
海津市　　　　　　　

大巻　　　　　　　　

小坪　　　　　　　　

釜段　　　　　　　　

下多度　　　　　　　

志津　　　　　　　　

戸田　　　　　　　　

徳田　　　　　　　　

庭田　　　　　　　　
駒野　　　　　　　　

羽沢　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

安江　　　　　　　　

石津　　　　　　　　

下平　　　　　　　　

向平　　　　　　　　
東貝野　　　　　　　

畑毛　　　　　　　　

小原一色　　　　　　

田辺　　　　　　　　

二之瀬　　　　　　　

日内　　　　　　　　

養老町　　　　　　　

南濃町奥条　　　　　

美波　　　　　　　　

海津町福岡　　　　　

藤原町下相場　　　　

南濃町駒野新田　　　

南濃町志津新田　　　

南濃町上野河戸　　　

南濃町早瀬　　　　　

北勢町塩崎　　　　　

北勢町京ケ野新田　　

北勢町西貝野　　　　

北勢町千司久連新田　

北勢町皷　　　　　　

寺町　　　　　　　　仁保　　　　　　　　美濃津屋駅　　　　　

美濃山崎駅　　　　　

駒野駅　　　　　　　

大垣市　　　　　　　

垂井町　　　　　　　 外野　　　　　　　　

外淵　　　　　　　　

大垣ＩＣ　　　　　　

浅草　　　　　　　　

浅西　　　　　　　　

野口　　　　　　　　室原　　　　　　　　

橋爪　　　　　　　　
飯田　　　　　　　　祖父江　　　　　　　

江月　　　　　　　　

養老　　　　　　　　
高田　　　　　　　　

烏江　　　　　　　　

大跡　　　　　　　　

岩道　　　　　　　　
船附　　　　　　　　

大野　　　　　　　　
下笠　　　　　　　　

田　　　　　　　　　

大場　　　　　　　　根古地　　　　　　　

瑞穂　　　　　　　　

大代　　　　　　　　

横屋　　　　　　　　

船見　　　　　　　　
若宮　　　　　　　　

鷲巣　　　　　　　　

石畑　　　　　　　　

竜泉寺　　　　　　　

五日市　　　　　　　

桜井　　　　　　　　

沢田　　　　　　　　

牧田　　　　　　　　

▲ 養老山　　　　　　　

津屋　　　　　　　　

養老ノ滝　　　　　　

名神高速道路　　　　

養老ＪＣＴ　　　　　

塩喰川西　　　　　　

下江月　　　　　　　

下高田　　　　　　　

下大野　　　　　　　

懐　　　　　　　　　

角田　　　　　　　　

栗笠台　　　　　　　

構　　　　　　　　　

江ノ橋　　　　　　　

三ッ屋　　　　　　　

除内　　　　　　　　

上江月　　　　　　　

上大野　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

仁位　　　　　　　　

西海松　　　　　　　

西江下　　　　　　　

西条　　　　　　　　

大場新田　　　　　　

東江下　　　　　　　

南蛇持　　　　　　　

南小倉　　　　　　　

南直江　　　　　　　

柏尾新田　　　　　　

平東　　　　　　　　

別庄　　　　　　　　 北蛇持　　　　　　　

北小倉　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

緑町　　　　　　　　

六羽野　　　　　　　

枠池　　　　　　　　

塩喰　　　　　　　　

押越　　　　　　　　

横曽根（一）　　　　

横曽根（五）　　　　

横曽根（三）　　　　

外花（三）　　　　　

外花（四）　　　　　

外渕（一）　　　　　
外渕（四）　　　　　

外渕（二）　　　　　

釜笛（一）　　　　　

釜笛（四）　　　　　

京ヶ脇　　　　　　　

栗笠　　　　　　　　

口ヶ島　　　　　　　

高渕（一）　　　　　

三神町　　　　　　　

蛇持　　　　　　　　

上屋（一）　　　　　

上笠（一）　　　　　

上方　　　　　　　　

新高林　　　　　　　

勢至　　　　　　　　

西岩道　　　　　　　

西小倉　　　　　　　

西大外羽（一）　　　

浅西（一）　　　　　
浅西（三）　　　　　

浅草（一）　　　　　

浅草（三）　　　　　

浅中（一）　　　　　

藻池新田　　　　　　

多芸島（二）　　　　

大外羽（一）　　　　

大吉新田　　　　　　

滝見町　　　　　　　

中　　　　　　　　　

直江　　　　　　　　

島里（一）　　　　　
島里（二）　　　　　

内原（一）　　　　　

内原（三）　　　　　

内原（二）　　　　　

入方（二）　　　　　

飯ノ木　　　　　　　

飯積　　　　　　　　

豊　　　　　　　　　

明徳　　　　　　　　

友江（一）　　　　　

有尾　　　　　　　　

養老　　　　　　　　

養老公園　　　　　　

乙坂　　　　　　　　

山村　　　　　　　　

外花（二）　　　　　

外野（一）　　　　　
上石津町乙坂　　　　

色目　　　　　　　　
大坪　　　　　　　　

築捨町（五）　　　　

養老ＳＡスマートＩＣ

養老ＩＣ　　　　　　

養老町役場　　　　　

養老駅　　　　　　　

美濃高田駅　　　　　

烏江駅　　　　　　　

大外羽駅　　　　　　

友江駅　　　　　　　

津島市　　　　　　　

稲沢市　　　　　　　

天王通り　　　　　　

四貫　　　　　　　　

神明津　　　　　　　

島本　　　　　　　　

大牧　　　　　　　　

