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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）
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北星　　　　　　　　

留萠本線　　　　　　

豊泉　　　　　　　　

広里　　　　　　　　

音江　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

石狩　　　　　　　　

水源　　　　　　　　

入志別　　　　　　　

深川　　　　　　　　

五月　　　　　　　　

共進　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

桜坂　　　　　　　　

大師　　　　　　　　

開進　　　　　　　　

岩山　　　　　　　　一己　　　　　　　　
出雲　　　　　　　　

入志別川　　　　　　

深川ＩＣ　　　　　　

秩父別町　　　　　　

深川西ＩＣ　　　　　

深川留萌自動車道　　

メム　　　　　　　　

あけぼの町　　　　　

一区　　　　　　　　
一已　　　　　　　　

稲穂　　　　　　　　

芽生　　　　　　　　

九区　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

十区　　　　　　　　

昇保　　　　　　　　

西入志別　　　　　　第一稲穂　　　　　　

東区　　　　　　　　

南区　　　　　　　　

二十四孝　　　　　　

二条　　　　　　　　

八条　　　　　　　　

北区　　　　　　　　

稲穂町（一）　　　　

稲穂町（二）　　　　

音江町　　　　　　　

音江町（一）　　　　

音江町（二）　　　　

開西町（一）　　　　

開西町（三）　　　　

開西町（二）　　　　

錦町西　　　　　　　

錦町北　　　　　　　

広里町（一）　　　　

広里町（五）　　　　

広里町（三）　　　　

広里町（四）　　　　
広里町（二）　　　　

新光町（一）　　　　

新光町（三）　　　　
新光町（二）　　　　

太子町　　　　　　　

文光町　　　　　　　

北光町（一）　　　　

北光町（三）　　　　

北光町（二）　　　　

緑町　　　　　　　　

深川市役所　　　　　

北一已駅　　　　　　

深川駅　　　　　　　

東予　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

上宇摩　　　　　　　

屈狩　　　　　　　　
屈狩志内川　　　　　

北多度志　　　　　　

下多度志　　　　　　

弥栄　　　　　　　　

原野　　　　　　　　

多度志　　　　　　　

中多度志　　　　　　

川向　　　　　　　　

若林　　　　　　　　

中の沢　　　　　　　

共成　　　　　　　　

達府　　　　　　　　

▲ コップ山　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　

多度志川　　　　　　

中湯内　　　　　　　

下湯内　　　　　　　

深川市　　　　　　　

クツカルシナイ　　　

宇摩　　　　　　　　

下多度志西　　　　　

下多度志東　　　　　

十一区　　　　　　　

上多度志　　　　　　
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石橋　　　　　　　　

多度志　　　　　　　

多度志南　　　　　　
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一已町　　　　　　　

神居古潭　　　　　　
春志内　　　　　　　
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納内町グリーンタウン
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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）
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富岡　　　　　　　　

