茂特別支援学校体育館
美濃加茂

市
牧野２００７番地１ 表示

975 国道21号　新太田橋地下横断歩道
美濃加茂

市
御門町２丁目 表示

976 三和交流センター
美濃加茂

市
三和町川浦２５６５ 表示

977 国道41号　山手地下道
美濃加茂

市
山手町３丁目 表示

978 山之上こども園
美濃加茂

市
山之上町２８１２－１ 表示

979 山之上交流センター
美濃加茂

市
山之上町３４５７－１ 表示

980 可児市立蘇南中学校 可児市 今渡１１２ 表示

981 今渡地区センター 可児市 今渡１５２１－４ 表示

982 可児市立今渡北小学校 可児市 今渡１６８０ 表示

983 可児市福祉センター 可児市 今渡６８２－１ 表示

984 （主）土岐可児線 今渡地下歩道 可児市 今渡 表示

985 国道21号　今渡地下道 可児市 今渡 表示

986 可児市立旭小学校 可児市 大森２０７８－３ 表示

987 可児市老人福祉センター福寿苑 可児市 大森３４７－２ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4379905424775%2C137.026860732096
https://www.google.com/maps?q=35.4629329930176%2C137.060906844675
https://www.google.com/maps?q=35.4631413263437%2C137.061862309322
https://www.google.com/maps?q=35.463906294307954,%20137.06327316045326
https://www.google.com/maps?q=35.4535333008663%2C137.030179312786
https://www.google.com/maps?q=35.44894039367022,%20137.02523614505273
https://www.google.com/maps?q=35.44860242549313,%20137.02728213111786
https://www.google.com/maps?q=35.448518604735554,%20137.02794371960942
https://www.google.com/maps?q=35.4471056253679%2C137.004773429842
https://www.google.com/maps?q=35.4430976543829%2C137.000987796568
https://www.google.com/maps?q=35.4440213%2C137.0012663
https://www.google.com/maps?q=35.445018335588365,%20137.003923696245
https://www.google.com/maps?q=35.44643518392965,%20136.9991920450095
https://www.google.com/maps?q=35.4569104949321%2C137.022127111352
https://www.google.com/maps?q=35.4704003209392%2C137.00979157568
https://www.google.com/maps?q=35.4715307221785%2C137.008755513003
https://www.google.com/maps?q=35.4493088%2C137.0310633
https://www.google.com/maps?q=35.450150543824%2C137.037906542821
https://www.google.com/maps?q=35.4500616554827%2C137.037520468616
https://www.google.com/maps?q=35.4493088%2C137.0310633
https://www.google.com/maps?q=35.4514533771673%2C137.046130778504
https://www.google.com/maps?q=35.4519088902626%2C137.046508506535
https://www.google.com/maps?q=35.4511477070347%2C137.040103536843
https://www.google.com/maps?q=35.4619076366741%2C137.041827988418
https://www.google.com/maps?q=35.4480180431403%2C137.061715659941
https://www.google.com/maps?q=35.441513112508545,%20137.03892973733704
https://www.google.com/maps?q=35.5125379725169%2C137.041320600191
https://www.google.com/maps?q=35.45306942915553,%20137.01409998212193
https://www.google.com/maps?q=35.4790390863038%2C137.044479900665
https://www.google.com/maps?q=35.478268%2C137.041772
https://www.google.com/maps?q=35.4304554441776%2C137.033149351964
https://www.google.com/maps?q=35.4353771838844%2C137.03627112048
https://www.google.com/maps?q=35.4335970569293%2C137.045400947044
https://www.google.com/maps?q=35.4278003693537%2C137.040368266099
https://www.google.com/maps?q=35.43307802236329,%20137.03409251236383
https://www.google.com/maps?q=35.43477537155493,%20137.04210583213617
https://www.google.com/maps?q=35.3981294315125%2C137.068169720849
https://www.google.com/maps?q=35.4081201349326%2C137.07513263486


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

988 可児市老人福祉センターやすらぎ館 可児市 兼山１０１１－１ 表示

989 可児市立兼山小学校 可児市 兼山１４４４－１ 表示

990 可児市立兼山保育園 可児市 兼山４８２－２ 表示

991 兼山地区センター 可児市 兼山７０１－１ 表示

992 川合地区センター 可児市 川合北２－１４ 表示

993 久々利地区センター 可児市 久々利１６４４－１ 表示

994 可児市立東明小学校 可児市 久々利１９４５ 表示

995 可児市老人福祉センター可児川苑 可児市 坂戸７６５ 表示

996 可児市B＆G海洋センター 可児市 坂戸９８７－４ 表示

997 可児市立桜ケ丘小学校 可児市 桜ケ丘５－５５－２ 表示

998 可児市立東可児中学校 可児市 皐ケ丘４－７１ 表示

999 桜ケ丘地区センター 可児市 皐ケ丘６－１－１ 表示

1000 可児市立春里小学校 可児市 塩６４２－１ 表示

1001 下恵土地区センター 可児市 下恵土１６７３ 表示

1002 可児市立今渡南小学校 可児市 下恵土３４３３－７ 表示

1003 姫治地区センター 可児市 下切１５３０ 表示

1004 広見東地区センター 可児市 瀬田１７３６ 表示

1005 （国）国道248号 下恵土地下道 可児市 徳野南 表示

1006 土田地区センター 可児市 土田２３５２－２ 表示

1007 可児市立土田小学校 可児市 土田４２２６－１ 表示

1008 国道41号　土田１号地下横断歩道 可児市 土田大脇 表示

1009 国道41号　土田２号地下横断歩道 可児市 土田北裏 表示

1010 中恵土地区センター 可児市 中恵土１８９６－１ 表示

1011 国道21号　中恵土地下横断歩道 可児市 中恵土 表示

1012 平牧地区センター 可児市 二野２５４７－４ 表示

1013 帷子地区センター 可児市 東帷子１０１１ 表示

1014 可児市立帷子小学校 可児市 東帷子１０４７ 表示

1015 可児市立南帷子小学校 可児市 東帷子２２３１ 表示

1016 可児市立広陵中学校 可児市 東帷子５９３ 表示

1017 可児市勤労者総合福祉センター  Ｌポート可児 可児市 姫ヶ丘１－３７ 表示

1018 可児市立中部中学校 可児市 広見１０８６ 表示

1019 可児市総合会館 可児市 広見１－５ 表示

1020 広見地区センター 可児市 広見７－７７ 表示

1021 可児市立広見小学校 可児市 広見７１－１ 表示

1022 春里地区センター 可児市 矢戸４０７ 表示

1023 可児市立西可児中学校 可児市 若葉台７－１ 表示

1024 郡上市立石徹白小学校体育館 郡上市 白鳥町石徹白第３９号２ 表示

1025 白鳥ふれあい創造館 郡上市 白鳥町白鳥３５９－２６ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4592148946574%2C137.09811207711
https://www.google.com/maps?q=35.4531849709704%2C137.095937489909
https://www.google.com/maps?q=35.4564400191175%2C137.090410072533
https://www.google.com/maps?q=35.4575927187897%2C137.09254595502
https://www.google.com/maps?q=35.4416491273555%2C137.053816583285
https://www.google.com/maps?q=35.4035159904756%2C137.110946356772
https://www.google.com/maps?q=35.4086066646789%2C137.094255953369
https://www.google.com/maps?q=35.4174624185486%2C137.030769483597
https://www.google.com/maps?q=35.4115966171965%2C137.038780114083
https://www.google.com/maps?q=35.3820268304201%2C137.11355248026
https://www.google.com/maps?q=35.3848791889459%2C137.109713819681
https://www.google.com/maps?q=35.3860817108415%2C137.104903082392
https://www.google.com/maps?q=35.4073273113295%2C137.024762047349
https://www.google.com/maps?q=35.4217429129031%2C137.047959495879
https://www.google.com/maps?q=35.4314890069107%2C137.047159205267
https://www.google.com/maps?q=35.3957655796986%2C137.058815066399
https://www.google.com/maps?q=35.4290791704258%2C137.087530780975
https://www.google.com/maps?q=35.420813315030294,%20137.04282950431423
https://www.google.com/maps?q=35.4252471939155%2C137.012570780491
https://www.google.com/maps?q=35.4264720464132%2C137.01224020849
https://www.google.com/maps?q=35.42042001986088,%20137.007394222165
https://www.google.com/maps?q=35.42500729106995,%20137.00953543977764
https://www.google.com/maps?q=35.4292092893452%2C137.070515590082
https://www.google.com/maps?q=35.434567349415794,%20137.06159198713272
https://www.google.com/maps?q=35.4096618021879%2C137.082229182733
https://www.google.com/maps?q=35.4033717636045%2C137.006891526646
https://www.google.com/maps?q=35.401327522441%2C137.005711149231
https://www.google.com/maps?q=35.3895623535962%2C137.012186019386
https://www.google.com/maps?q=35.4084685184455%2C137.011429832454
https://www.google.com/maps?q=35.4069085725615%2C137.051351415421
https://www.google.com/maps?q=35.4208685932076%2C137.071407487643
https://www.google.com/maps?q=35.4252761571418%2C137.06058326659
https://www.google.com/maps?q=35.422629418889%2C137.067968832856
https://www.google.com/maps?q=35.4242431023967%2C137.067085516713
https://www.google.com/maps?q=35.4034054826376%2C137.022642932075
https://www.google.com/maps?q=35.4070299948412%2C137.019584731197
https://www.google.com/maps?q=35.973321%2C136.771371
https://www.google.com/maps?q=35.8870509391238%2C136.861368027827


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
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1026 岐阜県立郡上北高等学校体育館 郡上市 白鳥町為真１２６５－２ 表示

