
2022 年 5 月吉日 

全国巨樹・巨木林の会会員各位 

 全国巨樹・巨木林の会事務局 

 （巨樹・巨木林データベース運営事務局） 

 一般財団法人自然環境研究センター内 

 担当 植村・脇山・古畑 

 

【お願い】お気に入りの巨樹の今をご報告ください 

 環境省「巨樹・巨木林データベース」は 、全国の巨樹・巨木林の調査結果を収集し、調査結果を提

供するウェブサイトです。全国巨樹・巨木林の会の皆さまにもご協力いただき巨樹コラムやおすすめの

観察コースのご紹介など楽しい読み物も満載しています。 

ご記入後は、全国巨樹・巨木林の会事務局（巨樹・巨木林データベース運営事務局）に郵送、もしく

は電子メール（kyoju_info@jwrc.or.jp）でお送りください。従来通りの調査票でのご報告もお待ちして

います。ご不明な点があればどんなことでも事務局までお気軽にご相談ください。 

調査票の送り先・問い合わせ先 

〒130-8606 東京都墨田区江東橋三丁目 3番 7号 （一財）自然環境研究センター内 

全国巨樹・巨木林の会事務局 

電話 ０３－６６５９－６１３５ FAX ０３－６６５９－６３２０ 

E-mail: kyoju_info@jwrc.or.jp  担当：植村・脇山・古畑 

この環境省「巨樹・巨木林データベース」は古い情報が多く、別紙のように 20 年以上報告が途絶

えているものもあり、新しい情報を募集しております。 

① 巻き尺をもって木の大きさを測るのも楽しいと思いますが、多くの方は機材を自分でお持ちで

ないと思います。全国巨樹・巨木林の会事務局では巻き尺や樹高を測る機器を貸し出していま

す。一度巨樹を測ってみたい、という方は事務局までご連絡ください。 

② 見るのは好きだけど、大きさを測るのは大変、という方も、写真があれば、「観察結果報告」の

登録が可能です。ぜひ皆さまが見に行かれた巨樹の紹介をしてください。今回お送りしている

入力項目が簡単になった会員専用の調査票（観察結果報告、枯死 、伐採･消失 、移植用）で、

お気に入りの巨樹の今を報告してみませんか？  

③ 「近所の木がだいぶ前に枯れてしまった」「台風で倒れてしまった」といったお話も貴重な情報

となります。②と同じ調査票で情報提供が可能ですので、ぜひお知らせください。 
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「観察結果報告」の候補となる巨樹の例： 

名称などで特定しやすいが、およそ 20年以上報告が途絶えているもの(抜粋) 

※個人宅の巨樹や無断で触れることが禁じられている巨樹もありますので、個別のルールにはご留意い

ただきますようお願いいたします。 

所在地 樹種 名称 調査日 幹周 

(株立) 

北海道旭川市東旭川南１条６丁目 

旭川中学校校庭 

ハルニレ 練兵場の楡 2000// (742) 

北海道松前郡松前町字松城  松前

公園 

サトザクラ 血脈桜 2000// (550) 

青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢字

塩見形 356  

イチョウ 北金ヶ沢のイチョウ 2000// 2200 

青森県上北郡おいらせ町東下谷地 9 イチョウ 根岸のイチョウ 1988/7/14 1410 

岩手県大船渡市三陸町越喜来字杉

下  

スギ 越喜来の老杉 2000// 1160 

岩手県久慈市門前 1-111 長泉寺 イチョウ 長泉寺の大公孫樹（おお

いちょう） 

2000// 1470 

宮城県大崎市岩出山下一栗字宿 40 

樹林寺 

カヤ 樹林寺のカヤ 2000// (1700) 

宮城県柴田郡柴田町入間田字雨乞 イチョウ 雨乞のイチョウ 2000// 1150 

宮城県亘理郡亘理町旭山 1 称名寺

境内 

ツブラジイ 称名寺のシイノキ 1988// 1015 

秋田県横手市山内筏字植田表 56 スギ 筏の大杉 2000// 1180 

秋田県大館市出川 ケヤキ 出川のケヤキ 1988// (1709) 

秋田県湯沢市秋ノ宮川連  千代世

神社 

ホオノキ 川連のホオノキ 2006/11/4 (1090) 