富沢　　　　　　　　

雨紛　　　　　　　　

伊野川　　　　　　　

上雨紛　　　　　　　

雨紛川　　　　　　　

神華　　　　　　　　

▲ 神楽山　　　　　　　

六号　　　　　　　　

八号　　　　　　　　

五号　　　　　　　　

四号　　　　　　　　

十四丁目　　　　　　

十二丁目　　　　　　
十八丁目　　　　　　

神楽岡十四条　　　　

神楽岡十条　　　　　
神楽岡十二条　　　　神楽岡十六条　　　　

神楽岡八条　　　　　神楽五条　　　　　　
神楽七条　　　　　　

神居町春志内　　　　

西御料五条　　　　　
西御料三条　　　　　

二十丁目　　　　　　

緑が丘南五条　　　　

緑が丘南二条　　　　

西神楽南十三号　　　

十六丁目　　　　　　
神楽四条　　　　　　神居一条　　　　　　

神居四条　　　　　　
神居二条　　　　　　

神居八条　　　　　　神居六条　　　　　　

神楽岡駅　　　　　　

緑が丘駅　　　　　　

共和　　　　　　　　

江丹別川　　　　　　
嵐山　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

忠和　　　　　　　　

台場　　　　　　　　

春光台　　　　　　　

春光　　　　　　　　

近文　　　　　　　　

錦　　　　　　　　　

川端町　　　　　　　

曙　　　　　　　　　

常盤公園　　　　　　

旭川　　　　　　　　

神岡　　　　　　　　
神楽　　　　　　　　

神居　　　　　　　　

▲ 半面山　　　　　　　

オサラッペ川　　　　
北野　　　　　　　　

旭川鷹栖ＩＣ　　　　

旭町一条　　　　　　
旭町二条　　　　　　

一条通　　　　　　　

亀吉一条　　　　　　

亀吉三条　　　　　　

宮下通　　　　　　　

錦町（十一）　　　　

錦町（十五）　　　　

錦町（十三）　　　　

錦町（十七）　　　　

錦町（二十）　　　　

錦町（二十二）　　　

近文町（十三）　　　

近文町（十七）　　　

近文町（二十）　　　

近文町（二十五）　　

近文町（二十二）　　

五条通　　　　　　　

三条通　　　　　　　

四丁目　　　　　　　

七条通　　　　　　　

住吉四条　　　　　　

住吉七条　　　　　　住吉六条　　　　　　

十七丁目　　　　　　

十丁目　　　　　　　

春光五条　　　　　　

春光四条　　　　　　
春光七条　　　　　　

春光台一条　　　　　

春光台五条　　　　　

春光台三条　　　　　

春光六条　　　　　　

曙一条　　　　　　　

曙三条　　　　　　　

曙北二条　　　　　　

常盤通　　　　　　　

神楽一条　　　　　　
神楽三条　　　　　　

神楽六条　　　　　　

神居九条　　　　　　神居五条　　　　　　

神居三条　　　　　　

川端町一条　　　　　
川端町三条　　　　　

川端町四条　　　　　

川端町七条　　　　　
川端町六条　　　　　

台場一条　　　　　　
台場三条　　　　　　台場二条　　　　　　

大町一条　　　　　　

大町二条　　　　　　

中常盤町　　　　　　

忠和一条　　　　　　

忠和五条　　　　　　

忠和三条　　　　　　

忠和四条　　　　　　

忠和七条　　　　　　

忠和八条　　　　　　

忠和六条　　　　　　

東一条　　　　　　　

南が丘（三）　　　　

二条通　　　　　　　
二丁目　　　　　　　

八条西　　　　　　　

北門町（十九）　　　

北門町（十四）　　　
北門町（十二）　　　

北門町（十六）　　　

北門町（二十一）　　

北門町（八）　　　　

北野西一条　　　　　

北野西三条　　　　　
北野西四条　　　　　

北野東五条　　　　　
北野東四条　　　　　

北野東二条　　　　　

末広七条　　　　　　

緑町（十四）　　　　

緑町（十八）　　　　

緑町（十六）　　　　

緑町（二十三）　　　

六条西　　　　　　　

六丁目　　　　　　　

旭岡（一）　　　　　

旭岡（五）　　　　　

旭岡（三）　　　　　

花咲町（一）　　　　

宮前通西　　　　　　

宮前通東　　　　　　

金星町　　　　　　　

高砂台（一）　　　　

高砂台（五）　　　　

高砂台（三）　　　　

高砂台（七）　　　　

三条西　　　　　　　

春光町　　　　　　　

春光二条（七）　　　

台場東（三）　　　　
台場東（二）　　　　

旭川駅　　　　　　　

旭川市役所　　　　　

伊納駅　　　　　　　

近文駅　　　　　　　

旭正　　　　　　　　

東聖　　　　　　　　

忠別川　　　　　　　

東神楽　　　　　　　

西神楽　　　　　　　

ポン川　　　　　　　

稲荷川　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

忠栄　　　　　　　　

神楽岡五条　　　　　

神楽岡三条　　　　　

神楽岡七条　　　　　

西御料二条　　　　　

緑が丘五条　　　　　

ニ丁目　　　　　　　

ひじり野南一条　　　

ひじり野南三条　　　

ひじり野南二条　　　

ひじり野北一条　　　
ひじり野北二条　　　

旭神一条　　　　　　

旭神三条　　　　　　

旭神町　　　　　　　

旭神二条　　　　　　

九号　　　　　　　　

七号　　　　　　　　

十一号　　　　　　　

十九号　　　　　　　

十号　　　　　　　　