1027 郡上市立白鳥中学校体育館 郡上市 白鳥町為真７６１－１ 表示

1028 （主）白鳥明宝線 為真地下道 郡上市 白鳥町為真 表示

1029 郡上市立牛道小学校体育館 郡上市 白鳥町中西４９９－１ 表示

1030 郡上市立那留小学校体育館 郡上市 白鳥町那留１４５０－１ 表示

1031 郡上市立北濃小学校体育館 郡上市 白鳥町二日町１５３－１ 表示

1032 たかす町民センター 郡上市 高鷲町大鷲１２４４－８ 表示

1033 郡上市立高鷲小学校体育館 郡上市 高鷲町大鷲２３８７－１ 表示

1034 高鷲デイサービスセンター 郡上市 高鷲町大鷲２０１－２ 表示

1035 （主）高鷲インター線 向鷲見地下道 郡上市 高鷲町大鷲 表示

1036 （主）高鷲インター線 中洞地下道 郡上市 高鷲町大鷲 表示

1037 郡上市立高鷲北小学校体育館 郡上市 高鷲町ひるがの４６７０－２８２ 表示

1038 郡上市立相生小学校体育館 郡上市 八幡町相生１３５８ 表示

1039 相生公民館 郡上市 八幡町相生１３７１－１０ 表示

1040 郡上八幡西安久田農林集会所 郡上市 八幡町安久田１０８５ 表示

1041 郡上市総合スポーツセンター 郡上市 八幡町旭１１３０－１ 表示

1042 勝更コミュニティ消防センター 郡上市 八幡町有坂１２８３－１ 表示

1043 有坂会館 郡上市 八幡町有坂３１２－４ 表示

1044 郡上市立口明方小学校体育館 郡上市 八幡町市島９３２ 表示

1045 穀見集会所 郡上市 八幡町稲成７８０ 表示

1046 中野集会所 郡上市 八幡町稲成３６１－６ 表示

1047 郡上市立八幡中学校体育館 郡上市 八幡町小野８－５－１ 表示

1048 郡上八幡青少年センター 郡上市 八幡町小野８－５－２ 表示

1049 郡上高等学校体育館 郡上市 八幡町小野９７０ 表示

1050 八幡第２公民館 郡上市 八幡町五町３－１８ 表示

1051 小野地下道 郡上市 八幡町小野 表示

1052 郡上市総合文化センター 郡上市 八幡町島谷２０７－１ 表示

1053 郡上市立八幡小学校体育館 郡上市 八幡町島谷８ 表示

1054 栄町・今・今小町集会所 郡上市 八幡町島谷１１２３ 表示

1055 八幡公民館 郡上市 八幡町殿町４６－１ 表示

1056 中坪４区集会所 郡上市 八幡町中坪９９－１ 表示

1057 那比公民館 郡上市 八幡町那比３０６８ 表示

1058 郡上市立八幡西中学校体育館・格技場 郡上市 八幡町西乙原２５４－１ 表示

1059 郡上市立川合小学校体育館 郡上市 八幡町初音１０８０ 表示

1060 郡上市立西和良小学校体育館 郡上市 八幡町美山２５２５ 表示

1061
郡上市滞在型コンベンション施設「ホテル積翠
園」

郡上市 八幡町柳町５１１－２ 表示

1062 千虎集会所 郡上市 八幡町吉野２５９－１ 表示

1063 国道156号　名津佐地下道 郡上市 八幡町吉野前平 表示

https://www.google.com/maps?q=35.885084453263%2C136.863824092224
https://www.google.com/maps?q=35.8798458404437%2C136.866983816316
https://www.google.com/maps?q=35.8706771171547,%20136.86619835762878
https://www.google.com/maps?q=35.8913942111845%2C136.891835114326
https://www.google.com/maps?q=35.8718384977229%2C136.884234373441
https://www.google.com/maps?q=35.915308961377%2C136.839775315033
https://www.google.com/maps?q=35.952078%2C136.875455
https://www.google.com/maps?q=35.9470742138717%2C136.878561142042
https://www.google.com/maps?q=35.9453731777156%2C136.872459257698
https://www.google.com/maps?q=35.94773376303504,%20136.87855462927905
https://www.google.com/maps?q=35.95035468965456,%20136.87691968895118
https://www.google.com/maps?q=36.0003861236441%2C136.900920405843
https://www.google.com/maps?q=35.7141624171556%2C136.950051807941
https://www.google.com/maps?q=35.7139898693952%2C136.95089822924
https://www.google.com/maps?q=35.7367775716054%2C136.966978938372
https://www.google.com/maps?q=35.7519788234938%2C136.967009109696
https://www.google.com/maps?q=35.7484081597308%2C136.945744390502
https://www.google.com/maps?q=35.7641135680071%2C136.938655565358
https://www.google.com/maps?q=35.7839986783377%2C137.00899494014
https://www.google.com/maps?q=35.734875%2C136.955521
https://www.google.com/maps?q=35.7402211097362%2C136.947930508248
https://www.google.com/maps?q=35.7562280302775%2C136.973304956247
https://www.google.com/maps?q=35.7557398375403%2C136.97350855017
https://www.google.com/maps?q=35.7539930039165%2C136.963746301475
https://www.google.com/maps?q=35.7567090972714%2C136.944664269091
https://www.google.com/maps?q=35.75335621932912,%20136.96405896768374
https://www.google.com/maps?q=35.749339%2C136.964301
https://www.google.com/maps?q=35.7502329499578%2C136.961884446952
https://www.google.com/maps?q=35.747694%2C136.954452
https://www.google.com/maps?q=35.754315%2C136.95684
https://www.google.com/maps?q=35.758194%2C136.953868
https://www.google.com/maps?q=35.7061805725866%2C136.896868595137
https://www.google.com/maps?q=35.709926%2C136.950694
https://www.google.com/maps?q=35.7710990150181%2C136.952373617936
https://www.google.com/maps?q=35.7401520832077%2C137.007237343979
https://www.google.com/maps?q=35.753912%2C136.959312
https://www.google.com/maps?q=35.7193319314201%2C136.947755371354
https://www.google.com/maps?q=35.694839827554034,%20136.95205671995257
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1064 上ヶ洞地下道 郡上市 八幡町初音 表示

1065 美並基幹集落センター 郡上市 美並町高砂３９７－１ 表示

1066 郡上市立郡南中学校体育館 郡上市 美並町白山１３３１－１ 表示

1067 美並健康福祉センターさつき苑 郡上市 美並町白山４３０－３ 表示

1068 日本まん真ん中センター 郡上市 美並町白山４３０－４ 表示

1069 国道156号　三日市地下道 郡上市 美並町三戸薬師前 表示

1070 磨墨の里公園物産館 郡上市 明宝大谷１０１５ 表示

1071 小川小学校体育館 郡上市 明宝小川６３２ 表示

1072 明宝スポーツセンター 郡上市 明宝気良５２ 表示

1073 明宝コミュニティセンター 郡上市 明宝ニ間手５３２ 表示

1074 郡上市立大和南小学校体育館 郡上市 大和町河辺９５１ 表示

1075 郡上市立大和西小学校体育館 郡上市 大和町島３０２０ 表示

1076 大和幼児教育センターやまびこ園 郡上市 大和町島５３２７ 表示

1077 郡上市立大和中学校体育館 郡上市 大和町剣１００ 表示

1078 郡上市立大和北小学校体育館 郡上市 大和町剣１０８５番地１ 表示

1079 やまと総合センター 郡上市 大和町徳永２９０ 表示

1080 大和保健福祉センターやまつつじ 郡上市 大和町徳永６１８ 表示

1081 和良保育園・和良児童館 郡上市 和良町宮地３９７－１０ 表示

1082 和良町民センター 郡上市 和良町沢６７７－１ 表示

1083 和良保健福祉歯科総合施設 郡上市 和良町沢８６５－１ 表示

1084 国道21号　大針地下歩道 坂祝町 大針 表示

1085 国道21号　勝山地下道 坂祝町 勝山 表示

1086 中央公民館 坂祝町 黒岩１２６０－１ 表示

1087 総合福祉会館サンライフさかほぎ 坂祝町 黒岩１６２ 表示

1088 坂祝幼稚園 坂祝町 黒岩２０ 表示

1089 （国）国道248号 黒岩地下歩道1号 坂祝町 黒岩 表示

1090 （国）国道248号 黒岩地下歩道2号 坂祝町 黒岩 表示

1091 東館 坂祝町 酒倉７７０－８ 表示

1092 坂祝町立坂祝小学校 坂祝町 取組３５ 表示

1093 坂祝町立坂祝中学校 坂祝町 深萱１４６ 表示

1094 西館 坂祝町 深萱３７０番地１ 表示

1095 西公民館 富加町 大山８５７－１ 表示

1096 子育て支援拠点施設すくすく 富加町 加治田３５０ 表示

1097 富加町立富加小学校 富加町 滝田１３８１ー１ 表示

1098 児童センター 富加町 滝田１３８１－１ 表示

1099 南公民館 富加町 羽生１４４６－１ 表示

1100 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校 富加町 羽生９９０ 表示

1101 川辺中央公民館 川辺町 中川辺１５１８－４ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.7564496601458,%20136.95961369073137
https://www.google.com/maps?q=35.662361769261%2C136.950277985639
https://www.google.com/maps?q=35.6529553069251%2C136.949871424156
https://www.google.com/maps?q=35.6650132214808%2C136.964648291189
https://www.google.com/maps?q=35.6655967628893%2C136.963522448616
https://www.google.com/maps?q=35.67498326627268,%20136.96373656185378
https://www.google.com/maps?q=35.8454386993819%2C137.02874707948
https://www.google.com/maps?q=35.8626416974694%2C137.123615792129
https://www.google.com/maps?q=35.8537496443223%2C137.029354020371
https://www.google.com/maps?q=35.850044911069%2C137.032968633419
https://www.google.com/maps?q=35.8032484925875%2C136.906944031364
https://www.google.com/maps?q=35.7929894177928%2C136.905530975391
https://www.google.com/maps?q=35.797234%2C136.906818
https://www.google.com/maps?q=35.8155341408972%2C136.900073104617
https://www.google.com/maps?q=35.8226132827022%2C136.892618683161
https://www.google.com/maps?q=35.805687%2C136.90087
https://www.google.com/maps?q=35.807204%2C136.900311
https://www.google.com/maps?q=35.7420655885365%2C137.074627151675
https://www.google.com/maps?q=35.7457223956105%2C137.077389338342
https://www.google.com/maps?q=35.7475685299864%2C137.083054815028
https://www.google.com/maps?q=35.445625121316695,%20136.99225659443934
https://www.google.com/maps?q=35.430422493517334,%20136.9703922432371
https://www.google.com/maps?q=35.4391837554446%2C136.98257843361
https://www.google.com/maps?q=35.4453939371527%2C136.973570655774
https://www.google.com/maps?q=35.4373090268649%2C136.984928298119
https://www.google.com/maps?q=35.44701765648002,%20136.98081766034525
https://www.google.com/maps?q=35.44873401441375,%20136.97678589376224
https://www.google.com/maps?q=35.4349206396346%2C136.994224798753
https://www.google.com/maps?q=35.4264601940866%2C136.982215045961
https://www.google.com/maps?q=35.4323399679406%2C136.977654115184
https://www.google.com/maps?q=35.4379058002652%2C136.96952128498
https://www.google.com/maps?q=35.4962824965368%2C136.969849654563
https://www.google.com/maps?q=35.4901115920736%2C136.994692161843
https://www.google.com/maps?q=35.4834591044837%2C136.975821830618
https://www.google.com/maps?q=35.4834591044837%2C136.975821830618
https://www.google.com/maps?q=35.4803093606026%2C136.971680641433
https://www.google.com/maps?q=35.487025587177%2C136.984793138886
https://www.google.com/maps?q=35.4864361295435%2C137.071196743989