山形県長井市草岡 エドヒガン 草岡のサクラ 2000// 1091 

山形県東根市大字東根元東根本丸

9206-10 東根小学校校庭 

ケヤキ 東根の大ケヤキ 2000// 1560 

山形県最上郡大蔵村柳渕 クロベ 岩神大権現のクロベ 2000/7/11 (1390) 

福島県会津若松市神指町大字高瀬

字五百地  

ケヤキ 高瀬の大ケヤキ 2000// 1180 

福島県いわき市川前町上桶売字沢

尻 5-ロ  

サワラ 沢尻の大ヒノキ（サワ

ラ） 

2000// 1000 

福島県耶麻郡猪苗代町字本町 ケヤキ 天子のケヤキ 2000// 1540 

茨城県土浦市手野町 2019 空禅寺 スダジイ 空禅寺のスダジイ 2000/5/31 (1140) 

栃木県足利市 八雲神社 イチョウ ばんな寺のイチョウ 1988// 845 

栃木県鹿沼市上粕尾 560 日光神社 スギ 豊年杉 2000/6/15 1005 

別紙
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所在地 樹種 名称 調査日 幹周 

(株立) 

群馬県太田市 223 浄蔵寺 イチョウ 浄蔵寺の大イチョウ 2000/6/27 1400 

群馬県渋川市中郷 雙林寺 アラカシ 千本カシ 2000// (1450) 

埼玉県飯能市高山 高山不動尊 イチョウ 高山不動の大イチョウ 1988// 1000 

埼玉県東松山市大字岩殿 1229  イチョウ 正法寺の大銀杏 2000// (1110) 

埼玉県入間郡越生町大字上谷 630  クスノキ 大クスノキ 2000// 1500 

千葉県勝浦市勝浦 49 高照寺 イチョウ 乳銀杏 2000// 1000 

千葉県鴨川市清澄  スギ 千年杉（清澄の大スギ） 2000// 1505 

千葉県富津市東大和田 興源寺 クスノキ 環の大クス 2000// 1250 

東京都府中市宮西町４丁目 3-2 矢

島稲荷 

ケヤキ 矢島稲荷の大ケヤキ 2000// 1000 

神奈川県秦野市鶴巻南 4  ケヤキ 鶴巻の大ケヤキ 1988// 1000 

神奈川県足柄上郡山北町  スギ 箒杉 1988// 1200 

神奈川県足柄下郡湯河原町宮下

355-2 五所神社 

クスノキ 明神の楠 2000// 1560 

新潟県五泉市切畑 観音堂 イチョウ 切畑の乳銀杏 1988// 1200 

新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦  住吉

神社 

ケヤキ 弥彦の蛸ケヤキ 1988// 950 

新潟県東蒲原郡阿賀町岩谷  平等

寺 

スギ 将軍杉 2001/4/13 1931 

富山県魚津市三ヶ杉見 53  スギ 洞杉 2000/6/22 1560 

富山県魚津市大沢字前田 632  スギ 大沢の地鎮杉 2000// 1180 

富山県南砺市広谷  スギ てんぐの大杉 2000// (1100) 

石川県七尾市百海町 伊影山神社 イチョウ 伊影山神社のイチョウ 2000// 1135 

石川県白山市市ノ瀬  カツラ こもちカツラ 1996/5/11 (1830) 

石川県白山市太田大道谷  トチノキ 太田の大トチノキ 1988// 1300 

福井県大野市友兼 5 号 2 番 専福寺 ケヤキ 専福寺の大ケヤキ 2000// 1120 

福井県勝山市北郷町岩屋  岩屋観

音 

スギ 岩屋の大杉 1988// (1700) 

福井県南条郡南越前町岩谷  トチノキ 今庄のトチノキ 2000// 1000 

山梨県南アルプス市寺部  ケヤキ 三恵の大ケヤキ 1988// 1472 

山梨県北杜市須玉町江草  根古屋

神社 

ケヤキ 根古屋神社の大ケヤキ

（田木） 

1988// 1010 

山梨県北杜市須玉町江草  根古屋

神社 

ケヤキ 根古屋神社の大ケヤキ

（畑木） 

1988// 1190 

長野県長野市  トチノキ 赤岩のトチ 2000// (1240) 
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所在地 樹種 名称 調査日 幹周 

