
勝手　　　　　　　　

内道川　　　　　　　

桜沢　　　　　　　　

富田　　　　　　　　

泉田　　　　　　　　

滝俣　　　　　　　　

君ヶ野川　　　　　　

岩城ＩＣ　　　　　　
羽越本線　　　　　　

日本海東北自動車道　

宮ノ下　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

上新谷　　　　　　　

浅田　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

藤田　　　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

岩城君ヶ野　　　　　

岩城赤平　　　　　　

岩城泉田　　　　　　

岩城滝俣　　　　　　

岩城道川　　　　　　

岩城内道川　　　　　

岩城二古　　　　　　

岩城富田　　　　　　

岩城福俣　　　　　　

入道沢　　　　　　　

道川駅　　　　　　　

岩城みなと駅　　　　

石田坂　　　　　　　

豊岩豊巻　　　　　　

桂根　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

▲ 国見山　　　　　　　

八田川　　　　　　　

下浜　　　　　　　　羽川　　　　　　　　

白幡　　　　　　　　

鮎川　　　　　　　　

名ヶ沢　　　　　　　

石田坂大堤　　　　　

ヨモキ田　　　　　　

居使　　　　　　　　

境川　　　　　　　　

古堂　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

杉ノ下　　　　　　　

雪川　　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

下浜羽川　　　　　　

下浜桂根　　　　　　

下浜長浜　　　　　　

下浜名ヶ沢　　　　　

岩城勝手　　　　　　

館ノ丸　　　　　　　自在山　　　　　　　 御野場新町（三）　　
豊岩石田坂　　　　　

下浜駅　　　　　　　

桂根駅　　　　　　　

▲ 観音森　　　　　　　

不動ノ滝　　　　　　

桧山峠　　　　　　　

折戸　　　　　　　　

神ヶ村　　　　　　　

萱ヶ沢　　　　　　　

碇田　　　　　　　　

新波　　　　　　　　
繋　　　　　　　　　

向野　　　　　　　　

左手子　　　　　　　

女米木　　　　　　　

不動ノ滝　　　　　　

戸賀沢　　　　　　　

種沢　　　　　　　　

相川　　　　　　　　桑ノ木田　　　　　　

クネソエ　　　　　　

館ヶ沢　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

金ヶ崎　　　　　　　

窪　　　　　　　　　

山王堂　　　　　　　
沼田　　　　　　　　

上繋　　　　　　　　

上田面　　　　　　　

清水下　　　　　　　

清水木　　　　　　　

西又　　　　　　　　

川崎　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

太子前　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大金　　　　　　　　

陳笠　　　　　　　　

土渕　　　　　　　　

東又　　　　　　　　

猫沢　　　　　　　　

白川　　　　　　　　

番屋　　　　　　　　

宝生口　　　　　　　

妙角　　　　　　　　

脇ノ沢　　　　　　　

梵天野　　　　　　　

雄和繋　　　　　　　

雄和戸賀沢　　　　　

雄和向野　　　　　　

雄和左手子　　　　　

雄和種沢　　　　　　

雄和女米木　　　　　

雄和新波　　　　　　

雄和神ヶ村　　　　　

雄和相川　　　　　　

雄和碇田　　　　　　

高清水　　　　　　　
銅屋　　　　　　　　

古野　　　　　　　　

小阿地　　　　　　　
四ッ小屋　　　　　　

末戸松本　　　　　　

楢田　　　　　　　　

戸草沢　　　　　　　

平尾鳥　　　　　　　

竹ノ花　　　　　　　

妙法　　　　　　　　
雄和　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

下黒瀬　　　　　　　