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1102 川辺第１こども園 川辺町 中川辺１７６ 表示

1103 川辺第３こども園及び児童館 川辺町 比久見１０３２－５ 表示

1104 七宗町地域福祉センターサンホーム七宗 七宗町 神渕１０３２７－１ 表示

1105 七宗町神渕コミュニティーセンター 七宗町 神渕４５２５－４ 表示

1106 七宗町立神渕中学校 七宗町 神渕９８５８ 表示

1107 七宗町立神渕小学校 七宗町 神渕９８７１ 表示

1108 七宗町立上麻生小学校 七宗町 上麻生２３５６－１ 表示

1109 七宗町立上麻生中学校 七宗町 川並４６８－１ 表示

1110 さわやかディサービスセンター七宗 七宗町 川並６１１ 表示

1111 日本最古の石博物館 七宗町 中麻生１１６０ 表示

1112 道の駅  ロック・ガーデンひちそう 七宗町 中麻生１１７６－３ 表示

1113 八百津町立錦津小学校 八百津町 伊岐津志１８０６番地 表示

1114 錦津コミュニティセンター 八百津町 伊岐津志１６９２－１ 表示

1115 （主）多治見白川線 いしばた地下道 八百津町 伊岐津志 表示

1116 八百津町立久田見小学校 八百津町 久田見２７４１番地 表示

1117 八百津町立八百津東部中学校 八百津町 久田見３３７６番地１ 表示

1118 八百津町立潮見小学校 八百津町 潮見１１２５番地 表示

1119 八百津町立八百津中学校 八百津町 野上９１６番地４ 表示

1120 福地公民館 八百津町 福地７５７番地２ 表示

1121 八百津町立八百津小学校 八百津町 八百津３７８４番地 表示

1122 中央公民館 八百津町 八百津３８２７番地１ 表示

1123 八百津町立和知小学校 八百津町 和知１２２７番地 表示

1124 白川町立蘇原小学校 白川町 赤河１０７９－１ 表示

1125 美濃白川ふるさと館ピアチェーレ 白川町 河東３５００－１ 表示

1126 白川町立佐見中学校（体育館） 白川町 上佐見１９５７ 表示

1127 白川町立佐見小学校 白川町 上佐見４８７ 表示

1128 白川町町民会館 白川町 河岐１６４５－１ 表示

1129 白川町立白川中学校（体育館） 白川町 河岐１８３０ 表示

1130 あいらんど美濃白川 白川町 河岐２－４ 表示

1131 切井体育館 白川町 切井１１６７－２ 表示

1132 白川町立蘇原保育園 白川町 切井１１６８－３ 表示

1133 白川町立黒川小学校 白川町 黒川２８０８－１ 表示

1134 白川町立黒川中学校（体育館） 白川町 黒川２９２９ 表示

1135 白川町立白川小学校（体育館） 白川町 坂ノ東４３１０ 表示

1136 特別養護老人ホーム  サンシャイン美濃白川 白川町 坂ノ東５５００－１ 表示

1137 さわやか広場みかわドーム 白川町 三川１１７５ 表示

1138 東白川村立東白川小学校 東白川村 神土２６８６－１９ 表示

1139 みつば保育園 東白川村 神土５３５－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.485388898968%2C137.066058341433
https://www.google.com/maps?q=35.4980100068898%2C137.079031743202
https://www.google.com/maps?q=35.5902274479822%2C137.085658289133
https://www.google.com/maps?q=35.5769513189094%2C137.091127751954
https://www.google.com/maps?q=35.5814673915118%2C137.08793064001
https://www.google.com/maps?q=35.5825589099016%2C137.08696957197
https://www.google.com/maps?q=35.5430198281272%2C137.121501370196
https://www.google.com/maps?q=35.5371897917109%2C137.115690982336
https://www.google.com/maps?q=35.5376037359092%2C137.119807275068
https://www.google.com/maps?q=35.5332013286921%2C137.114557896212
https://www.google.com/maps?q=35.522896933219%2C137.114038880535
https://www.google.com/maps?q=35.4676397290121%2C137.130022876501
https://www.google.com/maps?q=35.468650618434%2C137.125728768169
https://www.google.com/maps?q=35.46564953993738,%20137.12532484010706
https://www.google.com/maps?q=35.5207406764248%2C137.187579781346
https://www.google.com/maps?q=35.5148055566437%2C137.200259455016
https://www.google.com/maps?q=35.4992059398672%2C137.255849647139
https://www.google.com/maps?q=35.4791605031911%2C137.124486819286
https://www.google.com/maps?q=35.5293410068781%2C137.240047118119
https://www.google.com/maps?q=35.4762723876536%2C137.142379814011
https://www.google.com/maps?q=35.4764696267412%2C137.143960224728
https://www.google.com/maps?q=35.4679417537462%2C137.101092049634
https://www.google.com/maps?q=35.5442525%2C137.2624676
https://www.google.com/maps?q=35.604026%2C137.173869
https://www.google.com/maps?q=35.676182%2C137.274029
https://www.google.com/maps?q=35.67619%2C137.274029
https://www.google.com/maps?q=35.579486%2C137.189391
https://www.google.com/maps?q=35.583185%2C137.193565
https://www.google.com/maps?q=35.600876%2C137.159802
https://www.google.com/maps?q=35.546056%2C137.308443
https://www.google.com/maps?q=35.546376%2C137.308443
https://www.google.com/maps?q=35.598025%2C137.323536
https://www.google.com/maps?q=35.599636%2C137.319718
https://www.google.com/maps?q=35.612575%2C137.173277
https://www.google.com/maps?q=35.602355%2C137.16669
https://www.google.com/maps?q=35.571806%2C137.212931
https://www.google.com/maps?q=35.6577510948924%2C137.339150343002
https://www.google.com/maps?q=35.6415136518499%2C137.323088463744


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
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1140 村民センター 東白川村 神土５４８ 表示

1141 はなのき会館別館 東白川村 神土６０６ 表示

1142 はなのき会館 東白川村 神土６０６ 表示

1143 御嵩町立上之郷小学校 御嵩町 宿２００２ 表示

1144 中公民館 御嵩町 中２１７１－１ 表示

1145 御嵩町立御嵩小学校 御嵩町 中２６２８ 表示

1146 Ｂ＆Ｇ海洋センター 御嵩町 中２７７７－２８ 表示

1147 御嵩町立上之郷中学校 御嵩町 中切１７８５ 表示

1148 上之郷公民館 御嵩町 中切８７４－４ 表示

1149 可児市御嵩町中学校組合立共和中学校 御嵩町 伏見１８７５－１ 表示

1150 御嵩町立伏見小学校 御嵩町 伏見４８９ 表示

1151 岐阜県立東濃実業高等学校体育館 御嵩町 伏見８９１ 表示

1152 伏見公民館 御嵩町 伏見９９０ 表示

1153 御嵩町立向陽中学校 御嵩町 御嵩１３０６ 表示

1154 岐阜県立東濃高等学校体育館 御嵩町 御嵩２８５４－１ 表示

1155 国道21号　地下横断歩道 御嵩町 御嵩 表示

1156 多治見市立北陵中学校 多治見市 旭ヶ丘１０－６ 表示

1157 多治見市立北栄小学校 多治見市 旭ヶ丘１０－６－８２ 表示

1158 旭ヶ丘児童センター 多治見市 旭ヶ丘７－１６－６２ 表示

1159 多治見市立池田小学校 多治見市 池田町６－２５ 表示

1160 池田保育園 多治見市 池田町３－１２０ 表示

1161 国道19号　池田地下横断歩道 多治見市 池田町１０丁目 表示

1162 多治見市立市之倉小学校 多治見市 市之倉町１０－３８１ 表示

1163 市之倉公民館 多治見市 市之倉町８－１３８ 表示

1164 市之倉児童センター 多治見市 市之倉町７－１２４ 表示

1165 精華交流センター 多治見市 上野町４－２３－１ 表示

1166 感謝と挑戦のTYK体育館（多治見市総合体育館） 多治見市 大畑町２－１５０ 表示

1167 多治見市立南ヶ丘中学校 多治見市 大畑町大洞４８－１ 表示

1168 多治見市立南姫中学校 多治見市 大針町２８３－１ 表示

1169 ふれあいセンター姫 多治見市 大針町８０－２ 表示

1170 南姫公民館 多治見市 大針町２８３－１ 表示

1171 多治見市立南姫小学校 多治見市 大薮町１２３７－１ 表示

1172 多治見市役所駅北庁舎 多治見市 音羽町１－２３３ 表示

1173 多治見市立笠原中学校 多治見市 笠原町２４５５－１２ 表示

1174 多治見市立笠原小学校 多治見市 笠原町３３８７－９ 表示

1175 発達支援センターひまわり 多治見市 笠原町１１９４－１ 表示

1176 笠原保育園 多治見市 笠原町１９７４－１ 表示

1177 笠原小付属幼稚園 多治見市 笠原町３３８７－９ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.6423802311978%2C137.323541169491
https://www.google.com/maps?q=35.6468879983511%2C137.321435627387
https://www.google.com/maps?q=35.6468879983511%2C137.321435627387
https://www.google.com/maps?q=35.4179241147998%2C137.168488042676
https://www.google.com/maps?q=35.4316047793113%2C137.123644212499
https://www.google.com/maps?q=35.4346850783839%2C137.127418770037
https://www.google.com/maps?q=35.4233863545843%2C137.127085884338
https://www.google.com/maps?q=35.4193460385683%2C137.162980135397
https://www.google.com/maps?q=35.4270061417368%2C137.15745255412
https://www.google.com/maps?q=35.4404975126666%2C137.095440781037
https://www.google.com/maps?q=35.4373559590752%2C137.085597309476
https://www.google.com/maps?q=35.4400333934455%2C137.084027902462
https://www.google.com/maps?q=35.4387141697785%2C137.086880480857
https://www.google.com/maps?q=35.4306745282585%2C137.131649106316
https://www.google.com/maps?q=35.4336214953294%2C137.134865384027
https://www.google.com/maps?q=35.42680635429153,%20137.13058216129792
https://www.google.com/maps?q=35.365038%2C137.109943
https://www.google.com/maps?q=35.3656452331736%2C137.108506301782
https://www.google.com/maps?q=35.3642007945693%2C137.102118021501
https://www.google.com/maps?q=35.334087585409%2C137.103621779275
https://www.google.com/maps?q=35.3276717207077%2C137.106588424623
https://www.google.com/maps?q=35.33238903878735,%20137.10006596333707
https://www.google.com/maps?q=35.2992169048979%2C137.118196797595
https://www.google.com/maps?q=35.302038964827%2C137.124582250303
https://www.google.com/maps?q=35.3001891276291%2C137.122676928309
https://www.google.com/maps?q=35.3403596328894%2C137.125327995391
https://www.google.com/maps?q=35.3178150777609%2C137.129667338642
https://www.google.com/maps?q=35.3117017080493%2C137.122607065969
https://www.google.com/maps?q=35.3752598138112%2C137.068381657759
https://www.google.com/maps?q=35.3793761099143%2C137.072308942097
https://www.google.com/maps?q=35.3752598138112%2C137.068381657759
https://www.google.com/maps?q=35.3844253931099%2C137.066534257986
https://www.google.com/maps?q=35.336049242623695,%20137.11963009622139
https://www.google.com/maps?q=35.3087835029178%2C137.15927621169
https://www.google.com/maps?q=35.2937324846155%2C137.16135714136
https://www.google.com/maps?q=35.3057591086392%2C137.169869848053
https://www.google.com/maps?q=35.2986791495375%2C137.16151805622
https://www.google.com/maps?q=35.2937324846155%2C137.16135714136


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
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1178 かさはら福祉センター 多治見市 笠原町２９００－６ 表示

1179 笠原中央公民館 多治見市 笠原町２０８１－１ 表示

1180 岐阜県立多治見北高校 多治見市 上山町２－４９ 表示

1181 多治見市立小泉中学校 多治見市 小泉町７－７０ 表示

1182 多治見市立小泉小学校 多治見市 小泉町７－９０ 表示

1183 小泉保育園 多治見市 小泉町２－１５３ 表示

1184 小泉公民館 多治見市 小泉町８－８０ 表示

1185 岐阜県立多治見高校 多治見市 坂上町９－１４１ 表示

1186 （一）武並土岐多治見線 栄町２地下道 多治見市 栄町２丁目 表示

1187 バロー文化ホール（文化会館） 多治見市 十九田町２－８ 表示

1188 多治見市立精華小学校 多治見市 十九田町２－１１９ 表示

1189 国道19号　十九田町地下横断歩道 多治見市 十九田町１丁目 表示

1190 産業文化センター 多治見市 新町１－２３ 表示

1191 多治見市立陶都中学校 多治見市 住吉町７－１ 表示

1192 総合福祉センター 多治見市 太平町２－３９－１ 表示

1193 多治見市立共栄小学校 多治見市 高田町３－６４－１ 表示

1194 多治見市立根本小学校 多治見市 高根町４－６－５ 表示

1195 多治見市立滝呂小学校 多治見市 滝呂町１２－１８６－４ 表示

1196 サンホーム滝呂 多治見市 滝呂町１０－８７－４ 表示

1197 （主）豊田多治見線 滝呂地下道 多治見市 滝呂町６丁目 表示

1198 岐阜県立多治見工業高校 多治見市 陶元町２０７ 表示

1199 養正公民館 多治見市 陶元町１３５－３ 表示

1200 ヤマカまなびパーク学習館 多治見市 豊岡町１－５５ 表示

1201 （国）国道248号 音羽地下道 多治見市 白山町３丁目 表示

1202 国道19号　白山地下横断歩道 多治見市 白山町５丁目 表示

1203 多治見市役所 多治見市 日ノ出町２－１５ 表示

1204 多治見市立養正小学校 多治見市 平野町２－８０ 表示

1205 養正小付属幼稚園 多治見市 平野町２－７９ 表示

1206 多治見市立昭和小学校 多治見市 平和町４－１８０ 表示

1207 （主）名古屋多治見線 宮前地下道 多治見市 弁天町１丁目 表示

1208 国道19号　弁天町地下横断歩道 多治見市 弁天町２丁目 表示

1209 （主）多治見停車場線 駅前地下道 多治見市 本町２丁目 表示

1210 多治見市立多治見中学校 多治見市 美坂町４－１０ 表示

1211 （国）国道248号 若松地下道 多治見市 若松町３丁目 表示

1212 多治見市立平和中学校 多治見市 脇之島町１－１ 表示

1213 多治見市立脇之島小学校 多治見市 脇之島町７－３９－２ 表示

1214 脇之島児童センター 多治見市 脇之島町６－３１－５ 表示

1215 （国）国道248号 滝川平第１地下道 多治見市 脇之島町３丁目 表示

https://www.google.com/maps?q=35.3017563994423%2C137.154304680085
https://www.google.com/maps?q=35.2989040965589%2C137.160409810794
https://www.google.com/maps?q=35.3422540551672%2C137.133116137781
https://www.google.com/maps?q=35.3451888676342%2C137.09413608327
https://www.google.com/maps?q=35.3449388674988%2C137.09298341489
https://www.google.com/maps?q=35.349352390331%2C137.098446666217
https://www.google.com/maps?q=35.3470054667908%2C137.099743862249
https://www.google.com/maps?q=35.3322525644021%2C137.139227087095
https://www.google.com/maps?q=35.33244190059067,%20137.1225673435765
https://www.google.com/maps?q=35.3421482279205%2C137.121664358819
https://www.google.com/maps?q=35.3402873027476%2C137.120639516507
https://www.google.com/maps?q=35.342544972153455,%20137.12363485810215
https://www.google.com/maps?q=35.3341382183813%2C137.129416758574
https://www.google.com/maps?q=35.3469865125197%2C137.119450483782
https://www.google.com/maps?q=35.3333461922891%2C137.11127114197
https://www.google.com/maps?q=35.359038302722%2C137.134832035699
https://www.google.com/maps?q=35.363825630823%2C137.093785426354
https://www.google.com/maps?q=35.3138939046542%2C137.154054254399
https://www.google.com/maps?q=35.3132548121885%2C137.142908023549
https://www.google.com/maps?q=35.31337193189844,%20137.1407866227427
https://www.google.com/maps?q=35.3290945560937%2C137.137874543286
https://www.google.com/maps?q=35.3305582525891%2C137.136816247884
https://www.google.com/maps?q=35.3340269915254%2C137.12423387958
https://www.google.com/maps?q=35.338906822045594,%20137.115587546064
https://www.google.com/maps?q=35.34129676314173,%20137.11914409113453
https://www.google.com/maps?q=35.3327606609317%2C137.131997140793
https://www.google.com/maps?q=35.3308192611305%2C137.133872049542
https://www.google.com/maps?q=35.3300193640565%2C137.13436092547
https://www.google.com/maps?q=35.3282803256408%2C137.120351095437
https://www.google.com/maps?q=35.338417316726726,%20137.12784680048793
https://www.google.com/maps?q=35.34095213043369,%20137.12888407672875
https://www.google.com/maps?q=35.33477716042316,%20137.12177135959848
https://www.google.com/maps?q=35.3293140877141%2C137.142399142215
https://www.google.com/maps?q=35.342487541754416,%20137.11427237022792
https://www.google.com/maps?q=35.3249557780635%2C137.123378732767
https://www.google.com/maps?q=35.3158204341556%2C137.112474461009
https://www.google.com/maps?q=35.3170008809941%2C137.113496550967
https://www.google.com/maps?q=35.32178732284888,%20137.122141623667