(株立) 

長野県東御市滋野中屋敷  熊野神

社 

ケヤキ 中屋敷熊野神社のケヤ

キ 

2000// (1550) 

長野県下伊那郡根羽村月瀬  スギ 月瀬の大杉 2000// 1379 

岐阜県高山市総和町 1-83 国分寺 イチョウ 飛騨国分寺のイチョウ 2000// 1000 

岐阜県中津川市加子母池ノ森  地

蔵堂 

スギ 加子母のスギ 1988// 1204 

岐阜県恵那市上矢作町大船山  スギ 弁慶杉 2000// 1360 

静岡県御殿場市川柳  浅間神社 スギ 川柳の芙桑樹 2000// (1100) 

静岡県熱海市西山町 43-1 来の宮

神社 

クスノキ 阿豆佐和気神社の大ク

ス 

1988// 2390 

静岡県富士市浅間本町 5-1 富知六

所浅間神社 

クスノキ 富知六所浅間神社のク

ス 

2002/8/8 1300 

愛知県豊田市杉本町鳥井前 19 神

明神社 

スギ 杉本の貞観杉 2000// 1175 

愛知県豊田市大野瀬町ヤナジ 17-3  カツラ 子持ち桂 2000/11/28 (1418) 

愛知県知多市南粕谷本町一丁目 196 

大智院 

クスノキ 八百比丘御手植の大樟 2013/12/31 1160 

三重県松阪市飯高町赤桶  水屋神

社 

クスノキ 水屋の大クス 2000/7/9 1663 

三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区

三浦字豊浦 豊浦神社 

クスノキ 豊浦神社のクス 2000// 1070 

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和  クスノキ 阿田和の大楠 2000// 1440 

京都府京都市左京区花背  花背の

三本杉 

スギ 花背の三本杉 2000// (1779) 

京都府京都市 貴船神社 スギ 相生杉 2000// 960 

京都府綾部市五津合町大ヒシロ  トチノキ 君尾山のトチノキ 2000// 1040 

大阪府大阪市住吉区住吉町  クスノキ 千年楠 1988// 980 

大阪府門真市三ツ島 1374 三ツ島

神社 

クスノキ 薫蓋樟 2000/5/31 1340 

兵庫県朝来市和田山町竹ノ内  カツラ 糸井の大カツラ  2000// (1920) 

兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽 

青玉神社地内 

スギ 夫婦（メオト）杉 2000// 1080 

兵庫県美方郡香美町村岡区和池 

但馬高原植物園 

カツラ 和池の大カツラ 1988// (1000) 

奈良県奈良市春日野町 春日大社 クスノキ 若宮大楠 2000/5/18 1120 

奈良県宇陀市榛原区高井  スギ 高井の千本杉 2000// (2500) 
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所在地 樹種 名称 調査日 幹周 

(株立) 

奈良県宇陀市菟田野区 桜実神社 スギ 八ツ房スギ 1988// (2000) 

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東，

町立笠田小学校北側 妙楽寺 

クスノキ 十五社（ジュウゴセ）の

楠 

2000// 1400 

和歌山県東牟婁郡串本町有田上 

有田神社 

クスノキ 有田神社の楠 2000// 1220 

鳥取県鳥取市河原町落河内  カツラ 落河内の大カツラ 1988// 1290 

鳥取県東伯郡琴浦町宮場  スダジイ 伯耆の大椎 1988// 1140 

鳥取県日野郡江府町洲河崎  洲河

崎後山 

カツラ 洲河崎のカツラ 1988// 1170 

島根県松江市八雲町 志多備神社 スダジイ 志多備神社のスダジイ 2000// 1140 

島根県鹿足郡津和野町堤田  大元

神社跡 

クスノキ 大元神社跡の大楠 1988// 1250 

島根県隠岐郡隠岐の島町下西  玉

若酢命神社 

スギ 八百杉 1988// 1100 

岡山県津山市二宮 601 高野神社 ムクノキ 宇那提森のムクノキ 2000/7/4 (1204) 

岡山県真庭市後谷  イチョウ 観音堂のイチョウ 1988// (1418) 