湯野目　　　　　　　

椿川　　　　　　　　

平沢　　　　　　　　

安養寺　　　　　　　
▲ 糠塚山　　　　　　　

秋田空港　　　　　　

芝野新田　　　　　　

田草川　　　　　　　

本田　　　　　　　　 戸島　　　　　　　　

上野台　　　　　　　
白熊　　　　　　　　

式田　　　　　　　　

諸井　　　　　　　　

河辺　　　　　　　　

北野田高屋　　　　　

秋田南ＩＣ　　　　　

河辺ＪＣＴ　　　　　

秋田空港ＩＣ　　　　

秋田エアポートライン

奥椿岱　　　　　　　

岡村　　　　　　　　

沖村　　　　　　　　

下諸井　　　　　　　

関田　　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

金井田　　　　　　　

糠塚　　　　　　　　

黒沼　　　　　　　　

細田　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

榊表　　　　　　　　

三替沢　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

寺沢　　　　　　　　

鹿野戸　　　　　　　

七曲　　　　　　　　

舟津田　　　　　　　

小高　　　　　　　　

松渕　　　　　　　　

上諸井　　　　　　　

上大部　　　　　　　

城下当場　　　　　　
石川　　　　　　　　

前椿岱　　　　　　　

袖ノ沢　　　　　　　

大古川　　　　　　　

大部　　　　　　　　

地張山　　　　　　　

中山　　　　　　　　

中台　　　　　　　　

町屋敷　　　　　　　

堤根　　　　　　　　

南台　　　　　　　　

白根沢　　　　　　　

平脇　　　　　　　　

方福　　　　　　　　

柳林　　　　　　　　

槐下　　　　　　　　

簗場　　　　　　　　

茱萸野　　　　　　　

下浜楢田　　　　　　

下浜八田　　　　　　

河辺戸島　　　　　　

河辺諸井　　　　　　

河辺松渕　　　　　　

河辺畑谷　　　　　　

河辺豊成　　　　　　

河辺北野田高屋　　　

河辺和田　　　　　　

御所野下堤（一）　　御所野下堤（五）　　

御所野元町（一）　　
御所野元町（五）　　

御所野元町（四）　　

御所野元町（七）　　

御所野元町（二）　　

御所野元町（六）　　

御所野地蔵田（一）　

御所野地蔵田（五）　

御所野地蔵田（三）　

御所野地蔵田（四）　

御所野地蔵田（二）　

御所野湯本（一）　　

御所野湯本（五）　　

御所野湯本（三）　　

御所野湯本（四）　　

御所野湯本（二）　　

御所野湯本（六）　　

四ッ小屋小阿地　　　

四ッ小屋末戸松本　　

豊岩小山　　　　　　

雄和下黒瀬　　　　　

雄和芝野新田　　　　

雄和石田　　　　　　

雄和椿川　　　　　　

雄和田草川　　　　　

雄和平沢　　　　　　

雄和平尾鳥　　　　　

雄和妙法　　　　　　

山根　　　　　　　　
脇ノ田　　　　　　　御所野下堤（三）　　御所野下堤台（一）　

御野場（五）　　　　
御野場（八）　　　　
御野場（六）　　　　

上北手古野　　　　　

四ッ小屋駅　　　　　

和田駅　　　　　　　
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



将軍野　　　　　　　

八橋　　　　　　　　

旧雄物川　　　　　　

川尻　　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

秋田　　　　　　　　

寺内町　　　　　　　

奥羽本線　　　　　　

松崎　　　　　　　　

秋田臨海鉄道南線　　

梶ノ目　　　　　　　

関町後　　　　　　　

九十田　　　　　　　

元中村　　　　　　　

出小屋　　　　　　　

新町後　　　　　　　

水口　　　　　　　　

西出小屋　　　　　　

石山　　　　　　　　石山下　　　　　　　

大川反　　　　　　　

登木　　　　　　　　

内浜田　　　　　　　

八幡田　　　　　　　
野村　　　　　　　　

旭南（一）　　　　　

旭南（三）　　　　　

旭南（二）　　　　　

旭北栄町　　　　　　

旭北錦町　　　　　　