二俣　　　　　　　　

名鉄尾西線　　　　　

法立　　　　　　　　

六輪　　　　　　　　東城　　　　　　　　

津島　　　　　　　　

名鉄津島線　　　　　

草平新田　　　　　　

西川端新田　　　　　

東川　　　　　　　　
鵜多須　　　　　　　

藤ヶ瀬　　　　　　　

二子　　　　　　　　
立石　　　　　　　　

赤目　　　　　　　　

早尾　　　　　　　　

下一色　　　　　　　

四会　　　　　　　　帆引新田　　　　　　

沼新田　　　　　　　

外浜　　　　　　　　

深浜　　　　　　　　

長久保　　　　　　　

日原　　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

駒ヶ江　　　　　　　

札野　　　　　　　　
稲山　　　　　　　　

須　　　　　　　　　

海津　　　　　　　　

馬目　　　　　　　　

平原　　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

大和田　　　　　　　

福一色　　　　　　　

神桐　　　　　　　　

松木　　　　　　　　

脇野　　　　　　　　

土倉　　　　　　　　

今尾　　　　　　　　

小薮　　　　　　　　

養老鉄道　　　　　　

揖斐川　　　　　　　

長良川　　　　　　　木曽川　　　　　　　

南濃町吉田　　　　　

南濃町太田　　　　　

下成田　　　　　　　

梶屋　　　　　　　　

境方　　　　　　　　

五ッ屋　　　　　　　

江北　　　　　　　　

甲　　　　　　　　　

札野一色　　　　　　

山新田　　　　　　　

寺瀬古　　　　　　　

鹿野一色　　　　　　

七屋敷　　　　　　　

上丸渕　　　　　　　

上成田　　　　　　　

上組　　　　　　　　

森下　　　　　　　　

西馬飼　　　　　　　

中丸渕　　　　　　　
中成田　　　　　　　

中無垢里　　　　　　

東馬飼　　　　　　　

藤榎　　　　　　　　

南四貫　　　　　　　

毘沙門　　　　　　　

平　　　　　　　　　

矢田塚　　　　　　　

柳港　　　　　　　　

一色下方町　　　　　一色川俣町　　　　　

鵜多須町　　　　　　

下一色町　　　　　　

下新田町　　　　　　

下大牧町　　　　　　

下東川町　　　　　　

河原町　　　　　　　

海津町安田　　　　　

海津町安田新田　　　

海津町萱野　　　　　

海津町宮地　　　　　

海津町古中島　　　　

海津町五町　　　　　

海津町高須町　　　　

海津町秋江　　　　　

海津町瀬古　　　　　

海津町成戸　　　　　

海津町西小島　　　　

海津町石亀　　　　　

海津町草場　　　　　

海津町東小島　　　　

海津町内記　　　　　

海津町本阿弥新田　　

海津町立野　　　　　

葛木町　　　　　　　

喜楽町　　　　　　　

橘町　　　　　　　　

宮地町　　　　　　　

給父町　　　　　　　

見越町　　　　　　　

元赤目町　　　　　　

古川　　　　　　　　

戸倉町　　　　　　　

後江町　　　　　　　

江西町　　　　　　　

江川町　　　　　　　

江東町　　　　　　　
今市場町　　　　　　

根高町　　　　　　　

四会町　　　　　　　

寺前町　　　　　　　
持中町　　　　　　　

小津町　　　　　　　

上新田町　　　　　　

上東川町　　　　　　

城山町　　　　　　　

常盤町　　　　　　　

新右エ門新田町　　　

深坪町　　　　　　　

諏訪町　　　　　　　

西川端町　　　　　　

西柳原町　　　　　　

石田町　　　　　　　

赤目町　　　　　　　

祖父江町甲新田　　　

祖父江町桜方　　　　

祖父江町三丸渕　　　

祖父江町森上　　　　

祖父江町西鵜之本　　

祖父江町馬飼　　　　

祖父江町本甲　　　　

祖父江町野田　　　　

祖父江町両寺内　　　

早尾町　　　　　　　

草平町　　　　　　　

大野山町　　　　　　

鷹場町　　　　　　　

中地町　　　　　　　

町方町　　　　　　　

天王通り　　　　　　東柳原町　　　　　　

藤ヶ瀬町　　　　　　

藤里町　　　　　　　
藤浪町　　　　　　　

南河田町　　　　　　

南本町　　　　　　　

南門前町　　　　　　

二子町　　　　　　　

祢宜町　　　　　　　筏場町　　　　　　　

平田町高田　　　　　

平和町塩川　　　　　

平和町横池　　　　　

平和町下起　　　　　

平和町嫁振　　　　　

平和町丸渕下　　　　

平和町丸渕上　　　　

平和町光和　　　　　

平和町勝幡新田　　　

平和町城西　　　　　

平和町須ヶ脇　　　　

平和町西光坊　　　　

平和町前平　　　　　

平和町平池　　　　　

平和町平六　　　　　

平和町明和　　　　　

平和町領内　　　　　

平和町鷲尾　　　　　

北河田町　　　　　　

埋田町　　　　　　　

又吉町　　　　　　　

明天町　　　　　　　

柳原町　　　　　　　
立込町　　　　　　　

立石町　　　　　　　

瑠璃小路町　　　　　

渕高町　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

上屋敷　　　　　　　

上四貫　　　　　　　
上馬飼　　　　　　　

中通　　　　　　　　

北四貫　　　　　　　 鶴塚　　　　　　　　

津島市役所　　　　　