岡山県勝田郡奈義町高円 菩提寺 イチョウ 菩提寺の大イチョウ 2000// 1348 

広島県三原市 糸崎神社 クスノキ 糸崎神社のクス 1988// 1300 

広島県庄原市高野町新市字上市 173  イチョウ 乳下り大銀杏樹 2000// 960 

広島県庄原市西城町熊野  トチノキ 熊野の大トチ 1988// (1114) 

山口県周南市須々万本郷  飛龍八

幡宮 

スギ 大玉杉 2000// 1050 

徳島県美馬市美馬町 中山路銀杏

庵 

イチョウ お乳大明神 2000// 1190 

徳島県三好市西祖谷山村  上吾橋

五所神社 

スギ 五所神社の杉 1988// 1150 

徳島県三好市東祖谷大枝  大枝鉾

神社 

スギ 鉾スギ 1988// 1000 

香川県善通寺市善通寺町伽藍  クスノキ 五社明神の楠 1988// 1000 

香川県善通寺市善通寺町伽藍  クスノキ 善通寺の楠  1988// 1236 

香川県小豆郡土庄町 宝生院 ミヤマビャク

シン 

宝生院のシンパク 2000// (2130) 

愛媛県今治市大三島町宮浦  大山

祇神社 

クスノキ 小千命御手植の楠 1988// 1100 

愛媛県今治市大三島町宮浦  大山

祇神社奥の院 

クスノキ 生樹の御門 1988// (1550) 
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所在地 樹種 名称 調査日 幹周 

(株立) 

愛媛県西予市城川町遊子谷  イチョウ 遊子川の大銀杏 2000// (1273) 

高知県須崎市大谷 須賀神社 クスノキ 大谷のクスノキ 2000// 1800 

高知県長岡郡大豊町杉 八坂神社 スギ 杉の大杉 （南大杉） 2001/8/17 1560 

高知県長岡郡大豊町杉 八坂神社 スギ 杉の大杉 （北大杉） 2001/8/17 1143 

福岡県糟屋郡宇美町宇美 1-1-1 宇

美八幡宮 

クスノキ 衣掛の森 2000// 2000 

福岡県糟屋郡宇美町宇美 1-1-1 宇

美八幡宮 

クスノキ 蚊田の森 2000// 1010 

福岡県糟屋郡宇美町宇美 1-1-1 宇

美八幡宮 

クスノキ 湯蓋の森 2000// 1570 

佐賀県伊万里市東山代町浦川内

15738  

サクラ 明星桜 2000/7/ 1140 

長崎県長崎市西小島 1-1 大徳寺 クスノキ 大徳寺の大クス 2000// 1345 

長崎県諫早市夫婦木町  スギ 女夫木（メオトギ）の大

杉 

2000// 1000 

長崎県対馬市上対馬町琴 676-1  イチョウ 対馬琴のイチョウ 2000/4/24 1330 

熊本県八代市 八王神社 クスノキ 八王社のクス 1988// 1270 

熊本県宇城市三角町上本庄  クスノキ 郡浦の天神樟 1988// 1490 

熊本県阿蘇郡南小国町満願寺  スギ 金比羅スギ 1988// 1240 

大分県速見郡日出町 1921 松屋寺 ソテツ 松屋寺の蘇鉄 2000/5/24 (1315) 

大分県玖珠郡玖珠町平井  イチョウ 平井天神の大イチョウ 1988// 1200 

宮崎県宮崎市高岡町去川  イチョウ 去川のイチョウ 1988// 1120 

宮崎県宮崎市清武町船引 7074-3  クスノキ 清武の大楠 2000// 1320 

宮崎県東臼杵郡椎葉村十根川  スギ 八村杉 2000// 1330 

鹿児島県志布志市志布志町  山宮

神社 

クスノキ 志布志の大クス 1988// 1710 

鹿児島県南九州市川辺町  飯倉神

社 

クスノキ 川辺の大クス 2000/4/20 1600 

鹿児島県熊毛郡屋久島町  淀川流

域 

スギ 紀元杉 1988// 1350 

沖縄県名護市字名護  ガジュマル ひんぷんガジュマル 2000// 1362 

沖縄県宮古島市下地字上地  ンナ

カヤー 

アコウ 古墳を抱くアコウ 2000// (1190) 

沖縄県島尻郡八重瀬町  ガジュマル 世名城のガジュマル 1988// 2350 
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「移植」の候補となる巨樹の例： 