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
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1216 中津川市立阿木高等学校 中津川市 阿木１１９ 表示

1217 阿木交流センター 中津川市 阿木３３ 表示

1218 中津川市立阿木中学校 中津川市 阿木６００６ 表示

1219 中津川市立阿木小学校 中津川市 阿木７９－１ 表示

1220 落合公民館 中津川市 落合７２８－２ 表示

1221 中津川市立落合中学校 中津川市 落合７６１－２ 表示

1222 中津川市立落合小学校 中津川市 落合９４３－４ 表示

1223 落合保育園 中津川市 落合９３６－１ 表示

1224 国道19号　清水平地下横断歩道 中津川市 落合清水平 表示

1225 中津川市立加子母中学校 中津川市 加子母３３５７ 表示

1226 （国）国道257号 小和知地下道 中津川市 加子母小和知 表示

1227 中津川市役所本庁舎 中津川市 かやの木町２－１ 表示

1228 中津川文化会館 中津川市 かやの木町２－２ 表示

1229 中津川市健康福祉会館 中津川市 かやの木町２－５ 表示

1230 中津川市立川上小学校 中津川市 川上４０９ー７ 表示

1231 せせらぎ会館 中津川市 川上１４３３ー２ 表示

1232 中津川市立第一中学校 中津川市 駒場１６０６－３ 表示

1233 岐阜県立中津商業高等学校 中津川市 駒場１６４６ 表示

1234 中津川市立西小学校 中津川市 駒場３０１－１ 表示

1235 （国）国道257号 大峡地下歩道 中津川市 駒場大峡 表示

1236 中津川市にぎわいプラザ 中津川市 栄町１－６－１ 表示

1237 中津川市立坂下中学校 中津川市 坂下１５００－１ 表示

1238 坂下総合事務所第２庁舎 中津川市 坂下１６６５－５ 表示

1239 岐阜県立坂下高等学校 中津川市 坂下６２４－１ 表示

1240 坂下公民館 中津川市 坂下８２０－１ 表示

1241 坂下総合体育館 中津川市 坂下１５１２－１ 表示

1242 中津川市立坂下小学校 中津川市 坂下２３７５ 表示

1243 中津川市立下野小学校 中津川市 下野６６４ 表示

1244 坂本公民館 中津川市 千旦林１１９７－１０ 表示

1245 中津川市立坂本中学校 中津川市 千旦林１３８６－１ 表示

1246 中津川市立坂本小学校 中津川市 千旦林１４６０ 表示

1247 岐阜県立中津川工業高等学校 中津川市 千旦林１５２１－３ 表示

1248 国道19号　洞外戸地下横断歩道 中津川市 千旦林与ケ根洞外戸 表示

1249 国道19号　六地蔵地下横断歩道 中津川市 千旦林与ケ根洞外戸 表示

1250 中津川市立高山小学校 中津川市 高山１０３７ 表示

1251 旧田瀬小学校 中津川市 田瀬１４ 表示

1252 （国）国道256号 田瀬地下道 中津川市 田瀬 表示

1253 中津川市立付知南小学校 中津川市 付知町１０８９０ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.3974310341873%2C137.463902059585
https://www.google.com/maps?q=35.3962034673876%2C137.466765746262
https://www.google.com/maps?q=35.3952427500067%2C137.478131464337
https://www.google.com/maps?q=35.3970339569217%2C137.467890617793
https://www.google.com/maps?q=35.5134695459332%2C137.530875237348
https://www.google.com/maps?q=35.5130140895666%2C137.532761202111
https://www.google.com/maps?q=35.510833%2C137.529139
https://www.google.com/maps?q=35.5108642752551%2C137.530439262102
https://www.google.com/maps?q=35.52556460328613,%20137.5345665961662
https://www.google.com/maps?q=35.7157909%2C137.3632913
https://www.google.com/maps?q=35.74307335978254,%20137.3393108658468
https://www.google.com/maps?q=35.487556%2C137.5005
https://www.google.com/maps?q=35.4867357110903%2C137.500681637952
https://www.google.com/maps?q=35.486083%2C137.500806
https://www.google.com/maps?q=35.6185151250651%2C137.49847408562
https://www.google.com/maps?q=35.610194%2C137.498194
https://www.google.com/maps?q=35.4977702366926%2C137.487449037391
https://www.google.com/maps?q=35.5037697031949%2C137.493331635162
https://www.google.com/maps?q=35.4870549704128%2C137.494757139575
https://www.google.com/maps?q=35.49332118775118,%20137.48368943764874
https://www.google.com/maps?q=35.501267025627364,%20137.50375603365998
https://www.google.com/maps?q=35.5793951831332%2C137.522684573276
https://www.google.com/maps?q=35.5720350285924%2C137.527448326729
https://www.google.com/maps?q=35.578806%2C137.525
https://www.google.com/maps?q=35.5739764958224%2C137.52828984709
https://www.google.com/maps?q=35.5789383%2C137.5217853
https://www.google.com/maps?q=35.581806%2C137.519
https://www.google.com/maps?q=35.5861096775774%2C137.466741953467
https://www.google.com/maps?q=35.4723528998748%2C137.456438791464
https://www.google.com/maps?q=35.476583%2C137.4485
https://www.google.com/maps?q=35.478199%2C137.4468928
https://www.google.com/maps?q=35.486162144056%2C137.444530973095
https://www.google.com/maps?q=35.47358879890979,%20137.4762760186955
https://www.google.com/maps?q=35.4745095076878,%20137.47777252668803
https://www.google.com/maps?q=35.5366785205435%2C137.440287777896
https://www.google.com/maps?q=35.6208501304416%2C137.465132448698
https://www.google.com/maps?q=35.618896347279176,%20137.46265308399893
https://www.google.com/maps?q=35.6424971211846%2C137.443441848826
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1254 中津川市立付知北小学校 中津川市 付知町３７１９－１ 表示

1255 付知公民館 中津川市 付知町４９５６－４３ 表示

1256 アートピア付知交芸プラザ 中津川市 付知町４９５６－５２ 表示

1257 付知Ｂ＆Ｇ海洋センター 中津川市 付知町５６９２ 表示

1258 中津川市立付知中学校 中津川市 付知町５７５８ 表示

1259 付知福祉センター 中津川市 付知町５８８１－３２ 表示

1260 （国）国道256号 横断地下歩道 中津川市 付知町御堂後 表示

1261 （国）国道256号 御堂後地下道 中津川市 付知町御堂後 表示

1262 （国）国道256号 付知峡口地下道 中津川市 付知町御堂後 表示

1263 サンライフ分館 中津川市 手賀野１７２ 表示

1264 サンライフ中津川 中津川市 手賀野１７２－１ 表示

1265 国道19号　手賀野地下横断歩道 中津川市 手賀野上巾 表示

1266 名古屋市中津川野外教育センター 中津川市 苗木４８２７ 表示

1267 苗木保育園 中津川市 苗木１６１０－３ 表示

1268 中津川市立苗木小学校 中津川市 苗木２０８３ 表示

1269 苗木交流センター 中津川市 苗木７５１６ー１ 表示

1270 中津川市立苗木中学校 中津川市 苗木２０９２ 表示

1271 苗木トレーニングセンター 中津川市 苗木４６１０－２４ 表示

1272 （国）国道257号 苗木地下道 中津川市 苗木阿廼久留美 表示

1273 北野保育園 中津川市 中川町３－３６ 表示

1274 楽生館 中津川市 中津川３９５１ 表示

1275 岐阜県立中津高等学校 中津川市 中津川１０８８－２ 表示

1276 中津川市立第二中学校 中津川市 中津川２２５１－１ 表示

1277 国道19号　井ノ下地下横断歩道 中津川市 中津川井の下 表示

1278 国道19号　井ノ下第２地下横断歩道 中津川市 中津川井の上 表示

1279 国道19号　井ノ上第１地下横断歩道 中津川市 中津川井の上 表示

1280 国道19号　新田地下横断歩道 中津川市 中津川新田 表示

1281 国道19号　上金地下横断歩道 中津川市 中津川上金 表示

1282 東美濃ふれあいセンター 中津川市 茄子川１６８３－７９７ 表示

1283 中津川市立東小学校 中津川市 東宮町５－１ 表示

1284 蛭川生きがいの家 中津川市 蛭川４１１７－１３ 表示

1285 中津川市立蛭川中学校 中津川市 蛭川１７９８－１ 表示

1286 中津川市立蛭川小学校 中津川市 蛭川２２９８－１ 表示

1287 蛭川福祉センターやすらぎ荘 中津川市 蛭川４８６２－１ 表示

1288 蛭川保育園 中津川市 蛭川４８４４-１ 表示

1289 中津川市立福岡中学校 中津川市 福岡１－８ 表示

1290 中津川市立福岡小学校 中津川市 福岡７３７ 表示

1291 福岡総合事務所 中津川市 福岡７１４－２ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.6662214703758%2C137.414526799225
https://www.google.com/maps?q=35.6611224175211%2C137.429086837062
https://www.google.com/maps?q=35.6609668634446%2C137.428442454525
https://www.google.com/maps?q=35.6570672443414%2C137.425940041743
https://www.google.com/maps?q=35.658028%2C137.425778
https://www.google.com/maps?q=35.6605606%2C137.4293959
https://www.google.com/maps?q=35.677123877169926,%20137.41426811872842
https://www.google.com/maps?q=35.67734146282972,%20137.4135375354991
https://www.google.com/maps?q=35.67628950464694,%20137.41547941799956
https://www.google.com/maps?q=35.477614204072%2C137.487927530565
https://www.google.com/maps?q=35.4774864180611%2C137.487022058304
https://www.google.com/maps?q=35.481676843719725,%20137.4988602130974
https://www.google.com/maps?q=35.5259661575045%2C137.452570447888
https://www.google.com/maps?q=35.5276247509256%2C137.470421614367
https://www.google.com/maps?q=35.523472%2C137.472583
https://www.google.com/maps?q=35.5233920319663%2C137.475732423899
https://www.google.com/maps?q=35.5244806971333%2C137.471752172714
https://www.google.com/maps?q=35.5282327708039%2C137.460697435245
https://www.google.com/maps?q=35.52330942284659,%20137.47189793074605
https://www.google.com/maps?q=35.5052253432739%2C137.503269607588
https://www.google.com/maps?q=35.4413269%2C137.5277955
https://www.google.com/maps?q=35.501453656293%2C137.507522158466
https://www.google.com/maps?q=35.4905687419224%2C137.50596159178
https://www.google.com/maps?q=35.48395070465591,%20137.50407118130332
https://www.google.com/maps?q=35.48576794219468,%20137.50617860633304
https://www.google.com/maps?q=35.48526275468189,%20137.5056116541644
https://www.google.com/maps?q=35.49954559936903,%20137.51302565347987
https://www.google.com/maps?q=35.50217819461678,%20137.51383319586472
https://www.google.com/maps?q=35.4576104098054%2C137.467624485315
https://www.google.com/maps?q=35.4956775%2C137.5091118
https://www.google.com/maps?q=35.5131881230218%2C137.384468505557
https://www.google.com/maps?q=35.5246948459506%2C137.372396900201
https://www.google.com/maps?q=35.524306%2C137.380917
https://www.google.com/maps?q=35.514389%2C137.397611
https://www.google.com/maps?q=35.5154465791039%2C137.399603217978
https://www.google.com/maps?q=35.5738246155152%2C137.452918616789
https://www.google.com/maps?q=35.560917%2C137.453667
https://www.google.com/maps?q=35.560639%2C137.452306