海津市役所　　　　　

石津駅　　　　　　　

津島駅　　　　　　　

藤浪駅　　　　　　　
町方駅　　　　　　　

六輪駅　　　　　　　

渕高駅　　　　　　　

丸渕駅　　　　　　　

上丸渕駅　　　　　　

森上駅　　　　　　　

輪之内町　　　　　　

羽島市　　　　　　　

安八町　　　　　　　

五城　　　　　　　　

祐久　　　　　　　　

明地　　　　　　　　

上祖父江　　　　　　

玉野　　　　　　　　中沼　　　　　　　　

蛇池　　　　　　　　

仏師川　　　　　　　

者結　　　　　　　　

幡長　　　　　　　　

野寺　　　　　　　　

勝賀　　　　　　　　

大須　　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

八神　　　　　　　　

下中　　　　　　　　

市之枝　　　　　　　

城屋敷　　　　　　　

駒塚　　　　　　　　

岐阜羽島ＩＣ　　　　

堀津　　　　　　　　

羽島　　　　　　　　

竹鼻　　　　　　　　

新井　　　　　　　　

大浦　　　　　　　　正木　　　　　　　　

足近　　　　　　　　間島　　　　　　　　

福寿　　　　　　　　

森部　　　　　　　　
安八　　　　　　　　

氷取　　　　　　　　

南條　　　　　　　　

本戸　　　　　　　　

楡俣　　　　　　　　

大薮　　　　　　　　

四郷　　　　　　　　

下大榑　　　　　　　

松内　　　　　　　　

海松新田　　　　　　

中郷新田　　　　　　輸之内　　　　　　　

福束　　　　　　　　

深池　　　　　　　　

古宮　　　　　　　　

名鉄羽島線　　　　　

柿内　　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

川口（一）　　　　　

川口（四）　　　　　

福束新田　　　　　　

王塚　　　　　　　　

下阿古井　　　　　　

下沼　　　　　　　　

下新田　　　　　　　

下中郷　　　　　　　

下枇　　　　　　　　

下祐久　　　　　　　

河原八島　　　　　　

外平　　　　　　　　

吉藤　　　　　　　　

居中　　　　　　　　

五反郷　　　　　　　

五反郷新田　　　　　

広口　　　　　　　　

江西　　　　　　　　

江東　　　　　　　　

高熊　　　　　　　　 才郷　　　　　　　　

山玉野　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　

車戸　　　　　　　　

舟橋　　　　　　　　

十連坊　　　　　　　

上沼　　　　　　　　

上大榑　　　　　　　

上中郷　　　　　　　

上祐久　　　　　　　

須賀　　　　　　　　

須脇　　　　　　　　

西阿古井　　　　　　

西小薮　　　　　　　

西之寺　　　　　　　

西之川　　　　　　　

大尻　　　　　　　　

中阿古井　　　　　　

中玉野　　　　　　　

中新田　　　　　　　

中中郷　　　　　　　

中枇　　　　　　　　

塚原　　　　　　　　東外山　　　　　　　

東大薮　　　　　　　

南外山　　　　　　　

南方　　　　　　　　

八反畑　　　　　　　

北外山　　　　　　　北川原　　　　　　　

北方　　　　　　　　
明島　　　　　　　　

鞆江　　　　　　　　

下大榑新田　　　　　

下中町加賀野井　　　

下中町石田　　　　　

外善光　　　　　　　

起　　　　　　　　　

桑原町午南　　　　　

桑原町東方　　　　　

江吉良町　　　　　　
今福町　　　　　　　

舟橋町　　　　　　　

舟橋町宮北　　　　　

上中町一色　　　　　

上中町沖　　　　　　

上中町午北　　　　　

上中町中　　　　　　

上中町長間　　　　　

城　　　　　　　　　

深池町　　　　　　　

正木町曲利　　　　　

正木町三ッ柳　　　　

正木町大浦新田　　　

正木町不破一色　　　

西五城　　　　　　　

西中野　　　　　　　

川口（三）　　　　　

川口（二）　　　　　

善光　　　　　　　　

祖父江町拾町野　　　 祖父江町上牧　　　　

祖父江町祖父江　　　

足近町南之川　　　　

竹鼻町　　　　　　　

竹鼻町丸の内　　　　

竹鼻町狐穴　　　　　

竹鼻町飯柄　　　　　

竹鼻町蜂尻　　　　　

東加賀野井　　　　　

南波　　　　　　　　

難波野町　　　　　　

冨田　　　　　　　　

福寿町浅平　　　　　

片原一色町　　　　　

堀津町　　　　　　　

堀津町横手　　　　　

堀津町須賀南　　　　

堀津町須賀北　　　　

堀津町前谷　　　　　

堀津町中屋敷　　　　

蓮池　　　　　　　　

楡俣新田　　　　　　

古宮町　　　　　　　
小熊町島　　　　　　

正木町坂丸　　　　　

正木町須賀　　　　　

安八スマートＩＣ　　

輪之内町役場　　　　

羽島市役所　　　　　

安八町役場　　　　　

岐阜羽島駅　　　　　新羽島駅　　　　　　江吉良駅　　　　　　

羽島市役所前駅　　　

竹鼻駅　　　　　　　

不破一色駅　　　　　

山崎駅　　　　　　　

養老警察署

津島警察署

海津警察署
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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