名称などで特定しやすいが、およそ 20年以上報告が途絶えているもの(抜粋) 

所在地 樹種 名称 調査日 幹周 

(株立) 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈小川

内  

スギ 小川内のスギ 2000// (1053) 

 

「枯死」・「伐採・消失」の候補となる巨樹の例： 

「倒壊した」「枯死した」などの断片的情報はあるが、真偽不確定で巨樹・巨木林 DB上では情報が反映さ

れていないもの (抜粋)※消失している現場の写真などがあると、証拠となります。 

所在地 名称 調査日 幹周 

(株立) 

福島県福島市渡利寺舘 32-1 春日神社 春日神社の大杉 2000/5/2 665 

千葉県成田市船形 219 船形山薬師寺 船形の大シイ 2000/5/9 540 

神奈川県鎌倉市雪の下 2-1-31 鶴岡八幡宮 鶴岡八幡宮の大イチョウ 1988// 670 

新潟県長岡市半蔵金諏訪神社 半蔵金の大杉 

※「半蔵金の大ケヤキ」はリス

トから除外済み 

2000// 1000 

新潟県糸魚川市杉之当 白山社 杉之当の大杉 1988// 1330 

新潟県十日町市松之山中尾 観音堂 亀杉 1988// 1000 

新潟県糸魚川市市振  海道の松 1988// 350 

新潟県村上市塩谷  塩谷の榎 1988// 524 

富山県黒部市前沢吉城寺字大門 熊野神社 吉城寺の大杉 1988// (750) 

福井県小浜市城内 1 小浜神社 小浜神社の九本ダモ 1988// (1075) 

山梨県北杜市武川町三吹 2910-1 萬休院の舞鶴の松 2000// 370 

山梨県北杜市白州町横手  横手の駒のマツ 1988// 580 

長野県上田市平井 2542 霊泉禅寺  霊泉寺大ケヤキ 2000// 940 

岐阜県瑞浪市大湫町  大湫神明神社の大スギ 1988// 1100 

静岡県島田市千葉山 智満寺  十本杉（頼朝杉） 2000// 926 

奈良県奈良市春日山  春日山の大杉 2000/6/17 910 

香川県さぬき市志度 48 真覚寺 真覚寺のクスノキ 1988// 430 

高知県四万十市西土佐津賀  新王様のモミの木 

※玉の誤記？ 

2000// 780 

高知県高岡郡四万十町折合  折合の大ヒノキ 1999// (990) 

鹿児島県伊佐市大口 大ケヤキ 三州谷の大欅 1988// 810 

鹿児島県熊毛郡屋久島町高塚山  翁杉 1988// 1225 

 



 

 
 

観察結果報告ぜひ情報をお寄せください（★★★） 

既に登録されている巨樹について、現地に訪れ観察した場合に登録するとき。 

現在の写真と訪問日、周辺情報を登録するだけで報告が可能です。 

 

枯死ぜひ情報をお寄せください（★★★） 

既に登録されている巨樹が枯死したことを登録するとき。 

枯死したことを示す写真と訪問日、周辺情報を登録するだけで報告が可能です。 

 

伐採・消失ぜひ情報をお寄せください（★★★） 

既に登録されている巨樹が伐採されたり、倒壊して消失したことを登録するとき。 

消失したことを示す写真と訪問日、周辺情報を登録するだけで報告が可能です。 

 

※とくに★★★の項目（「観察結果報告」「枯死」「伐採・消失」）は、情報大募集中です！  

 