茨島（一）　　　　　

茨島（五）　　　　　

茨島（三）　　　　　

茨島（四）　　　　　

茨島（七）　　　　　

茨島（二）　　　　　

茨島（六）　　　　　

卸町（一）　　　　　

卸町（五）　　　　　

卸町（三）　　　　　

外旭川三千刈　　　　

外旭川八幡田（一）　
外旭川八幡田（二）　

外旭川八柳（一）　　

外旭川八柳（三）　　
外旭川八柳（二）　　

牛島西（一）　　　　

牛島西（四）　　　　

牛島西（二）　　　　

牛島東（一）　　　　

牛島南（一）　　　　

牛島南（二）　　　　

御野場新町（一）　　

御野場新町（二）　　

向浜（一）　　　　　

向浜（二）　　　　　

高陽幸町　　　　　　
高陽青柳町　　　　　

山王（五）　　　　　

山王（三）　　　　　
山王（七）　　　　　

山王（二）　　　　　

山王（六）　　　　　
山王沼田町　　　　　

山王新町　　　　　　

山王中園町　　　　　

山王中島町　　　　　

寺内イサノ　　　　　
寺内鵜ノ木　　　　　

寺内後城　　　　　　
寺内高野　　　　　　寺内三千刈　　　　　

寺内児桜（三）　　　

寺内児桜（二）　　　

寺内焼山　　　　　　

寺内神屋敷　　　　　

寺内大小路　　　　　

寺内大畑　　　　　　

寺内堂ノ沢（一）　　
寺内堂ノ沢（三）　　

寺内堂ノ沢（二）　　

寺内蛭根（一）　　　

寺内蛭根（三）　　　

寺内油田（三）　　　

寺内油田（二）　　　

将軍野南（一）　　　

将軍野南（五）　　　

将軍野南（三）　　　
将軍野南（四）　　　

新屋沖田町　　　　　

新屋下川原町　　　　

新屋割山町　　　　　

新屋栗田町　　　　　
新屋元町　　　　　　

新屋高美町　　　　　

新屋寿町　　　　　　

新屋渋谷町　　　　　

新屋勝平台　　　　　

新屋勝平町　　　　　

新屋松美ガ丘東町　　
新屋松美ガ丘南町　　

新屋松美ガ丘北町　　

新屋松美町　　　　　

新屋扇町　　　　　　

新屋船場町　　　　　

新屋前野町　　　　　

新屋大川町　　　　　

新屋朝日町　　　　　

新屋町　　　　　　　

新屋鳥木町　　　　　

新屋天秤野　　　　　

新屋田尻沢西町　　　新屋田尻沢中町　　　新屋田尻沢東町　　　

新屋南浜町　　　　　

新屋日吉町　　　　　

新屋比内町　　　　　

新屋表町　　　　　　

新屋豊町　　　　　　

新屋北浜町　　　　　

仁井田　　　　　　　

仁井田新田（三）　　

千秋矢留町　　　　　

川元むつみ町　　　　

川元開和町　　　　　

川元山下町　　　　　

川元小川町　　　　　

川尻みよし町　　　　

川尻若葉町　　　　　
川尻上野町　　　　　

川尻新川町　　　　　

川尻総社町　　　　　
川尻大川町　　　　　

泉釜ノ町　　　　　　
泉三嶽根　　　　　　泉菅野（一）　　　　

泉菅野（二）　　　　

泉中央（一）　　　　泉中央（五）　　　　

泉中央（三）　　　　
泉中央（四）　　　　

泉中央（二）　　　　
泉中央（六）　　　　

泉北（一）　　　　　
泉北（三）　　　　　泉北（四）　　　　　泉北（二）　　　　　

大住（一）　　　　　

大住（三）　　　　　

大住（二）　　　　　

大町（一）　　　　　

大町（五）　　　　　

大町（三）　　　　　

大町（二）　　　　　

大町（六）　　　　　
中通（五）　　　　　
中通（三）　　　　　

土崎港東（一）　　　
土崎港南（一）　　　土崎港南（三）　　　土崎港南（二）　　　

楢山川口境　　　　　

楢山登町　　　　　　
楢山南中町　　　　　楢山本町　　　　　　

南通亀の町　　　　　

八橋イサノ（一）　　

八橋イサノ（二）　　

八橋三和町　　　　　八橋新川向　　　　　

八橋大沼町　　　　　

八橋大道東　　　　　

八橋大畑（一）　　　八橋大畑（二）　　　

八橋田五郎（一）　　八橋田五郎（二）　　

八橋南（一）　　　　八橋南（二）　　　　八橋本町（一）　　　

八橋本町（五）　　　
八橋本町（三）　　　八橋本町（四）　　　

八橋本町（二）　　　
八橋本町（六）　　　

八橋鯲沼町　　　　　

保戸野すわ町　　　　

保戸野原の町　　　　

保戸野桜町　　　　　

保戸野千代田町　　　

保戸野中町　　　　　保戸野鉄砲町　　　　