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▲



神戸町　　　　　　　

養老町　　　　　　　

大垣市　　　　　　　

不破ノ滝　　　　　　

梅谷　　　　　　　　
敷原　　　　　　　　

市之尾　　　　　　　

平尾　　　　　　　　
府中　　　　　　　　

新井　　　　　　　　
岩手　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

金蓮寺　　　　　　　

宮代　　　　　　　　

栗原　　　　　　　　室原　　　　　　　　
割田　　　　　　　　

綾野　　　　　　　　

静里　　　　　　　　

十六　　　　　　　　

東海道本線　　　　　

清野　　　　　　　　

円興寺　　　　　　　

青墓　　　　　　　　

西濃鉄道（貨物線）　

赤坂　　　　　　　　

荒尾　　　　　　　　

池尻　　　　　　　　

笠木　　　　　　　　
笠縫　　　　　　　　

北方　　　　　　　　

養老鉄道　　　　　　

片山　　　　　　　　

境野　　　　　　　　

表佐　　　　　　　　

垂井　　　　　　　　

神戸　　　　　　　　

大垣　　　　　　　　

大垣西ＩＣ　　　　　

下塩田　　　　　　　

笠毛　　　　　　　　

久瀬川町　　　　　　

牛伏　　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

寺内町　　　　　　　

杉ノ西　　　　　　　

東方　　　　　　　　

二又　　　　　　　　

日守　　　　　　　　

野口（三）　　　　　

綾戸　　　　　　　　

綾野（一）　　　　　

綾野（五）　　　　　

綾野（三）　　　　　
綾野（二）　　　　　

綾野（六）　　　　　

綾野町　　　　　　　

稲葉東　　　　　　　
稲葉北　　　　　　　

榎戸町　　　　　　　

下宮　　　　　　　　

加納　　　　　　　　

河間町　　　　　　　

郭町　　　　　　　　郭町東　　　　　　　

笠縫町　　　　　　　
笠木町　　　　　　　

割田（一）　　　　　

丸の内　　　　　　　

久徳町　　　　　　　

宮町　　　　　　　　

興福地町　　　　　　

桐ヶ崎町　　　　　　

熊野町　　　　　　　

栗屋町　　　　　　　

見取町　　　　　　　

古知丸　　　　　　　

荒川町　　　　　　　

荒尾町　　　　　　　

今町　　　　　　　　

三津屋町　　　　　　
枝郷　　　　　　　　

室村町　　　　　　　

室本町　　　　　　　

若森町　　　　　　　

十六町　　　　　　　

宿地町　　　　　　　

新長松　　　　　　　

垂井　　　　　　　　

菅野　　　　　　　　

世安町　　　　　　　

西之川町　　　　　　

西保　　　　　　　　

青墓町　　　　　　　

青木町　　　　　　　

青野町　　　　　　　

青柳町　　　　　　　

青柳町（一）　　　　

青柳町（三）　　　　

静里町　　　　　　　

赤坂新町　　　　　　

赤坂新田　　　　　　
赤坂大門　　　　　　

川西　　　　　　　　

船町　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

曽根町　　　　　　　

草道島町　　　　　　

大石　　　　　　　　

池尻町　　　　　　　

築捨町（三）　　　　

築捨町（二）　　　　

竹島町　　　　　　　

中川町　　　　　　　

中曽根町　　　　　　

中沢　　　　　　　　

昼飯町　　　　　　　

長松町　　　　　　　

島町　　　　　　　　

南一色町　　　　　　

南市橋町　　　　　　

南若森町　　　　　　南若森町（一）　　　南若森町（二）　　　

南新井（二）　　　　

日の出町　　　　　　
馬場町　　　　　　　

美和町　　　　　　　

桧町　　　　　　　　

福田町　　　　　　　

宝和町　　　　　　　

北方町　　　　　　　

牧野町　　　　　　　

本今（三）　　　　　

本今（四）　　　　　

本今町　　　　　　　

木戸町　　　　　　　

木呂町　　　　　　　

矢道町　　　　　　　

和泉　　　　　　　　

福井　　　　　　　　

神戸町役場　　　　　

垂井町役場　　　　　

大垣市役所　　　　　

大垣駅　　　　　　　

広神戸駅　　　　　　

東赤坂駅　　　　　　

美濃赤坂駅　　　　　

北大垣駅　　　　　　

荒尾駅　　　　　　　

垂井駅　　　　　　　

室駅　　　　　　　　

西大垣駅　　　　　　

美濃青柳駅　　　　　

乙女坂駅　　　　　　

深根　　　　　　　　
▲ 城ヶ峰　　　　　　　

西村　　　　　　　　

牛洞　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

衣斐　　　　　　　　

公郷　　　　　　　　

丈六道　　　　　　　

末守　　　　　　　　

入方　　　　　　　　

横井　　　　　　　　

白鳥　　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

青柳　　　　　　　　

池野　　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

藤代　　　　　　　　

小寺　　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

般若畑　　　　　　　

粕ヶ原　　　　　　　

沓井　　　　　　　　

舟子　　　　　　　　

▲ 池田山　　　　　　　

樫　　　　　　　　　

滝　　　　　　　　　
瑞岩寺　　　　　　　

市場　　　　　　　　

白樫　　　　　　　　

上野　　　　　　　　

森前　　　　　　　　

上南方　　　　　　　

房島　　　　　　　　

粕川　　　　　　　　

和田　　　　　　　　
岡島　　　　　　　　

三輪　　　　　　　　

はぎ永　　　　　　　

揖斐川　　　　　　　
清水　　　　　　　　