移植 

既に登録されている巨樹が移植されたことを登録するとき。 

新規 

データベースに登録されていない巨樹を新たに登録するとき。 

実測による幹周の計測が必要です。 

追加計測 

既に登録されている巨樹について、現地に訪れ、幹周や樹高を調べて登録するとき。 

実測による幹周の計測が必要です。 

調査の区

分とはこ

の部分の

ことです 

【参考】調査票の調査の区分が分からないときご覧ください 

調査票を書いて事務局あてに送っていただければ、データベースへの登録は事務局で行います。 



調査した日 年 月 日

調査者名

連絡先
ご住所・電話・mail

新規ユーザ登録の
希望有無

区分

本数の計測方法

樹林・並木の通し番号

施設名
近くの目印とな
るもの

所有者名：

樹種名（ｶﾀｶﾅ）

健全度

幹周 cm

cm

cm

本

ｍ

独特の呼称

解説板

場所の公表可否

場所の公表不可の理由

【会員専用】調査票（観察結果報告、枯死 、伐採･消失 、移植用）

該当するものを○で囲む： ①観察結果報告 ②枯死 ③伐採･消失 ④移植 

太
字
の
項
目
は
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い

。
斜
線
の
部
分
は
記
入
不
要
で
す

調
査
を
行
っ
た
方
に
つ
い
て

〒
　
TEL 　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail

巨樹・巨木林データベー
スのユーザ登録情報

*登録済の方のみ記入

ID

ニックネーム

巨
樹
に
つ
い
て

①良好　　　②一部枯損 　　③病害虫 　　④異常落葉
⑤枯死寸前　　⑥枯死 　　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　 　）

①希望する
②希望しない

新規ユーザ登録で希望
するニックネーム

①単木　　　  ②樹林　　　   ③並木

樹林・並木のうちの巨木本数
本

①実測　　　　②目測

/

所在地

　　　　　都道府県　　　　　　市区郡町村

所有者

①国　　②都道府県　　③市町村　　④その他公有　　⑤社寺　　⑥個人
⑦法人等　　⑧不明

①公表可能　②公表不可　③不明

①樹種名（　　　　　　　　　）　　②不明

測定値

幹周

単幹の場合

主幹の幹周

幹周の合計

株立ちの本数

①実測　　　②目測

樹高
樹高の測定方法 ①実測　　　②目測

①なし　②あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　③不明

①なし　②樹名板　③解説板　④石標　⑤その他（　　　　　　　）

株立ちの場
合

幹周の測定方法

①私有地のため　②その他（　　　　　　　　　　　　）

位置が分かる地図 （縮尺２万５千分の１程度の地図を貼り、巨樹の場所を赤で×印）

複数ある場合には、コピーしてご使用ください



巨樹の全体や健康状態がわかる写真(1～３枚）。ここに貼らずプリントしたものを同封くださっても結構です。

樹齢の根拠

欠損の有無（複数可）

欠損や枯死などの原因

欠損や枯死などが起きた年
月日

年 月 日

動物（脊椎動物）の
生息

生息する
動物の種名

植物の被度

着生植物の種
類

着生植物の
種名

伝承の内容

緯度: 経度：

緯度（10進
法）:

経度（10進
法）:

測地系

複数ある場合には、コピーしてご使用ください

写
真
は
必
ず
提
出
く
だ
さ
い

ご
記
入
い
た
だ
か
な
く
て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん

。
お
分
か
り
に
な
れ
ば
ご
記
入
く
だ
さ
い

樹齢（推定）
A．99年以下　B．100～199年
C．200～299年　D．300年以上　E．不明

①推定　②伝承　③不明

伝承の資料名（樹齢の情報源に
なった資料名）

樹
木
の
状
況

①無　②大枝欠損　③小枝欠損　④頭頂部幹折れ　⑤下部幹折れ　⑥空洞あり
⑦異常なコブあり ⑧その他　⑨不明

①大風　②落雷　③積雪　④病害虫　⑤その他の自然災害　⑥人為（剪定等）
⑦不明

①無　②有　③不明

着生植物等

①無　②有（ｱ社、祠等 ｲ鳥居 ｳしめ縄）　③禁忌　④祭事　⑤不明

故事・伝承 ①無　②有

信仰対象等

①無　②有 ①ほぼ全体　 ②半分位 　③一部

aつる性 b寄生 c着生

コメント

保護制度・指定

①無
②天然記念物（a国 b都道府県 c市町村）
③自然公園（a国立 b国定 c都道府県立）
④自然環境保全地区（a国 b都道府県）
⑤保安林・学習参考保護等
⑥都市公園（ a国 b都道府県 c市町村）
⑦風致地区・緑地保全地区
⑧その他保護制度　名称（　　　　　　　　　　　　　）
⑨不明

視認性
①遠方より確認できる　　②ある程度の距離より確認できる
③付近まで来ないと確認できない

GPS による所在地の
緯度・経度

　　度　　　分　　　秒 　　度　　　分　　　秒

①世界（WGS84）　②旧日本（Tokyo）　　③その他（　　　　　　　　　　）