保戸野八丁　　　　　

神田　　　　　　　　
大堤　　　　　　　　将軍野向山　　　　　土崎港中央（四）　　

土崎港東（二）　　　

秋田市役所　　　　　
秋田県庁　　　　　　

羽後牛島駅　　　　　

新屋駅　　　　　　　

上出戸　　　　　　　

牛坂　　　　　　　　

下刈　　　　　　　　
浦山　　　　　　　　

片田　　　　　　　　

男潟　　　　　　　　

鳰崎　　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

笠岡　　　　　　　　
岩城　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

新城川　　　　　　　

笹岡　　　　　　　　

外旭川　　　　　　　

秋田港　　　　　　　

秋田船川港　　　　　

相染　　　　　　　　

下新城　　　　　　　

小友　　　　　　　　

金足　　　　　　　　

男鹿線　　　　　　　

秋田臨海鉄道北線　　

秋田北ＩＣ　　　　　

囲地田　　　　　　　

堰根　　　　　　　　

堰場　　　　　　　　

下谷地　　　　　　　

外脇　　　　　　　　

街道端西　　　　　　

潟向　　　　　　　　

苅又　　　　　　　　

駒込　　　　　　　　

晃ヶ丘団地　　　　　

小林　　　　　　　　

松木台　　　　　　　

沼端　　　　　　　　

上向　　　　　　　　

上北野　　　　　　　

杉崎　　　　　　　　
男鹿田　　　　　　　

中坪　　　　　　　　

長沼　　　　　　　　
追分西　　　　　　　

槻ノ木　　　　　　　

天ノ袋　　　　　　　

島合　　　　　　　　

南沢　　　　　　　　

飯島水尻　　　　　　

琵琶沼　　　　　　　

浜ナシ山　　　　　　

片野　　　　　　　　

堀川　　　　　　　　

毛無谷地　　　　　　

下新城笠岡　　　　　

下新城岩城　　　　　

下新城小友　　　　　

下新城青崎　　　　　

下新城中野　　　　　

下新城長岡　　　　　

金足下刈　　　　　　

金足吉田　　　　　　

金足高岡　　　　　　

金足小泉　　　　　　
金足追分　　　　　　

金足片田　　　　　　

金足鳰崎　　　　　　

港北松野町　　　　　
港北新町　　　　　　

将軍野堰越　　　　　

将軍野桂町　　　　　

将軍野青山町　　　　

将軍野東（一）　　　将軍野東（三）　　　
将軍野東（四）　　　

将軍野東（二）　　　

昭和大久保　　　　　

上新城五十丁　　　　

上新城中　　　　　　

土崎港西（一）　　　

土崎港西（五）　　　

土崎港西（三）　　　

土崎港西（四）　　　

土崎港西（二）　　　

土崎港相染町　　　　

土崎港中央（一）　　

土崎港中央（五）　　

土崎港中央（三）　　

土崎港中央（七）　　

土崎港中央（六）　　

土崎港東（三）　　　

土崎港東（四）　　　

土崎港北（一）　　　

土崎港北（五）　　　

土崎港北（三）　　　

土崎港北（四）　　　

土崎港北（七）　　　

土崎港北（二）　　　

土崎港北（六）　　　

飯島穀丁　　　　　　

飯島松根西町　　　　飯島松根東町　　　　

飯島新町（一）　　　

飯島新町（三）　　　
飯島新町（二）　　　

飯島西袋（一）　　　

飯島西袋（三）　　　

飯島西袋（二）　　　

飯島川端（一）　　　

飯島川端（三）　　　
飯島川端（二）　　　

飯島鼠田（一）　　　
飯島鼠田（三）　　　飯島鼠田（四）　　　

飯島鼠田（二）　　　

飯島長野上町　　　　
飯島長野中町　　　　

飯島長野本町　　　　

飯島道東（一）　　　

飯島道東（三）　　　

飯島道東（二）　　　

飯島飯田（一）　　　飯島飯田（二）　　　

飯島美砂町　　　　　

飯島文京町　　　　　

飯島緑丘町　　　　　

三軒屋　　　　　　　大清水北野　　　　　 轌町　　　　　　　　

金足浦山　　　　　　 金足黒川　　　　　　

追分駅　　　　　　　

上飯島駅　　　　　　

土崎駅　　　　　　　

仁部　　　　　　　　

八田　　　　　　　　

柳田　　　　　　　　手形　　　　　　　　泉一ノ坪　　　　　　

蛇野　　　　　　　　

広面　　　　　　　　

桜　　　　　　　　　

奥通沢　　　　　　　

梨平　　　　　　　　