福島　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

揖斐川　　　　　　　

春日六合　　　　　　

井ノ口　　　　　　　
姥坂　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　
下新町　　　　　　　

下中島　　　　　　　

間田瀬　　　　　　　

起　　　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

桐野　　　　　　　　

溝尻　　　　　　　　

糠吹　　　　　　　　

荒田　　　　　　　　

高塚　　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

七ヶ井　　　　　　　

室　　　　　　　　　

小洞　　　　　　　　

小柳　　　　　　　　

鐘鋳場　　　　　　　

上中島　　　　　　　
吹元　　　　　　　　

瀬口　　　　　　　　

清水町　　　　　　　

川原　　　　　　　　

前島　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

中村西　　　　　　　

町　　　　　　　　　 鳥坂　　　　　　　　

定松　　　　　　　　

天神　　　　　　　　

島部　　　　　　　　

南屋敷　　　　　　　
畑尻　　　　　　　　

浜里　　　　　　　　

宝来　　　　　　　　

峯之井　　　　　　　

北新町　　　　　　　

北瀬古　　　　　　　

堀　　　　　　　　　

安次　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

下岡島　　　　　　　

下東野　　　　　　　

願成寺　　　　　　　

黒田　　　　　　　　

砂畑　　　　　　　　

山洞　　　　　　　　

志津山　　　　　　　

小牛　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

上ミ野　　　　　　　上岡島　　　　　　　
上東野　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

神戸　　　　　　　　

草深　　　　　　　　

大衣斐　　　　　　　

大光寺　　　　　　　

段　　　　　　　　　

中之元　　　　　　　

長良　　　　　　　　

田　　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

南方　　　　　　　　

北一色　　　　　　　

領家　　　　　　　　

六之井　　　　　　　

揖斐川町役場　　　　

池田町役場　　　　　

揖斐駅　　　　　　　

美濃本郷駅　　　　　

北池野駅　　　　　　

池野駅　　　　　　　

北神戸駅　　　　　　

瑞穂市　　　　　　　

羽島市　　　　　　　

笠松町　　　　　　　安八町　　　　　　　

北方町　　　　　　　

斉田　　　　　　　　

柳瀬　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

開発　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

波須　　　　　　　　

三本木　　　　　　　

東前　　　　　　　　

築拾　　　　　　　　

東結　　　　　　　　

西結　　　　　　　　

今ヶ淵　　　　　　　
粟野　　　　　　　　

小熊　　　　　　　　

正木　　　　　　　　

名鉄竹鼻線　　　　　

佐波　　　　　　　　

茶屋新田　　　　　　

日置江　　　　　　　

次木　　　　　　　　

下奈良　　　　　　　

鶉　　　　　　　　　

千種　　　　　　　　

片田　　　　　　　　

六条　　　　　　　　
宇佐　　　　　　　　

西荘　　　　　　　　

鏡島　　　　　　　　
寺田　　　　　　　　

河渡　　　　　　　　

江崎　　　　　　　　

只越　　　　　　　　

生津　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

本田　　　　　　　　

牛牧　　　　　　　　

祖父江　　　　　　　

上宿　　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

高屋　　　　　　　　

重里　　　　　　　　

唐栗　　　　　　　　

大月　　　　　　　　
十八条　　　　　　　

樽見鉄道樽見線　　　

呂久　　　　　　　　

瑞穂　　　　　　　　

浜崎　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

禾森町　　　　　　　

楽田町　　　　　　　

新地町　　　　　　　

新田町　　　　　　　

瀬古　　　　　　　　

赤花町　　　　　　　

代官町　　　　　　　

築捨町（一）　　　　

田口町　　　　　　　

南高橋町　　　　　　

林町　　　　　　　　

井場　　　　　　　　

羽衣町　　　　　　　

駅本町　　　　　　　

下牛牧　　　　　　　

下畑　　　　　　　　

下穂積　　　　　　　

花塚　　　　　　　　

牛牧団地　　　　　　

橋本　　　　　　　　

菰吹　　　　　　　　

五和野　　　　　　　

香取町　　　　　　　

高屋条里　　　　　　

桜町（一）　　　　　

山之神　　　　　　　

鹿島町　　　　　　　

芝原　　　　　　　　

十九条　　　　　　　

十七条　　　　　　　

上牛牧　　　　　　　

上村　　　　　　　　

仁井　　　　　　　　

吹上町　　　　　　　

西呂久　　　　　　　

青刈　　　　　　　　

町屋　　　　　　　　

直道中島　　　　　　

津村方　　　　　　　

板屋島　　　　　　　

富沢町　　　　　　　

別府中町　　　　　　

別府南町　　　　　　

別府北町　　　　　　

本荘町　　　　　　　

本田団地　　　　　　

柳一色　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