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1292 （国）国道257号 福岡地下道 中津川市 福岡野中 表示

1293 中央公民館・図書館 中津川市 本町２－３－２５ 表示

1294 中津川市立神坂小学校 中津川市 神坂１５２６－３ 表示

1295 中津川市立神坂中学校 中津川市 神坂１５２６－３ 表示

1296 山口公民館 中津川市 山口１６１６－３ 表示

1297 中津川市立山口小学校 中津川市 山口１６４７－２１ 表示

1298 山口幼稚園 中津川市 山口１６４７－３６ 表示

1299 デイサービスセンター「椿苑」 中津川市 山口２１５５－４ 表示

1300 国道19号　乙姫地下横断歩道 中津川市 山口二升蒔 表示

1301 国道19号　八重島地下横断歩道 中津川市 山口八重島 表示

1302 国道19号　一色地下横断歩道 瑞浪市 一色町４丁目 表示

1303 （主）瑞浪大野瀬線 神戸地下道 瑞浪市 稲津町小里 表示

1304 （主）多治見恵那線 小田渡地下道 瑞浪市 稲津町小里 表示

1305 瑞浪市役所 瑞浪市 上平町１－１ 表示

1306 （一）上山田寺河戸線 上野地下道 瑞浪市 上野町３丁目 表示

1307 国道19号　小田第２地下横断歩道 瑞浪市 小田町飯塚 表示

1308 国道19号　小田第３地下横断歩道 瑞浪市 小田町寺の前 表示

1309 国道19号　小田第４地下横断歩道 瑞浪市 小田町下久手 表示

1310 国道19号　小田第５地下横断歩道 瑞浪市 寺河戸町五色 表示

1311 国道19号　小田第６地下横断歩道 瑞浪市 寺河戸町五色 表示

1312 国道19号　下益見地下横断歩道 瑞浪市 土岐町田畑 表示

1313 国道19号　山野内地下横断歩道 瑞浪市 薬師町５丁目 表示

1314 明智福祉センター 恵那市 明智町１０９０ 表示

1315 明智Ｂ＆Ｇ海洋センター 恵那市 明智町１１３８－１ 表示

1316 明智かえでホール 恵那市 明智町１１３８－１ 表示

1317 明智文化センター 恵那市 明智町１８７４ 表示

1318 恵那市立明智中学校 恵那市 明智町６０－１ 表示

1319 明智コミュニティセンター 恵那市 明智町８４６－６ 表示

1320 旧吉田こども園 恵那市 明智町大田８９２－２ 表示

1321 ふれあい会館吉良見 恵那市 明智町吉良見４７２－１ 表示

1322 飯地コミュニティセンター 恵那市 飯地町６８－１ 表示

1323 恵那市立岩邑中学校 恵那市 岩村町１２７３－１ 表示

1324 岐阜県立恵那特別支援学校 恵那市 岩村町１３３－３ 表示

1325 恵那市立岩邑小学校 恵那市 岩村町１５２４－１ 表示

1326 岩村福祉センター 恵那市 岩村町１６５０－１ 表示

1327 （国）国道257号 岩村地下道 恵那市 岩村町定京 表示

1328 城ヶ丘こども園 恵那市 大井町８４８－１ 表示

1329 岐阜県立恵那高等学校 恵那市 大井町１０２３－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.56206109284638,%20137.451500984007
https://www.google.com/maps?q=35.4951042672427%2C137.503144998854
https://www.google.com/maps?q=35.5198058905869%2C137.568718940679
https://www.google.com/maps?q=35.5195%2C137.568694
https://www.google.com/maps?q=35.5564094362426%2C137.543711394723
https://www.google.com/maps?q=35.5575926533448%2C137.544433509664
https://www.google.com/maps?q=35.5568872277136%2C137.546408365019
https://www.google.com/maps?q=35.5526016163784%2C137.546919593532
https://www.google.com/maps?q=35.547384945211654,%20137.54487016526758
https://www.google.com/maps?q=35.553428073990666,%20137.54385587100478
https://www.google.com/maps?q=35.356849653694084,%20137.25174496909798
https://www.google.com/maps?q=35.34866534013768,%20137.27039196052513
https://www.google.com/maps?q=35.34858095031167,%20137.26875751276734
https://www.google.com/maps?q=35.36179111340186,%20137.25433862661293
https://www.google.com/maps?q=35.36322459689748,%20137.24780784056608
https://www.google.com/maps?q=35.35982011517049,%20137.23952923118694
https://www.google.com/maps?q=35.35823408746281,%20137.24253314854235
https://www.google.com/maps?q=35.35748826450127,%20137.24420287026618
https://www.google.com/maps?q=35.35659976479695,%20137.24740310785953
https://www.google.com/maps?q=35.356612872295294,%20137.24980760496086
https://www.google.com/maps?q=35.363633039763506,%20137.26346756934302
https://www.google.com/maps?q=35.36632091910709,%20137.22402233296947
https://www.google.com/maps?q=35.2963879823851%2C137.39467848317
https://www.google.com/maps?q=35.3001846648173%2C137.390287055895
https://www.google.com/maps?q=35.300086%2C137.390901
https://www.google.com/maps?q=35.304257%2C137.388971
https://www.google.com/maps?q=35.3094281287252%2C137.392978146488
https://www.google.com/maps?q=35.3016649640139%2C137.386734530829
https://www.google.com/maps?q=35.3054972494382%2C137.362122631459
https://www.google.com/maps?q=35.3070385715302%2C137.355306498111
https://www.google.com/maps?q=35.483711386874%2C137.29220262185
https://www.google.com/maps?q=35.3751412685329%2C137.438849506251
https://www.google.com/maps?q=35.3660757851842%2C137.44505486231
https://www.google.com/maps?q=35.3689058756975%2C137.439294144667
https://www.google.com/maps?q=35.3656089416334%2C137.435866786663
https://www.google.com/maps?q=35.37120657253605,%20137.43178055106262
https://www.google.com/maps?q=35.4562092613335%2C137.415467949326
https://www.google.com/maps?q=35.4526653087629%2C137.419039994328


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1330 恵那市立恵那東中学校 恵那市 大井町１０７３－１ 表示

1331 恵那市福祉センター 恵那市 大井町７２７－１１ 表示

1332 岐阜県立恵那農業高等学校 恵那市 大井町２６２５－１７ 表示

1333 養護老人ホーム恵光園 恵那市 大井町２７１６－１６６ 表示

1334 シアター恵那 恵那市 大井町２７０９－５５ 表示

1335 正家公民館 恵那市 長島町正家５０４－４ 表示

1336 （国）国道257号 駒瀬地下道 恵那市 長島町正家鍋山 表示

1337 恵那市役所 恵那市 長島町正家１－１－１ 表示

1338 特別養護老人ホーム万年青苑 恵那市 長島町永田３８１－４９ 表示

1339 まきがね公園 恵那市 長島町中野１２６９－３８９ 表示

1340 まきがね西体育館 恵那市 長島町中野１２６９－１８２ 表示

1341 恵那文化センター 恵那市 長島町中野４４１－１ 表示

1342 恵那中央図書館 恵那市 長島町中野二丁目２－５ 表示

1343 （主）恵那白川線 恵那インター駅前地下歩道 恵那市 長島町中野九蔵田 表示

1344 恵那市立恵那西中学校 恵那市 長島町槇ヶ根１２６９－２６１ 表示

1345 田園空間ビジターセンター 恵那市 笠置町河合６６５－７ 表示

1346 恵那市立恵那北中学校 恵那市 笠置町河合９８０ 表示

1347 笠置コミュニティセンター 恵那市 笠置町姫栗１０－２ 表示

1348 毛呂窪公民館 恵那市 笠置町毛呂窪 表示

1349 恵那市立上矢作小学校 恵那市 上矢作町１７９８－１ 表示

1350 上矢作基幹集落センター 恵那市 上矢作町漆原１５－１ 表示

1351 上矢作コミュニティセンター 恵那市 上矢作町漆原４４－２ 表示

1352 上矢作体育館 恵那市 上矢作町漆原３３－２ 表示

1353 恵那市立上矢作中学校 恵那市 上矢作町漆原６７ 表示

1354 特別養護老人ホーム福寿苑 恵那市 上矢作町下７２３－１ 表示

1355 串原コミュニティセンター 恵那市 串原３１５０ 表示

1356 ﾒﾀﾞﾘｵﾝ・ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱﾘｿﾞｰﾄ 恵那市 串原３９１５ 表示

1357 武並コミュニティーセンター 恵那市 武並町竹折１０５９－３６ 表示

1358 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 恵那市 武並町竹折９７０－１ 表示

1359 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 恵那市 武並町竹折字藤ノ木９７０－１ 表示

1360 藤多目的研修センター 恵那市 武並町藤１７１２－６ 表示

1361 保古自然館 恵那市 中津川市茄子川１６８８－８４ 表示

1362 中野方コミュニティセンター 恵那市 中野方町１８０２－１ 表示

1363 東野コミュニティセンター 恵那市 東野１３４２－１ 表示

1364 三郷コミュニティセンター 恵那市 三郷町佐々良木１８３９－４ 表示

1365 特別養護老人ホーム明日香苑 恵那市 三郷町佐々良木１４７０－１ 表示

1366 野井公民館 恵那市 三郷町野井１９８７－２ 表示

1367 恵那南部農業者トレーニングセンター 恵那市 三郷町野井１３５５－３ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.4519126787137%2C137.421525917999
https://www.google.com/maps?q=35.4531679524478%2C137.415965242199
https://www.google.com/maps?q=35.4654943004786%2C137.414764885054
https://www.google.com/maps?q=35.4643355364122%2C137.392314098392
https://www.google.com/maps?q=35.4779314481444%2C137.40164611319
https://www.google.com/maps?q=35.4440411875185%2C137.41503233113
https://www.google.com/maps?q=35.41657797663174,%20137.43191510123057
https://www.google.com/maps?q=35.449319980252824,%20137.41282772691167
https://www.google.com/maps?q=35.4456%2C137.40552
https://www.google.com/maps?q=35.4430488815889%2C137.384993307047
https://www.google.com/maps?q=35.4419322814592%2C137.382585224329
https://www.google.com/maps?q=35.449812%2C137.405222
https://www.google.com/maps?q=35.4482156084771%2C137.410835316807
https://www.google.com/maps?q=35.45449898101131,%20137.3974671614239
https://www.google.com/maps?q=35.440082%2C137.382481
https://www.google.com/maps?q=35.490108%2C137.328947
https://www.google.com/maps?q=35.4808015727191%2C137.330866038898
https://www.google.com/maps?q=35.4864957401791%2C137.345661763439
https://www.google.com/maps?q=35.487904%2C137.378736
https://www.google.com/maps?q=35.3006874023111%2C137.502166243901
https://www.google.com/maps?q=35.2946681927883%2C137.484298568878
https://www.google.com/maps?q=35.2951542618283%2C137.484817950319
https://www.google.com/maps?q=35.2951236833482%2C137.483762487199
https://www.google.com/maps?q=35.2922018776934%2C137.487187299622
https://www.google.com/maps?q=35.2748%2C137.47451
https://www.google.com/maps?q=35.2616699734745%2C137.405903798596
https://www.google.com/maps?q=35.25348%2C137.42891
https://www.google.com/maps?q=35.4393177530126%2C137.345133016
https://www.google.com/maps?q=35.4322354836728%2C137.355526822751
https://www.google.com/maps?q=35.432640526310905,%20137.3554639980753
https://www.google.com/maps?q=35.4547320881172%2C137.321890013978
https://www.google.com/maps?q=35.440449%2C137.49638
https://www.google.com/maps?q=35.5212713723582%2C137.306869388004
https://www.google.com/maps?q=35.4420028632643%2C137.428336809195
https://www.google.com/maps?q=35.4102548923456%2C137.365393453188
https://www.google.com/maps?q=35.40502%2C137.35622
https://www.google.com/maps?q=35.4219039925398%2C137.382297108189
https://www.google.com/maps?q=35.4241898826383%2C137.38383577832