大杉沢　　　　　　　
大戸　　　　　　　　

楢山　　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

宝竜崎　　　　　　　

大山田　　　　　　　

上小山田　　　　　　

▲ 筑紫森　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

上北手　　　　　　　百崎　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

柳館　　　　　　　　

通沢　　　　　　　　
宝川　　　　　　　　

下北手　　　　　　　

寒川　　　　　　　　

新藤田　　　　　　　

目長崎　　　　　　　 太平　　　　　　　　
皿見内　　　　　　　

秋田中央ＩＣ　　　　

牛島東（五）　　　　

牛島東（四）　　　　

牛島東（六）　　　　

仁井田新田（一）　　

仁井田新田（二）　　

仁井田二ッ屋（一）　

仁井田蕗見町　　　　

千秋中島町　　　　　

千秋北の丸　　　　　

泉馬場　　　　　　　

中通（四）　　　　　中通（二）　　　　　

中通（六）　　　　　

楢山愛宕下　　　　　

楢山古川新町　　　　

保戸野金砂町　　　　

井関　　　　　　　　 井関沢　　　　　　　

猿田沢　　　　　　　

下前田　　　　　　　

家ノ下　　　　　　　家ノ前　　　　　　　

賀川　　　　　　　　

関上　　　　　　　　

館越　　　　　　　　

古町　　　　　　　　

五関　　　　　　　　

後谷地　　　　　　　

高田　　　　　　　　

高梨台　　　　　　　

砂子沢　　　　　　　

才ノ浜　　　　　　　

細谷沢　　　　　　　

桜谷地　　　　　　　

桜田　　　　　　　　

獅子岱　　　　　　　

寺中　　　　　　　　

種ヶ崎　　　　　　　

十七流　　　　　　　

上八田　　　　　　　

諏訪ノ沢　　　　　　

菅場　　　　　　　　

西谷地　　　　　　　

切上　　　　　　　　

前田面　　　　　　　

大巻　　　　　　　　

大松沢　　　　　　　

大西ヶ沢　　　　　　

谷崎　　　　　　　　

谷内佐渡　　　　　　

中前田　　　　　　　

中谷地　　　　　　　

釣瓶町　　　　　　　

底沢　　　　　　　　

土手下　　　　　　　

堂ヶ下　　　　　　　

樋ノ下　　　　　　　

苗代沢　　　　　　　

蛭田　　　　　　　　

平形　　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

堀内　　　　　　　　

堀尾田　　　　　　　

本宿　　　　　　　　

弥生館　　　　　　　

和田　　　　　　　　

旭川新藤田西町　　　旭川新藤田東町　　　

旭川清澄町　　　　　

旭川南町　　　　　　

横森（一）　　　　　

横森（五）　　　　　

横森（三）　　　　　

横森（四）　　　　　
横森（二）　　　　　

下北手寒川　　　　　

下北手黒川　　　　　

下北手桜　　　　　　

下北手松崎　　　　　

下北手通沢　　　　　
下北手宝川　　　　　

下北手柳館　　　　　

下北手梨平　　　　　

河辺高岡　　　　　　

牛島東（七）　　　　

御野場（三）　　　　御野場（四）　　　　

御野場（二）　　　　

御野場新町（五）　　

桜（一）　　　　　　
桜（三）　　　　　　

桜（四）　　　　　　
桜（二）　　　　　　

桜ガ丘（一）　　　　桜ガ丘（五）　　　　

桜ガ丘（三）　　　　

桜台（一）　　　　　

桜台（三）　　　　　
桜台（二）　　　　　

山手台（一）　　　　

山手台（三）　　　　

山手台（二）　　　　

手形からみでん　　　

手形山崎町　　　　　

手形山西町　　　　　
手形山中町　　　　　

手形山東町　　　　　

手形山南町　　　　　

手形山北町　　　　　

手形住吉町　　　　　

手形新栄町　　　　　

手形田中　　　　　　

上北手猿田　　　　　

上北手荒巻　　　　　

上北手小山田　　　　

上北手大戸　　　　　

上北手大山田　　　　

上北手大杉沢　　　　

上北手百崎　　　　　

仁井田栄町　　　　　

仁井田二ッ屋（二）　仁井田福島（一）　　仁井田福島（二）　　

仁井田本町（一）　　