杁ノ戸　　　　　　　

茜部寺屋敷　　　　　

茜部大川　　　　　　

茜部野瀬　　　　　　

安井町　　　　　　　

稲里　　　　　　　　

宇佐（一）　　　　　

宇佐（三）　　　　　

宇佐（二）　　　　　宇佐東町　　　　　　

宇佐南（四）　　　　
宇佐南（二）　　　　

横屋　　　　　　　　

下奈良（一）　　　　

下奈良（三）　　　　

下奈良（四）　　　　

下奈良（二）　　　　

加賀野　　　　　　　

花園町　　　　　　　

開発町　　　　　　　

貝曽根町　　　　　　

鏡島精華（一）　　　鏡島精華（三）　　　
鏡島精華（二）　　　

鏡島南（一）　　　　鏡島南（三）　　　　

鏡島南（四）　　　　鏡島南（二）　　　　

権現町　　　　　　　

犬ヶ渕町　　　　　　

江添（一）　　　　　

江添（三）　　　　　

江添（二）　　　　　

高河原　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

今嶺（一）　　　　　

今嶺（三）　　　　　
今嶺（四）　　　　　

今嶺（二）　　　　　

坂下町　　　　　　　

三塚町　　　　　　　

市橋（一）　　　　　

市橋（五）　　　　　

市橋（三）　　　　　

市橋（四）　　　　　

市橋（二）　　　　　市橋（六）　　　　　

小熊町外粟野　　　　

小熊町江頭　　　　　

小熊町西小熊　　　　

小熊町川口　　　　　

小熊町相田　　　　　

小熊町天王　　　　　

小熊町東小熊　　　　

小熊町内粟野　　　　

小泉町　　　　　　　

上面　　　　　　　　

新開町　　　　　　　

須賀（一）　　　　　須賀（三）　　　　　須賀（四）　　　　　須賀（二）　　　　　

正木町上大浦　　　　
正木町森　　　　　　

正木町南及　　　　　

清　　　　　　　　　

清本町　　　　　　　

生津外宮前町　　　　

生津外宮東町　　　　

生津滝坪町　　　　　

生津天王町　　　　　

西河渡　　　　　　　

西鏡島　　　　　　　

西荘（一）　　　　　

西荘（三）　　　　　
西荘（四）　　　　　

西荘（二）　　　　　

西鶉　　　　　　　　

千鳥町　　　　　　　
早苗町　　　　　　　

足近町（三）　　　　

足近町（四）　　　　

足近町（七）　　　　

足近町（二）　　　　

足近町坂井　　　　　

足近町市場　　　　　

足近町小荒井　　　　

足近町直道　　　　　

足近町南宿　　　　　

大菅南　　　　　　　

大菅北　　　　　　　

大村　　　　　　　　

大池町　　　　　　　

大明神　　　　　　　

大脇　　　　　　　　

中宮　　　　　　　　

中鶉　　　　　　　　

長沢町　　　　　　　

直江町　　　　　　　

津村町　　　　　　　

鶴見町　　　　　　　

田之上　　　　　　　

東鶉　　　　　　　　

南今ヶ渕　　　　　　

南鶉　　　　　　　　

馬の瀬町　　　　　　

馬場小城町　　　　　

馬場上光町　　　　　
馬場前畑町　　　　　

美江寺　　　　　　　

付寄　　　　　　　　

敷島町　　　　　　　

平町　　　　　　　　

米野町（一）　　　　

別府　　　　　　　　

穂積　　　　　　　　

北今ヶ渕　　　　　　

北宿（一）　　　　　

北宿（三）　　　　　

北宿（二）　　　　　

北鶉　　　　　　　　

墨俣町二ッ木　　　　

墨俣町墨俣　　　　　

本荘　　　　　　　　

本荘西　　　　　　　

本荘中ノ町　　　　　

万石　　　　　　　　

野田新田　　　　　　

野白新田　　　　　　

柳津町下佐波（一）　

柳津町下佐波（三）　

柳津町下佐波（七）　

柳津町下佐波西（一）

柳津町丸野（一）　　

柳津町丸野（五）　　

柳津町丸野（二）　　

柳津町宮東（三）　　

柳津町高桑（一）　　
柳津町高桑（三）　　

柳津町高桑西（一）　

柳津町高桑東（一）　

柳津町上佐波（一）　

柳津町上佐波（五）　

柳津町上佐波（三）　

柳津町上佐波西（一）

柳津町上佐波西（五）
柳津町上佐波東（一）

柳津町南塚（五）　　

柳津町南塚（三）　　
柳津町梅松（三）　　

柳津町北塚（一）　　

柳津町北塚（三）　　

柳津町本郷（四）　　
柳津町本郷（二）　　

柳津町流通（一）　　

柳津町蓮池（六）　　

薮田西（一）　　　　薮田西（二）　　　　薮田中（一）　　　　薮田中（二）　　　　
薮田東（一）　　　　薮田東（二）　　　　

薮田南（一）　　　　

薮田南（五）　　　　

薮田南（三）　　　　

薮田南（四）　　　　
薮田南（二）　　　　

六条江東（一）　　　

六条江東（三）　　　

六条大溝（一）　　　

六条大溝（三）　　　

六条大溝（四）　　　

六条東（一）　　　　

六条東（二）　　　　

六条南（一）　　　　

六条南（三）　　　　

六条南（二）　　　　

六条片田（二）　　　

六条北（三）　　　　

六条北（四）　　　　

和合新町　　　　　　和合本町　　　　　　

西蚊塚　　　　　　　
東蚊塚　　　　　　　

鍵屋中町　　　　　　

島田中町　　　　　　
下座倉　　　　　　　

高屋白木　　　　　　
馬場北町　　　　　　

瑞穂市役所　　　　　 岐阜県庁　　　　　　

美江寺駅　　　　　　

十九条駅　　　　　　

横屋駅　　　　　　　

東大垣駅　　　　　　

穂積駅　　　　　　　

西岐阜駅　　　　　　

柳津駅　　　　　　　

南宿駅　　　　　　　

須賀駅　　　　　　　

大野町　　　　　　　

稲富　　　　　　　　

上秋　　　　　　　　

野　　　　　　　　　

桜大門　　　　　　　

黒野　　　　　　　　

相羽　　　　　　　　

下方　　　　　　　　

五之里　　　　　　　

磯　　　　　　　　　

西座倉　　　　　　　

七崎　　　　　　　　

国領　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

下真桑　　　　　　　

軽海　　　　　　　　
宗慶　　　　　　　　

小柿　　　　　　　　十四条　　　　　　　