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
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1368 山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター 恵那市 山岡町上手向３３－１ 表示

1369 山岡農村環境改善センター 恵那市 山岡町上手向１２２８－１ 表示

1370 恵那市立山岡中学校 恵那市 山岡町下手向１８２－４ 表示

1371 恵那市立山岡小学校 恵那市 山岡町下手向１８３１ 表示

1372 田代集落農事集会所 恵那市 山岡町田代８７１－１ 表示

1373 原公民館 恵那市 山岡町原９２１－１ 表示

1374 国道19号　泉町地下横断歩道 土岐市 泉大坪町２丁目 表示

1375 泉西公民館 土岐市 泉が丘町１－１７６ 表示

1376 土岐市立泉中学校 土岐市 泉町大富１６３５－１ 表示

1377 みつば保育園 土岐市 泉町河合７３５－２ 表示

1378 岐阜県立はなの木苑 土岐市 泉町久尻１５１２ 表示

1379 いずみ保育園 土岐市 泉町久尻１２－１１ 表示

1380 泉西幼稚園 土岐市 泉町久尻１４１３－２ 表示

1381 土岐市立泉西小学校 土岐市 泉町久尻１４１３－２ 表示

1382 すこやか館 土岐市 泉町久尻４７－１６ 表示

1383 久尻保育園 土岐市 泉寺下町９４８－１ 表示

1384 泉公民館 土岐市 泉中窯町１－１ 表示

1385 泉幼稚園 土岐市 泉中窯町１－５ 表示

1386 土岐市立泉小学校 土岐市 泉中窯町１－５ 表示

1387 国道19号　大富地下横断歩道 土岐市 泉仲森町１丁目 表示

1388 土岐市立下石小学校 土岐市 下石町１１００－１ 表示

1389 西部支所 土岐市 下石町１０６０ 表示

1390 ウェルフェア土岐 土岐市 下石町１０６０ 表示

1391 岐阜県立土岐紅陵高等学校 土岐市 下石町１７９５－１２ 表示

1392 南防災センター 土岐市 下石町２０３４ 表示

1393 下石公民館（楽習舎） 土岐市 下石町９６３－１ 表示

1394 土岐市立西部こども園 土岐市 下石町１０１５－１ 表示

1395 曽木公民館 土岐市 曽木町４０７－１－１ 表示

1396 老人福祉センター白寿苑 土岐市 駄知町２０２３－１ 表示

1397 土岐市立駄知中学校 土岐市 駄知町１１４５－６ 表示

1398 駄知公民館 土岐市 駄知町１３４１－１ 表示

1399 駄知体育館 土岐市 駄知町１３４１－３ 表示

1400 駄知幼稚園 土岐市 駄知町１８５８－１ 表示

1401 土岐市立駄知小学校 土岐市 駄知町１８５８－１ 表示

1402 駄知児童センター 土岐市 駄知町２０２４－７ 表示

1403 みなみ保育園 土岐市 駄知町２３２６－１ 表示

1404 妻木幼稚園 土岐市 妻木町１２８４－１ 表示

1405 土岐市立妻木小学校 土岐市 妻木町１２９１－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.353308%2C137.376279
https://www.google.com/maps?q=35.351957%2C137.38124
https://www.google.com/maps?q=35.3552280380897%2C137.37481690712
https://www.google.com/maps?q=35.3502260203042%2C137.382535868645
https://www.google.com/maps?q=35.3387314149236%2C137.32380249736
https://www.google.com/maps?q=35.3302581610355%2C137.355305636793
https://www.google.com/maps?q=35.36373247987111,%20137.1831175153056
https://www.google.com/maps?q=35.3695547399855%2C137.173731045277
https://www.google.com/maps?q=35.3668247528409%2C137.184138575631
https://www.google.com/maps?q=35.3642726961213%2C137.201503828689
https://www.google.com/maps?q=35.3699709401997%2C137.156840830523
https://www.google.com/maps?q=35.3574674275045%2C137.181941890346
https://www.google.com/maps?q=35.369%2C137.1747
https://www.google.com/maps?q=35.3690131851562%2C137.175758666963
https://www.google.com/maps?q=35.3557732018355%2C137.183005749503
https://www.google.com/maps?q=35.36234079%2C137.17612597
https://www.google.com/maps?q=35.3670914859831%2C137.188035449534
https://www.google.com/maps?q=35.3687641395231%2C137.188757638907
https://www.google.com/maps?q=35.3684469159699%2C137.189176966897
https://www.google.com/maps?q=35.36659797693726,%20137.18944402418734
https://www.google.com/maps?q=35.3206544%2C137.19499536
https://www.google.com/maps?q=35.3197%2C137.1905
https://www.google.com/maps?q=35.3202329873117%2C137.190889711683
https://www.google.com/maps?q=35.3206553448313%2C137.198275166185
https://www.google.com/maps?q=35.3227580339713%2C137.20431900842
https://www.google.com/maps?q=35.3234131274561%2C137.18869256274
https://www.google.com/maps?q=35.3369238%2C137.1736277
https://www.google.com/maps?q=35.3008367132327%2C137.252340652355
https://www.google.com/maps?q=35.3265610047742%2C137.22947501821
https://www.google.com/maps?q=35.3360183169367%2C137.231568931156
https://www.google.com/maps?q=35.3304439092954%2C137.229949833414
https://www.google.com/maps?q=35.3304439092954%2C137.229949833414
https://www.google.com/maps?q=35.32912629%2C137.22155934
https://www.google.com/maps?q=35.3304215111407%2C137.222764346654
https://www.google.com/maps?q=35.3263971322725%2C137.229386143092
https://www.google.com/maps?q=35.3216308777849%2C137.224206213198
https://www.google.com/maps?q=35.3098925382852%2C137.192673271953
https://www.google.com/maps?q=35.3102786107553%2C137.192881572961


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1406 妻木公民館 土岐市 妻木町１３６５－１ 表示

1407 土岐市立西陵中学校 土岐市 妻木町１５１３－１ 表示

1408 生涯学習館 土岐市 妻木町３００９－４７ 表示

1409 濃南こども園 土岐市 鶴里町１１８４－１ 表示

1410 鶴里公民館 土岐市 鶴里町柿野１２０７－１－１ 表示

1411 土岐市立濃南中学校・濃南小学校 土岐市 鶴里町細野１３９－２ 表示

1412 セラトピア土岐 土岐市 土岐津町高山４ 表示

1413 岐阜県立土岐商業高等学校 土岐市 土岐津町土岐口１２５９－１ 表示

1414 土岐市立土岐津小学校 土岐市 土岐津町土岐口２０００－１ 表示

1415 土岐津幼稚園 土岐市 土岐津町土岐口２００５－１ 表示

1416 土岐津公民館 土岐市 土岐津町土岐口２０４３ 表示

1417 土岐市立土岐津中学校 土岐市 土岐津町土岐口２０４６－１ 表示

1418 土岐市役所 土岐市 土岐津町土岐口２１０１ 表示

1419 市文化プラザ 土岐市 土岐津町土岐口２１２１－１ 表示

1420 市図書館 土岐市 土岐津町土岐口２１５４－９ 表示

1421 （主）土岐市停車場細野線 肥田地下道 土岐市 肥田町浅野 表示

1422 北防災センター 土岐市 肥田浅野笠神町３－１１ 表示

1423 肥田公民館 土岐市 肥田町肥田１６９７－４ 表示

1424 土岐市福祉施設ひだまり 土岐市 肥田町肥田２０４２ 表示

1425 肥田幼稚園 土岐市 肥田町肥田２２６９－１ 表示

1426 土岐市立肥田小学校 土岐市 肥田町肥田２２６９－１ 表示

1427 ひだ保育園 土岐市 肥田町肥田２２８５－１ 表示

1428 土岐市立肥田中学校 土岐市 肥田町肥田２２８５－１ 表示

1429 セラテクノ土岐 土岐市 肥田町肥田２８７－３－１ 表示

1430 土岐市スポーツセンター 土岐市 御幸町１－４９ 表示

1431 高山市立朝日中学校 高山市 朝日町立岩７７７ 表示

1432 （国）国道158号 東山地下歩道 高山市 愛宕町 表示

1433 一之宮公民館 高山市 一之宮町３０８７ 表示

1434 位山交流促進センター 高山市 一之宮町７８４６－１ 表示

1435 高山市立江名子小学校 高山市 江名子町２８３８ 表示

1436 岡本保育園 高山市 岡本町３－５３－１ 表示

1437 高山市立栃尾小学校 高山市 奥飛騨温泉郷栃尾３５０ 表示

1438 奥飛騨総合文化センター 高山市 奥飛騨温泉郷村上１４８０ 表示

1439 高山市立山王小学校 高山市 片野町６－４００ 表示

1440 高山市立松倉中学校 高山市 上岡本町４－１１９ 表示

1441 （国）国道158号 小糸坂地下歩道 高山市 上岡本町１丁目 表示

1442 崇教眞光前地下道 高山市 上岡本町２丁目 表示

1443 国道41号　総合庁舎下地下道 高山市 上岡本町７丁目 表示

https://www.google.com/maps?q=35.31091651%2C137.19103767
https://www.google.com/maps?q=35.3178831154441%2C137.185304172143
https://www.google.com/maps?q=35.3165838279253%2C137.20808002122
https://www.google.com/maps?q=35.27094384%2C137.21845752
https://www.google.com/maps?q=35.2715308739045%2C137.218916854774
https://www.google.com/maps?q=35.2784388817232%2C137.23737333288
https://www.google.com/maps?q=35.3583%2C137.188
https://www.google.com/maps?q=35.344790781157%2C137.16953510306
https://www.google.com/maps?q=35.3526207289771%2C137.180869940438
https://www.google.com/maps?q=35.3530845720951%2C137.181147676947
https://www.google.com/maps?q=35.3499960049234%2C137.179981225763
https://www.google.com/maps?q=35.3490794731956%2C137.181225596031
https://www.google.com/maps?q=35.3520541640008%2C137.18237538621
https://www.google.com/maps?q=35.3527457970901%2C137.184186314489
https://www.google.com/maps?q=35.3551788796149%2C137.18521113552
https://www.google.com/maps?q=35.35532785789161,%20137.20871050902744
https://www.google.com/maps?q=35.3636476475309%2C137.196690380917
https://www.google.com/maps?q=35.35297341%2C137.21482295
https://www.google.com/maps?q=35.3536075377502%2C137.213478183794
https://www.google.com/maps?q=35.3514409599365%2C137.20715381301
https://www.google.com/maps?q=35.3514409599365%2C137.20715381301
https://www.google.com/maps?q=35.35456477%2C137.20831236
https://www.google.com/maps?q=35.353076907959%2C137.208064784501
https://www.google.com/maps?q=35.33633099%2C137.22207293
https://www.google.com/maps?q=35.34895%2C137.1710673
https://www.google.com/maps?q=36.0934375969256%2C137.344955450544
https://www.google.com/maps?q=36.143805982653994,%20137.2647838619158
https://www.google.com/maps?q=36.0825222929712%2C137.239792854042
https://www.google.com/maps?q=36.061576%2C137.2262279
https://www.google.com/maps?q=36.1357616427198%2C137.279498439104
https://www.google.com/maps?q=36.1475677975033%2C137.246953613688
https://www.google.com/maps?q=36.2491740735403%2C137.514401250839
https://www.google.com/maps?q=36.246411%2C137.5144788
https://www.google.com/maps?q=36.1292396452814%2C137.258881052212
https://www.google.com/maps?q=36.1388353082161%2C137.240754493364
https://www.google.com/maps?q=36.13783709637591,%20137.24246580734552
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B008'11.8%22N+137%C2%B014'01.4%22E/@36.1366012,137.2326257,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xc4f304e6a4818ce7!7e2!8m2!3d36.136599!4d137.2337199?hl=ja
https://www.google.com/maps?q=36.14227900282153,%20137.24277308736131


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1444 高山市立本郷小学校 高山市 上宝町在家１６４２ 表示