仁井田本町（五）　　
仁井田本町（三）　　

仁井田本町（四）　　

仁井田本町（二）　　

仁井田本町（六）　　

仁井田目長田（一）　

千秋久保田町　　　　
千秋城下町　　　　　

泉東町　　　　　　　

太平黒沢　　　　　　

太平寺庭　　　　　　

太平中関　　　　　　

太平八田　　　　　　

太平目長崎　　　　　

大平台（一）　　　　
大平台（三）　　　　

大平台（四）　　　　

大平台（二）　　　　

中通（七）　　　　　東通（一）　　　　　

東通（五）　　　　　

東通（三）　　　　　

東通（七）　　　　　

東通（二）　　　　　

東通（八）　　　　　
東通（六）　　　　　

東通観音前　　　　　

東通館ノ越　　　　　

東通仲町　　　　　　

東通明田　　　　　　

楢山金照町　　　　　

楢山城南新町　　　　

楢山城南町　　　　　
楢山石塚町　　　　　

楢山太田町　　　　　
楢山大元町　　　　　

南通宮田　　　　　　
南通築地　　　　　　

本道（二）　　　　　

境内川原　　　　　　 栗ノ木台　　　　　　

秋田駅　　　　　　　

▲ 館山　　　　　　　　 白山川　　　　　　　

湯ノ里　　　　　　　

五十丁　　　　　　　
不動滝　　　　　　　

道川大滝　　　　　　

▲ 大滝山　　　　　　　

添川　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

▲ 羽黒山　　　　　　　

木曽石　　　　　　　

金山滝　　　　　　　

旭川　　　　　　　　

藤倉　　　　　　　　

仁別　　　　　　　　

長滝　　　　　　　　

仁別沢　　　　　　　

▲ 山伏森　　　　　　　

白山　　　　　　　　

上新城　　　　　　　

道川　　　　　　　　
深川　　　　　　　　

愛染　　　　　　　　

屋敷田　　　　　　　

丸木橋　　　　　　　

行人沢　　　　　　　

市王子　　　　　　　

深田山根　　　　　　

大槻前　　　　　　　

長田　　　　　　　　

鶴木台　　　　　　　

雷　　　　　　　　　

和岱　　　　　　　　

上新城小又　　　　　

上新城石名坂　　　　
上新城湯ノ里　　　　

上新城道川　　　　　

上新城白山　　　　　

上新城保多野　　　　

秋田県警察本部
秋田中央警察署

秋田臨港警察署

秋田東警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



潟上市　　　　　　　

葹田　　　　　　　　

宇治木　　　　　　　

黒坪　　　　　　　　

八田大倉　　　　　　

北川尻　　　　　　　

街道　　　　　　　　

浜井川　　　　　　　

飯塚　　　　　　　　

和田妹川　　　　　　

八ッ口　　　　　　　
飯田川　　　　　　　

下虻川　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

新関　　　　　　　　

天神下　　　　　　　

八丁目　　　　　　　

乱橋　　　　　　　　

豊川油田　　　　　　

草生土　　　　　　　

荒長根　　　　　　　

槻木　　　　　　　　

豊川　　　　　　　　

羽白目　　　　　　　

大清水　　　　　　　

下出戸　　　　　　　

蒲沼　　　　　　　　

二田　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

八郎潟調整池　　　　

井川町　　　　　　　

昭和男鹿半島ＩＣ　　

旭町　　　　　　　　

羽立　　　　　　　　

株山　　　　　　　　

館岡　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

佐渡　　　　　　　　

細谷　　　　　　　　

寺の下　　　　　　　

出戸新町　　　　　　

小泉　　　　　　　　

真形　　　　　　　　

神明町　　　　　　　

仁山　　　　　　　　

生潟　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

船橋　　　　　　　　

前山　　　　　　　　

大郷守　　　　　　　

大清水台　　　　　　
大表　　　　　　　　

大野地　　　　　　　

鶴沼台　　　　　　　