柱本　　　　　　　　

上保　　　　　　　　

早野　　　　　　　　

七五三　　　　　　　

屋井　　　　　　　　

根尾川　　　　　　　

数屋　　　　　　　　

見延　　　　　　　　

上高屋　　　　　　　

山口　　　　　　　　

法林寺　　　　　　　

文殊　　　　　　　　

秋沢　　　　　　　　

則松　　　　　　　　 安食　　　　　　　　

石谷　　　　　　　　

村山　　　　　　　　

犬塚　　　　　　　　

御望　　　　　　　　

交人　　　　　　　　

改田　　　　　　　　
柿ヶ瀬　　　　　　　

萱場　　　　　　　　
旦島　　　　　　　　

尻毛　　　　　　　　

又丸　　　　　　　　

曽我屋　　　　　　　
西中島　　　　　　　

近島　　　　　　　　

東島　　　　　　　　

本巣　　　　　　　　

大野　　　　　　　　

北方　　　　　　　　

伊自良川　　　　　　
麻生　　　　　　　　

安田　　　　　　　　

一色　　　　　　　　

一本木　　　　　　　

宇田　　　　　　　　

羽根　　　　　　　　

下数屋　　　　　　　

下瀬古　　　　　　　

下石原　　　　　　　

河原　　　　　　　　

河原早野　　　　　　

岩野　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

御茶屋　　　　　　　

向道　　　　　　　　

更屋敷　　　　　　　

溝口　　　　　　　　

高砂町　　　　　　　

高石　　　　　　　　

三ッ屋　　　　　　　

三ッ又　　　　　　　

三田畑　　　　　　　

山谷　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

出屋敷　　　　　　　

小弾正　　　　　　　

上更地　　　　　　　

上新村　　　　　　　

上瀬古　　　　　　　
上石原　　　　　　　

上町　　　　　　　　

上田　　　　　　　　

城田寺団地　　　　　

神明　　　　　　　　
西境　　　　　　　　

西川原　　　　　　　

西之門　　　　　　　

西木田　　　　　　　

千光寺　　　　　　　

千代寺　　　　　　　

村西　　　　　　　　

大構　　　　　　　　

大世古　　　　　　　旦内　　　　　　　　

池島　　　　　　　　

竹後　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

辻屋　　　　　　　　

鶴舞町　　　　　　　

怒河　　　　　　　　

島栄町　　　　　　　

東市場　　　　　　　

東瀬古　　　　　　　

東川原　　　　　　　

東村　　　　　　　　

東町　　　　　　　　

藤坪　　　　　　　　

南正木　　　　　　　

二田子　　　　　　　

日合塚　　　　　　　

馬伏　　　　　　　　
八ッ又　　　　　　　

武備　　　　　　　　

福田地　　　　　　　

宝珠　　　　　　　　

宝珠ハイツ　　　　　

末広町　　　　　　　

木振　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

弥勒寺　　　　　　　

薬師　　　　　　　　
緑町　　　　　　　　

一日市場　　　　　　

一日市場北町　　　　

稲畑　　　　　　　　

温井　　　　　　　　

下磯　　　　　　　　

下鵜飼　　　　　　　

下屋井　　　　　　　

下尻毛　　　　　　　

下西郷　　　　　　　

下福島　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

海老　　　　　　　　

萱場東町　　　　　　

萱場南（一）　　　　

萱場南（三）　　　　
萱場南（二）　　　　

萱場北町　　　　　　

居倉　　　　　　　　

近島（一）　　　　　
近島（五）　　　　　

近島（三）　　　　　

郡家　　　　　　　　

郡府　　　　　　　　

古市場　　　　　　　

古市場高宮　　　　　

古川　　　　　　　　

江口（一）　　　　　

江口（二）　　　　　

黒野南　　　　　　　

三橋　　　　　　　　

三橋（三）　　　　　

三橋（二）　　　　　

芝原中町　　　　　　

守口町　　　　　　　

春近　　　　　　　　

小衣斐　　　　　　　

小西郷　　　　　　　

上磯　　　　　　　　

上尻毛　　　　　　　

上真桑　　　　　　　

上西郷　　　　　　　

随原　　　　　　　　

菅生（一）　　　　　
菅生（五）　　　　　

菅生（三）　　　　　

菅生（八）　　　　　

菅生（六）　　　　　

政田　　　　　　　　

正木中（一）　　　　

正木中（三）　　　　
正木中（四）　　　　

正木中（二）　　　　西改田　　　　　　　

西中島（一）　　　　

西中島（五）　　　　

西中島（三）　　　　

西中島（四）　　　　

西中島（二）　　　　

西島町　　　　　　　

西方　　　　　　　　

石神　　　　　　　　

折立　　　　　　　　

川部　　　　　　　　

浅木　　　　　　　　

曽井中島　　　　　　

則武西（一）　　　　

則武西（二）　　　　

則武中（一）　　　　

則武中（三）　　　　

則武中（四）　　　　

則武中（二）　　　　

大福町　　　　　　　

大野　　　　　　　　

旦島（一）　　　　　

旦島（五）　　　　　

旦島（三）　　　　　

旦島中（一）　　　　旦島中（二）　　　　

中西郷　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

長屋　　　　　　　　

長者町　　　　　　　

島新町　　　　　　　

島田（一）　　　　　

島田（二）　　　　　

東改田　　　　　　　

東島（一）　　　　　
東島（五）　　　　　東島（三）　　　　　

南屋井　　　　　　　

南柿ヶ瀬　　　　　　南出　　　　　　　　

日光町　　　　　　　

仏生寺　　　　　　　

北屋井　　　　　　　

北柿ヶ瀬　　　　　　

北島（一）　　　　　

北島（九）　　　　　

北島（三）　　　　　