1445 高山市上宝支所 高山市 上宝町本郷５４０ 表示

1446 高山市立北陵中学校 高山市 上宝町本郷６５２ 表示

1447 おっぱら自然体験センター 高山市 清見町大原６００ 表示

1448 小鳥体育館 高山市 清見町夏厩４４２ 表示

1449 高山市清見支所 高山市 清見町三日町３０５ 表示

1450 高山市立清見中学校 高山市 清見町三日町４７７－１ 表示

1451 高山市立北小学校 高山市 桐生町２－２１ 表示

1452 国道41号　橋場地下道 高山市 久々野町橋場 表示

1453 高山市立久々野小学校 高山市 久々野町久々野１７７２ 表示

1454 高山市立久々野中学校 高山市 久々野町久々野２３１９ 表示

1455 久々野公民館 高山市 久々野町久々野１５０５－４ 表示

1456 高山市久々野支所 高山市 久々野町無数河５８０－１ 表示

1457 国府Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 高山市 国府町広瀬町２５６７－１ 表示

1458 高山市立国府小学校 高山市 国府町広瀬町２５８６－６ 表示

1459 （一）谷高山線 上広瀬横断地下歩道 高山市 国府町上広瀬 表示

1460 国府町福祉の里 高山市 国府町木曽垣内６５０他 表示

1461 国道41号　名張横断地下歩道 高山市 国府町名張 表示

1462 こくふ交流センター 高山市 国府町広瀬町８８０－１ 表示

1463 高山市立国府中学校 高山市 国府町三日町４５０ 表示

1464 岐阜県立斐太高等学校 高山市 三福寺町７３６ 表示

1465 高山市立中山中学校 高山市 下岡本町２６６３ 表示

1466 岐阜県立飛騨高山高等学校岡本校舎 高山市 下岡本町２０００－３０ 表示

1467 国道41号　白馬地下道 高山市 下岡本町 表示

1468 荘川福祉センター・荘川総合センター 高山市 荘川町新渕４３０－１ 表示

1469 荘川体育館 高山市 荘川町黒谷１００ 表示

1470 高山市立荘川中学校 高山市 荘川町猿丸２７ 表示

1471 高山市民文化会館 高山市 昭和町１－１８８－１ 表示

1472 総合福祉センター 高山市 昭和町２－６８－１ 表示

1473 高山市立新宮小学校 高山市 新宮町２６３５－２ 表示

1474 高山市立西小学校 高山市 総和町２－１８－１ 表示

1475 高山市高根支所 高山市 高根町上ケ洞４２８ 表示

1476 飛騨高山御嶽トレーニングセンター 高山市 高根町日和田１１８０ 表示

1477 高山市立岩滝小学校 高山市 滝町２２０ 表示

1478 岐阜県立高山工業高等学校 高山市 千島町２９１ 表示

1479 飛騨・世界生活文化センター 高山市 千島町９００－１ 表示

1480 飛騨・世界生活文化センター 高山市 千島町９００－１ 表示

1481 国道41号　千島地下道 高山市 千島町 表示

https://www.google.com/maps?q=36.2863049503099%2C137.367579332098
https://www.google.com/maps?q=36.2863631683093%2C137.363321369888
https://www.google.com/maps?q=36.2855582%2C137.3619462
https://www.google.com/maps?q=35.9479393247498%2C137.083672776898
https://www.google.com/maps?q=36.1415419576432%2C137.076529906396
https://www.google.com/maps?q=36.1286628875272%2C137.18684294402
https://www.google.com/maps?q=36.1297237841992%2C137.183173780538
https://www.google.com/maps?q=36.1528951134791%2C137.252830671055
https://www.google.com/maps?q=36.049236930550514,%20137.2734513317879
https://www.google.com/maps?q=36.0517267241657%2C137.275524241333
https://www.google.com/maps?q=36.0555930593021%2C137.279915375304
https://www.google.com/maps?q=36.0530361%2C137.2768682
https://www.google.com/maps?q=36.0484594%2C137.2752633
https://www.google.com/maps?q=36.2124678857293%2C137.215376101788
https://www.google.com/maps?q=36.2137260774849%2C137.215487154564
https://www.google.com/maps?q=36.20142105374095,%20137.23405042787437
https://www.google.com/maps?q=36.22069740928%2C137.211926086691
https://www.google.com/maps?q=36.20680681739892,%20137.2193254077131
https://www.google.com/maps?q=36.211309672847%2C137.214884522982
https://www.google.com/maps?q=36.2155619337289%2C137.213745569823
https://www.google.com/maps?q=36.157147537437%2C137.258105044825
https://www.google.com/maps?q=36.1557166778607%2C137.239642829408
https://www.google.com/maps?q=36.1476259778122%2C137.241179117582
https://www.google.com/maps?q=36.14591492950354,%20137.24361821997644
https://www.google.com/maps?q=36.0327014191026%2C136.956302947913
https://www.google.com/maps?q=36.0165234301479%2C136.984701070135
https://www.google.com/maps?q=36.0191282567024%2C136.967533033292
https://www.google.com/maps?q=36.1402159022219%2C137.248517648717
https://www.google.com/maps?q=36.1436433106575%2C137.249447990712
https://www.google.com/maps?q=36.1430285471491%2C137.212140173587
https://www.google.com/maps?q=36.1465986548371%2C137.254475214035
https://www.google.com/maps?q=36.0367920965802%2C137.485523126866
https://www.google.com/maps?q=36.0014223407689%2C137.532700929961
https://www.google.com/maps?q=36.1361716864732%2C137.348717361619
https://www.google.com/maps?q=36.1300116404179%2C137.253412057229
https://www.google.com/maps?q=36.1214237417514%2C137.253645700681
https://www.google.com/maps?q=36.121896339756574,%20137.25421509808885
https://www.google.com/maps?q=36.12848645575047,%20137.25271920600636


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1482 高山市立三枝小学校 高山市 中切町７１５ 表示

1483 飛騨高山ビッグアリーナ 高山市 中山町６００ 表示

1484 国道41号　東照宮前地下道 高山市 西之一色町３丁目 表示

1485 高山市立旧丹生川東小学校 高山市 丹生川町白井１５０ 表示

1486 高山市丹生川支所・総合防災センター 高山市 丹生川町坊方２０００ 表示

1487 高山市立丹生川中学校 高山市 丹生川町町方１５００ 表示

1488 高山市立丹生川小学校 高山市 丹生川町町方６５－１ 表示

1489 高山市役所 高山市 花岡町２－１８ 表示

1490 高山市立花里小学校 高山市 花里町１－５４ 表示

1491 煥章館 高山市 馬場町２－１１５ 表示

1492 国道41号　冬頭地下道 高山市 冬頭町 表示

1493 城山保育園 高山市 堀端町９４ 表示

1494 高山市立東山中学校 高山市 松之木町２６２ 表示

1495 高山市立日枝中学校 高山市 森下町１－２００－１ 表示

1496 山王保育園 高山市 森下町１－４０１ 表示

1497 岐阜県立飛騨高山高等学校山田校舎 高山市 山田町７１１ 表示

1498 老人福祉センター割石温泉 飛騨市 神岡町割石３２３ 表示

1499 サン・ビレッジ神岡 飛騨市 神岡町麻生野２８０－１ 表示

1500 山之村地区多目的集会施設 飛騨市 神岡町下之本１９８ 表示

1501 国道41号　寺林横断地下道 飛騨市 神岡町寺林 表示

1502 老人保健施設たかはら 飛騨市 神岡町殿１０８１－１９ 表示

1503 旭保育園 飛騨市 神岡町殿９７９ 表示

1504 国道41号　流葉地下道 飛騨市 神岡町西 表示

1505 国道41号　漆山地下道 飛騨市 神岡町東漆山 表示

1506 飛騨市神岡振興事務所 飛騨市 神岡町東町３７８ 表示

1507 東町地下道 飛騨市 神岡町東町 表示

1508 飛騨市立神岡小学校 飛騨市 神岡町船津２２５ 表示

1509 飛騨市立山之村小中学校 飛騨市 神岡町森茂１６４９－３ 表示

1510 山田体育館 飛騨市 神岡町山田２０５９ 表示

1511 釜崎社会体育館 飛騨市 神岡町釜崎８３６－１ 表示

1512 桜ヶ丘体育館 飛騨市 神岡町桜ヶ丘１－１ 表示

1513 飛騨市立神岡中学校 飛騨市 神岡町桜ヶ丘１２ 表示

1514 友雪館 飛騨市 河合町稲越２８７６－１ 表示

1515 稲越体育館 飛騨市 河合町稲越４９１－２ 表示

1516 元田体育館 飛騨市 河合町元田１１－４ 表示

1517 河合町公民館 飛騨市 河合町角川２４７－１ 表示

1518 河合町保健福祉センター 飛騨市 河合町角川３１８ 表示

1519 飛騨市立河合小学校 飛騨市 河合町角川９１－２ 表示

https://www.google.com/maps?q=36.1724758962612%2C137.240794860066
https://www.google.com/maps?q=36.1502004792108%2C137.233151944278
https://www.google.com/maps?q=36.13442640553936,%20137.24675150225502
https://www.google.com/maps?q=36.1759094%2C137.3953031
https://www.google.com/maps?q=36.1702084636618%2C137.309813898246
https://www.google.com/maps?q=36.1670226666263%2C137.307800308868
https://www.google.com/maps?q=36.1726304097658%2C137.309874910417
https://www.google.com/maps?q=36.1461359%2C137.2520446
https://www.google.com/maps?q=36.1328640783556%2C137.25290365861
https://www.google.com/maps?q=36.1434880996147%2C137.262335756166
https://www.google.com/maps?q=36.16234029180221,%20137.23941406760855
https://www.google.com/maps?q=36.1413133600421%2C137.2627746904
https://www.google.com/maps?q=36.1518124285819%2C137.273503901044
https://www.google.com/maps?q=36.1314893874875%2C137.258883743117
https://www.google.com/maps?q=36.131925394346%2C137.256742247297
https://www.google.com/maps?q=36.1454814907016%2C137.229791309506
https://www.google.com/maps?q=36.366135%2C137.281945
https://www.google.com/maps?q=36.3110481540532%2C137.321410196906
https://www.google.com/maps?q=36.3951262002572%2C137.3838069928
https://www.google.com/maps?q=36.316892994974374,%20137.27370714456828
https://www.google.com/maps?q=36.3242962834214%2C137.307721993741
https://www.google.com/maps?q=36.3242213256723%2C137.309041325283
https://www.google.com/maps?q=36.306798124840505,%20137.2454502105367
https://www.google.com/maps?q=36.39927528541023,%20137.2890848464789
https://www.google.com/maps?q=36.332037%2C137.301342
https://www.google.com/maps?q=36.33260339784425,%20137.30235444508682
https://www.google.com/maps?q=36.3299120187447%2C137.296494983014
https://www.google.com/maps?q=36.3778334399806%2C137.371964264805
https://www.google.com/maps?q=36.297701%2C137.25286
https://www.google.com/maps?q=36.3173247554112%2C137.303542076503
https://www.google.com/maps?q=36.327641%2C137.304315
https://www.google.com/maps?q=36.329111%2C137.303487
https://www.google.com/maps?q=36.249212%2C137.089165
https://www.google.com/maps?q=36.2560349%2C137.0978651
https://www.google.com/maps?q=36.2745615354579%2C137.026790277918
https://www.google.com/maps?q=36.3042489579311%2C137.103732363212
https://www.google.com/maps?q=36.3037933950054%2C137.101374254903
https://www.google.com/maps?q=36.3064126746426%2C137.106754235971


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1520 角川体育館 飛騨市 河合町角川９７４－２ 表示