天神　　　　　　　　

内畑　　　　　　　　

白洲野　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

飯塚下　　　　　　　

飯塚上　　　　　　　

飯塚浜　　　　　　　

妹川浜　　　　　　　矢坂　　　　　　　　

竜毛　　　　　　　　
蓮沼　　　　　　　　

金足岩瀬　　　　　　金足大清水　　　　　

金足堀内　　　　　　

小竹花　　　　　　　

昭和（八）　　　　　

昭和豊川岡井戸　　　

昭和豊川山田　　　　

昭和豊川船橋　　　　
昭和豊川槻木　　　　

昭和豊川竜毛　　　　

昭和乱橋　　　　　　

天王　　　　　　　　

天王大崎　　　　　　

飯田川下虻川　　　　

飯田川金山　　　　　

飯田川飯塚　　　　　

飯田川和田妹川　　　

保野子　　　　　　　

飛塚　　　　　　　　

小今戸　　　　　　　

井川町役場　　　　　

羽後飯塚駅　　　　　

上二田駅　　　　　　

出戸浜駅　　　　　　

大久保駅　　　　　　

井川さくら駅　　　　

潟上市役所　　　　　

大潟村　　　　　　　

三種町　　　　　　　

八郎潟町　　　　　　

五城目町飛地　　　　

小谷沢　　　　　　　

鯉川　　　　　　　　

川代　　　　　　　　

天瀬川　　　　　　　

市野　　　　　　　　

三倉鼻　　　　　　　

真坂　　　　　　　　

▲ 高岳山　　　　　　　

浦大町　　　　　　　

夜叉袋　　　　　　　

▲ 森山　　　　　　　　

小池　　　　　　　　

一日市　　　　　　　

大川　　　　　　　　
下通口　　　　　　　

石崎　　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

海老沢　　　　　　　

今戸　　　　　　　　

五城目　　　　　　　

五城目八郎潟ＩＣ　　

中央幹線排水路　　　

東部承水路　　　　　

岩城町　　　　　　　

原嶋　　　　　　　　

四ツ屋　　　　　　　

小立花　　　　　　　

新間　　　　　　　　

鐙沢　　　　　　　　

白水沢　　　　　　　

矢場崎　　　　　　　

浦横町　　　　　　　

大川下樋口　　　　　

大川西野　　　　　　
大川石崎　　　　　　大川大川　　　　　　

大川谷地中　　　　　

八郎潟町役場　　　　

鯉川駅　　　　　　　

八郎潟駅　　　　　　

五城目町役場　　　　

門前　　　　　　　　

蓬内台　　　　　　　 馬場目　　　　　　　
荷背ノ峠　　　　　　

馬場目川　　　　　　

恋地　　　　　　　　

蛇喰　　　　　　　　

北ノ又　　　　　　　

▲ 爼山　　　　　　　　

大蔵又滝　　　　　　

井川　　　　　　　　

井内　　　　　　　　

大麦　　　　　　　　

上虻川　　　　　　　

古井内　　　　　　　

▲ 駒頭ノ森　　　　　　

五城目町　　　　　　

山岸　　　　　　　　
昭和豊川上虻川　　　

綱木沢　　　　　　　

寺庭　　　　　　　　

小野台　　　　　　　

新所　　　　　　　　

仲台　　　　　　　　

平ノ下　　　　　　　

坊井地　　　　　　　

高崎　　　　　　　　

舘越　　　　　　　　

帝釈寺　　　　　　　

町村　　　　　　　　

千日　　　　　　　　

▲ 坊処山　　　　　　　
高樋　　　　　　　　

川堤　　　　　　　　

▲ 赤倉山　　　　　　　

浅見内　　　　　　　

内川川　　　　　　　

黒土　　　　　　　　

上山内　　　　　　　

富津内川　　　　　　

下山内　　　　　　　

舘町　　　　　　　　
上樋口　　　　　　　

乙市　　　　　　　　希望ヶ丘　　　　　　

御蔵下　　　　　　　

広ヶ野　　　　　　　

大手　　　　　　　　

坊村　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

脇村　　　　　　　　

五城目　　　　　　　

内川黒土　　　　　　

内川小倉　　　　　　

内川浅見内　　　　　

内川湯ノ又　　　　　

富津内下山内　　　　 富津内中津又　　　　

富津内富田　　　　　

五城目警察署
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