十六号　　　　　　　

神楽岡一条　　　　　

聖台　　　　　　　　

西御料一条　　　　　

西神楽五線　　　　　

西神楽南一条　　　　

西神楽南二条　　　　

西神楽北一条　　　　

西神楽北二条　　　　

東（二）　　　　　　

東旭川町日ノ出　　　

東光九条　　　　　　

東光七条　　　　　　

東光十一条　　　　　

東光十九条　　　　　

東光十五条　　　　　

東光十三条　　　　　

東光十四条　　　　　

東光十七条　　　　　

東光十条　　　　　　

東光十二条　　　　　

東光十八条　　　　　

東光十六条　　　　　

東光二十一条　　　　

東光二十四条　　　　

東光二十条　　　　　

東光二十二条　　　　

東光二十六条　　　　

東光八条　　　　　　

東光六条　　　　　　

南一条　　　　　　　

南九条通　　　　　　

南七条通　　　　　　

南二条　　　　　　　

南六条通　　　　　　二十五丁目　　　　　二十六丁目　　　　　

北一条　　　　　　　

緑が丘一条　　　　　

緑が丘四条　　　　　

緑が丘東一条　　　　

緑が丘東五条　　　　緑が丘東三条　　　　
緑が丘東四条　　　　緑が丘東二条　　　　

緑が丘二条　　　　　

西神楽南十四号　　　

西町　　　　　　　　

東神楽　　　　　　　

北町　　　　　　　　

南八条通　　　　　　 東旭川町上兵村　　　
東光五条　　　　　　東光四条　　　　　　南五条通　　　　　　

東神楽町役場　　　　

西御料駅　　　　　　

西瑞穂駅　　　　　　

西神楽駅　　　　　　

旭川市　　　　　　　

東鷹栖　　　　　　　

末広　　　　　　　　
永山　　　　　　　　

花咲　　　　　　　　

新富　　　　　　　　

桜岡　　　　　　　　

牛朱別川　　　　　　

下兵村　　　　　　　

本町　　　　　　　　
上兵村　　　　　　　

倉沼川　　　　　　　

旭山公園　　　　　　

倉沼　　　　　　　　▲ 旭山　　　　　　　　

宗谷本線　　　　　　

東旭川　　　　　　　

九条通　　　　　　　

十五丁目　　　　　　

十三丁目　　　　　　

春光三条　　　　　　

春光台四条　　　　　

春光二条　　　　　　

東二条　　　　　　　

花咲町（五）　　　　

春光一条（七）　　　

パルプ町一条　　　　

パルプ町三条　　　　

パルプ町二条　　　　

一丁目　　　　　　　

永山一条　　　　　　

永山九条　　　　　　

永山五条　　　　　　

永山三条　　　　　　

永山四条　　　　　　

永山七条　　　　　　

永山十一条　　　　　
永山十三条　　　　　

永山十四条　　　　　

永山十条　　　　　　

永山町（九）　　　　

永山町（五）　　　　

永山町（三）　　　　

永山町（七）　　　　

永山町（十一）　　　

永山町（十五）　　　

永山町（十三）　　　
永山町（十四）　　　

永山町（十二）　　　

永山町（十六）　　　

永山町（二）　　　　

永山町（八）　　　　

永山町（六）　　　　

永山二条　　　　　　

永山八条　　　　　　

永山六条　　　　　　

九丁目　　　　　　　

五丁目　　　　　　　

工業団地一条　　　　

工業団地四条　　　　

三丁目　　　　　　　四条通　　　　　　　

七丁目　　　　　　　

秋月一条　　　　　　

秋月三条　　　　　　

秋月二条　　　　　　

十一丁目　　　　　　

十九丁目　　　　　　

春光一条　　　　　　

春光台二条　　　　　

新富一条　　　　　　

新富三条　　　　　　

大雪通（一）　　　　

大雪通（九）　　　　

大雪通（四）　　　　

東旭川南一条　　　　

東旭川南二条　　　　

東旭川北一条　　　　

東旭川北三条　　　　

東光一条　　　　　　

東光三条　　　　　　 東光二条　　　　　　

東三条　　　　　　　

東四条　　　　　　　

東鷹栖一条　　　　　

東鷹栖一線　　　　　東鷹栖三条　　　　　

東鷹栖三線　　　　　

東鷹栖四条　　　　　

東鷹栖四線　　　　　

東鷹栖東一条　　　　

東鷹栖東三条　　　　

東鷹栖東二条　　　　

東鷹栖二条　　　　　

東鷹栖二線　　　　　

東鷹栖六線　　　　　

東八条　　　　　　　

東六条　　　　　　　

南一条通　　　　　　

南三条通　　　　　　

二十一丁目　　　　　

二十三丁目　　　　　

二十四丁目　　　　　
二十二丁目　　　　　

八条通　　　　　　　

八丁目　　　　　　　

豊岡一条　　　　　　

豊岡九条　　　　　　

豊岡五条　　　　　　

豊岡三条　　　　　　
豊岡四条　　　　　　

豊岡七条　　　　　　

豊岡十一条　　　　　

豊岡十五条　　　　　

豊岡十三条　　　　　 豊岡十四条　　　　　

豊岡十条　　　　　　

豊岡十二条　　　　　

豊岡十六条　　　　　

豊岡二条　　　　　　

豊岡八条　　　　　　

豊岡六条　　　　　　

末広一条　　　　　　

末広五条　　　　　　

末広三条　　　　　　

末広四条　　　　　　

末広東一条　　　　　

末広東三条　　　　　

末広東二条　　　　　

末広二条　　　　　　
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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▲