1521 高齢者・生活支援促進機械施設 飛騨市 河合町羽根５２０－１ 表示

1522 市営花岡駐車場 飛騨市 花岡町２－１４－４ 表示

1523 国道41号　稲葉地下道 飛騨市 古川町朝開 表示

1524 国道41号　栗原地下道 飛騨市 古川町大野町 表示

1525 飛騨市立古川小学校 飛騨市 古川町片原町８－３５ 表示

1526 国道41号　上町地下道 飛騨市 古川町上町 表示

1527 （一）古川国府線 是重地下歩道 飛騨市 古川町是重２丁目 表示

1528 飛騨古川まつり会館 飛騨市 古川町壱之町１４－５ 表示

1529 飛騨市立古川西小学校 飛騨市 古川町杉崎５１０ 表示

1530 国道41号　毘沙門地下道 飛騨市 古川町杉崎 表示

1531 古川消防署 飛騨市 古川町高野２５１－１ 表示

1532 桃源郷温泉すぱーふる 飛騨市 古川町黒内１４０７ 表示

1533 黒内屋内運動場 飛騨市 古川町黒内１４１９－１ 表示

1534 国道41号　戸市地下道 飛騨市 古川町戸市 表示

1535 馬場地下道 飛騨市 古川町殿 表示

1536 飛騨市立古川中学校 飛騨市 古川町沼町１００ 表示

1537 飛騨市古川トレーニングセンター 飛騨市 古川町沼町２３３－１ 表示

1538 飛騨市役所 飛騨市 古川町本町２－２ 表示

1539 千代の松原公民館 飛騨市 古川町向町３－７－１３ 表示

1540 国道41号　瑳峨山地下道 飛騨市 古川町向町 表示

1541 総合保健福祉センター 飛騨市 古川町若宮２－１－６０ 表示

1542 古川町公民館（古川町総合会館） 飛騨市 古川町若宮２－１－６６ 表示

1543 郷土民芸会館 飛騨市 古川町若宮２－１－６６ 表示

1544 飛騨市美術館 飛騨市 古川町若宮２－１－５８ 表示

1545 坂下生活改善センター 飛騨市 宮川町打保６９３－１ 表示

1546 大無雁コミュニティセンター 飛騨市 宮川町大無雁１０６ 表示

1547 飛騨みやがわ考古民族館 飛騨市 宮川町塩屋１０４ 表示

1548 宮川町高齢者コミュニティーセンター 飛騨市 宮川町杉原１０８ 表示

1549 飛騨まんが王国 飛騨市 宮川町杉原１１６ 表示

1550 宮川町老人福祉センター 飛騨市 宮川町西忍２３１－１ 表示

1551 宮川町保健センター 飛騨市 宮川町野首２８－２ 表示

1552 宮川保育園 飛騨市 宮川町野首３０－２ 表示

1553 宮川小学校体育館 飛騨市 宮川町林２５８ 表示

1554 わかばこども園 下呂市 小川１０４８－１ 表示

1555 国道41号　道添地下横断歩道 下呂市 小川道添 表示

1556 国道41号　初矢地下横断歩道 下呂市 小川清水 表示

1557 国道41号　大垣内横断地下歩道 下呂市 小坂町大垣内 表示

https://www.google.com/maps?q=36.305696%2C137.10043
https://www.google.com/maps?q=36.2945157476111%2C137.064394533054
https://www.google.com/maps?q=36.146562890965434,%20137.25159209808933
https://www.google.com/maps?q=36.23465448487769,%20137.17832064196088
https://www.google.com/maps?q=36.21834936797784,%20137.19745323980027
https://www.google.com/maps?q=36.2337343083103%2C137.192474512695
https://www.google.com/maps?q=36.22114718689297,%20137.1925653204439
https://www.google.com/maps?q=36.226728562100064,%20137.1926695978335
https://www.google.com/maps?q=36.2370087622021%2C137.185763864273
https://www.google.com/maps?q=36.2539894335155%2C137.157676786169
https://www.google.com/maps?q=36.25280798809375,%20137.16223939094064
https://www.google.com/maps?q=36.2347754744625%2C137.177448014051
https://www.google.com/maps?q=36.2422063687607%2C137.114842115608
https://www.google.com/maps?q=36.24333%2C137.11577
https://www.google.com/maps?q=36.27686836419406,%20137.15693923944264
https://www.google.com/maps?q=36.23442284096139,%20137.18845837921123
https://www.google.com/maps?q=36.2444048604511%2C137.174928418924
https://www.google.com/maps?q=36.2435994087955%2C137.175378410522
https://www.google.com/maps?q=36.23807443592904,%20137.1861094653959
https://www.google.com/maps?q=36.2308316370905%2C137.183533743112
https://www.google.com/maps?q=36.227130448861566,%20137.18668533130736
https://www.google.com/maps?q=36.2373810338052%2C137.189396864239
https://www.google.com/maps?q=36.238517017305%2C137.189507921707
https://www.google.com/maps?q=36.238231%2C137.190019
https://www.google.com/maps?q=36.2379893173023%2C137.190185660367
https://www.google.com/maps?q=36.384309%2C137.180569
https://www.google.com/maps?q=36.2957336089885%2C137.117106516303
https://www.google.com/maps?q=36.390779939241%2C137.184208038098
https://www.google.com/maps?q=36.412465%2C137.190203
https://www.google.com/maps?q=36.411816554768%2C137.189978933219
https://www.google.com/maps?q=36.3337439250635%2C137.148521726312
https://www.google.com/maps?q=36.3275527012285%2C137.137922898448
https://www.google.com/maps?q=36.3274693898078%2C137.138408970038
https://www.google.com/maps?q=36.3287359334784%2C137.139300509211
https://www.google.com/maps?q=35.7976525073776%2C137.256330050348
https://www.google.com/maps?q=35.79806408570467,%20137.25731796734576
https://www.google.com/maps?q=35.79671872922802,%20137.2575169969989
https://www.google.com/maps?q=35.96375982187368,%20137.26080359366432


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
google
マップ

1558 国道41号　無数原横断地下歩道 下呂市 小坂町無数原 表示

1559 国道41号　がいばら横断地下歩道 下呂市 小坂町門坂 表示

1560 おさかこども園 下呂市 小坂町大島６２２－１ 表示

1561 下呂市立小坂小学校 下呂市 小坂町小坂町１０２０ 表示

1562 山村開発センター 下呂市 小坂町小坂町８１５－１ 表示

1563 御嶽濁河高地トレーニングセンター　本館 下呂市 小坂町落合字唐谷２３７６－１ 表示

1564 小坂体育館 下呂市 小坂町長瀬３９７ 表示

1565 下呂市立小坂中学校 下呂市 小坂町長瀬４６６ 表示

1566 かみはら子育て・保育ステーション 下呂市 門和佐３６８８ 表示

1567 下呂市立金山小学校 下呂市 金山町金山２１５１ 表示

1568 金山市民会館 下呂市 金山町金山２２９４ 表示

1569 かなやまこども園 下呂市 金山町金山２３０１－３ 表示

1570 下呂市立金山中学校 下呂市 金山町金山２６１９ 表示

1571 リバーサイドスポーツセンター 下呂市 金山町金山９１１－８ 表示

1572 下呂市立上原小学校 下呂市 夏焼３０５３ 表示

1573 （国）国道257号 野尻地下道 下呂市 野尻 表示

1574 国道41号　益田橋地下道 下呂市 萩原町萩原 表示

1575 国道41号　萩原横断地下歩道 下呂市 萩原町萩原 表示

1576 みやだ子育て・保育ステーション 下呂市 萩原町大ヶ洞７４－３ 表示

1577 下呂市立萩原北中学校 下呂市 萩原町尾崎６１ 表示

1578 下呂市立尾崎小学校 下呂市 萩原町尾崎９７３ 表示

1579 萩原南部体育館 下呂市 萩原町西上田６５３－１ 表示

1580 下呂市立萩原小学校 下呂市 萩原町萩原１１０１ 表示

1581 星雲会館 下呂市 萩原町萩原１１６６－８ 表示

1582 岐阜県立益田清風高等学校 下呂市 萩原町萩原３２６－１ 表示

1583 下呂市立萩原南中学校 下呂市 萩原町萩原５７９ 表示

1584 あさぎり体育館 下呂市 萩原町羽根１９７５ 表示

1585 （国）国道257号 中田坂横断地下道 下呂市 萩原町古関 表示

1586 下呂市立宮田小学校 下呂市 萩原町宮田１３４０ 表示

1587 馬瀬中央公民館 下呂市 馬瀬名丸４０６ 表示

1588 （国）国道257号 的場地下道 下呂市 御厩野 表示

1589 （国）国道257号 みまいの地下道 下呂市 御厩野 表示

1590 下呂市立竹原中学校 下呂市 宮地２７１４ 表示

1591 下呂市立竹原小学校 下呂市 宮地６００ 表示

1592 下呂市立下呂小学校 下呂市 森２８５ 表示

1593 下呂市立下呂中学校 下呂市 森４５５－１ 表示

1594 下呂市民会館 下呂市 森８０１－１０ 表示

1595 下呂交流会館 下呂市 森２２７０－３ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.96682501020784,%20137.25984585675477
https://www.google.com/maps?q=35.97700803901401,%20137.26840288059134
https://www.google.com/maps?q=35.9467270833197%2C137.253980143759
https://www.google.com/maps?q=35.9543096980203%2C137.259865450974
https://www.google.com/maps?q=35.9511545221569%2C137.260612728317
https://www.google.com/maps?q=35.92794865387737,%20137.440540453224
https://www.google.com/maps?q=35.9422225054166%2C137.272309269112
https://www.google.com/maps?q=35.9422225054166%2C137.272309269112
https://www.google.com/maps?q=35.7077135631729%2C137.28804457481
https://www.google.com/maps?q=35.6606434790643%2C137.159199242822
https://www.google.com/maps?q=35.6581548901134%2C137.159849279505
https://www.google.com/maps?q=35.6587631491095%2C137.159649274125
https://www.google.com/maps?q=35.654713534477%2C137.156596914378
https://www.google.com/maps?q=35.6685033974998%2C137.147330538469
https://www.google.com/maps?q=35.733794%2C137.2808355
https://www.google.com/maps?q=35.75935582794554,%20137.3094626416448
https://www.google.com/maps?q=35.87162326091554,%20137.2109020264725
https://www.google.com/maps?q=35.87544001257046,%20137.2082228438483
https://www.google.com/maps?q=35.9261594453624%2C137.232352262989
https://www.google.com/maps?q=35.9125018889102%2C137.201197173172
https://www.google.com/maps?q=35.9262474817637%2C137.19891073903
https://www.google.com/maps?q=35.837052861486%2C137.228378219135
https://www.google.com/maps?q=35.8784032454351%2C137.210592092413
https://www.google.com/maps?q=35.8791337040927%2C137.21005877794
https://www.google.com/maps?q=35.8764324%2C137.2116362
https://www.google.com/maps?q=35.8738177062311%2C137.212494878068
https://www.google.com/maps?q=35.8872133%2C137.2073528
https://www.google.com/maps?q=35.87041949096346,%20137.20605267917577
https://www.google.com/maps?q=35.92698720305%2C137.235310306211
https://www.google.com/maps?q=35.8712253746444%2C137.174264984131
https://www.google.com/maps?q=35.762357026562896,%20137.31920235620868
https://www.google.com/maps?q=35.76235212581748,%20137.31921069072038
https://www.google.com/maps?q=35.7629768333396%2C137.293111488745
https://www.google.com/maps?q=35.7676122356048%2C137.285950826482
https://www.google.com/maps?q=35.8012240982535%2C137.247433469151
https://www.google.com/maps?q=35.7996688287404%2C137.251749818071
https://www.google.com/maps?q=35.8029932802736%2C137.245028056499
https://www.google.com/maps?q=35.8069513383749%2C137.252052293562


項 名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号
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1596 国道41号　森地下横断歩道 下呂市 森小洞垣内 表示

1597 国道41号　黒戸地下横断歩道 下呂市 森長通り 表示

1598 なかはら子育て・保育ステーション 下呂市 焼石３５３０－１ 表示

1599 下呂市立中原小学校 下呂市 焼石３５３２－１ 表示

1600 飯島集落センター 白川村 飯島８６４ 表示

1601 白川村総合文化交流施設 白川村 飯島８７３ 表示

1602 白川保育園 白川村 荻町１６７３ 表示

1603 荻町多目的集会施設 白川村 荻町２５６ 表示

1604 森の食彩館白真弓 白川村 木谷８６８ 表示

1605 冬期孤立集落機能維持施設管理棟 白川村 小白川４７８－１ 表示

1606 ふれあい体育館 白川村 鳩谷５７５－１ 表示

1607 白川村南部地区文化会館 白川村 平瀬１２６－１１ 表示

1608 平瀬保育園 白川村 平瀬１２６－１０ 表示

1609 トヨタ白川郷自然學校 白川村 馬狩２２３ 表示

1610 御母衣電力館 白川村 牧１４０－１ 表示

https://www.google.com/maps?q=35.80809585379485,%20137.24663630134492
https://www.google.com/maps?q=35.8036343993378,%20137.25033225336387
https://www.google.com/maps?q=35.7302044%2C137.1981651
https://www.google.com/maps?q=35.7302977%2C137.1988484
https://www.google.com/maps?q=36.276843%2C136.900684
https://www.google.com/maps?q=36.275418%2C136.900055
https://www.google.com/maps?q=36.273888%2C136.905165
https://www.google.com/maps?q=36.258155%2C136.906838
https://www.google.com/maps?q=36.186658%2C136.904175
https://www.google.com/maps?q=36.360667%2C136.873195
https://www.google.com/maps?q=36.274179%2C136.897377
https://www.google.com/maps?q=36.16968%2C136.90722
https://www.google.com/maps?q=36.171333%2C136.907178
https://www.google.com/maps?q=36.258324%2C136.882194
https://www.google.com/maps?q=36.145545%2C136.908519