北島（四）　　　　　

北島（七）　　　　　
北島（六）　　　　　

北野　　　　　　　　

木田　　　　　　　　

柳戸　　　　　　　　

有里　　　　　　　　

六里　　　　　　　　

梅塚　　　　　　　　

北洞　　　　　　　　

西秋沢　　　　　　　

大野神戸ＩＣ　　　　

本巣市役所　　　　　

大野町役場　　　　　

北方町役場　　　　　

本巣駅　　　　　　　

糸貫駅　　　　　　　

北方真桑駅　　　　　

モレラ岐阜駅　　　　

織部駅　　　　　　　

垂井警察署

揖斐警察署

岐阜羽島警察署

岐阜県警察本部

大垣警察署

北方警察署

1

215

214

96

225

50

228

18

31
237

212

21

257

53

231

216

417

241

230

217

57

475

417

261

260

53

256

263

272

259

254

273

303

26532

251 266

232

220

18

219

23

194

153
165

183

193

157

151

31

50

261
171

163

212

154

172

21

164

173156

195

92

77

258

1

170

156

23

163

92

173

157

159

91

303

78
169

168

266

167265

53

77

475

   1/50000

533604＊15

5336(11)
32

22

33

23

5336(12)
12

02

13

03

5236(9)
72

62

73

63

5336(7)
34

24

35

25

533614

533604

533615

533605

5336(8)
14

04

15

05

5236(5)
74

64

75

65

5336(3)
36

26

37

27

5336(4)
16

06

17

07

5236(1)
76

66

77

67

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▲



岐南町　　　　　　　

江南市　　　　　　　
一宮市　　　　　　　

岐南町飛地　　　　　

水海道　　　　　　　

蔵前　　　　　　　　

細畑　　　　　　　　

領下　　　　　　　　

茜部　　　　　　　　

名鉄名古屋本線　　　

徳田　　　　　　　　

岐南　　　　　　　　

印食　　　　　　　　

三宅　　　　　　　　

平島　　　　　　　　

米野　　　　　　　　

笠松　　　　　　　　

北及　　　　　　　　

玉ノ井　　　　　　　

光明寺　　　　　　　

河田　　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

河端　　　　　　　　
古知野　　　　　　　

松竹　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　
村久野　　　　　　　

小杁　　　　　　　　

小網　　　　　　　　

松原　　　　　　　　
渡町　　　　　　　　

木曽川　　　　　　　

上中屋　　　　　　　

前渡西　　　　　　　

上戸　　　　　　　　

岐阜各務原ＩＣ　　　

新加納　　　　　　　

長塚　　　　　　　　

土山　　　　　　　　

前洞　　　　　　　　

各務原　　　　　　　

蘇原　　　　　　　　

名鉄各務原線　　　　

各務原市飛地　　　　

一宮木曽川ＩＣ　　　

川島ＨＯ　　　　　　

茜部大野　　　　　　

茜部菱野　　　　　　

安良田町　　　　　　

下渡　　　　　　　　

加納栄町通　　　　　

加納上本町　　　　　

加納城南通　　　　　

加納新本町　　　　　

加納神明町　　　　　

加納朝日町　　　　　

狐塚　　　　　　　　

城東通　　　　　　　

新堤　　　　　　　　泉屋　　　　　　　　大日　　　　　　　　
中屋敷　　　　　　　

畑下　　　　　　　　

美笠通　　　　　　　

宝江　　　　　　　　

北曽根　　　　　　　

みやまち（四）　　　

みやまち（二）　　　

茜部新所　　　　　　

茜部神清寺　　　　　

茜部中島　　　　　　

茜部本郷　　　　　　 芋島（一）　　　　　

芋島（三）　　　　　芋島（四）　　　　　

芋島（二）　　　　　

円城寺　　　　　　　

下印食（一）　　　　

下印食（三）　　　　

下印食（四）　　　　

下切町　　　　　　　

下川手　　　　　　　

下中屋町　　　　　　

加納南陽町　　　　　

河野町　　　　　　　

華陽　　　　　　　　 岩地（一）　　　　　

岩地（三）　　　　　

岩地（四）　　　　　

岩地（二）　　　　　祈年町　　　　　　　

宮田神明町　　　　　

宮田町　　　　　　　

琴塚（二）　　　　　

金属団地　　　　　　

金宝町　　　　　　　

古知野町　　　　　　

五坪（一）　　　　　五坪（二）　　　　　

後飛保町　　　　　　

江川　　　　　　　　

高田（一）　　　　　

高田（五）　　　　　
高田（三）　　　　　

高田（二）　　　　　

細畑（一）　　　　　

細畑（五）　　　　　

細畑（三）　　　　　

細畑（四）　　　　　

細畑（二）　　　　　

細畑（六）　　　　　

笹野　　　　　　　　

三井町　　　　　　　

三井東町　　　　　　

三宅（一）　　　　　

三宅（九）　　　　　

三宅（四）　　　　　
三宅（七）　　　　　

三宅（二）　　　　　

三宅（八）　　　　　

山脇町　　　　　　　

司町　　　　　　　　 鹿子島町　　　　　　

若宮地（一）　　　　

若宮地（三）　　　　
若宮地（二）　　　　

手力町　　　　　　　

小佐野町　　　　　　

小杁町　　　　　　　

松竹町　　　　　　　

松本町　　　　　　　

上印食（一）　　　　

上印食（九）　　　　

上印食（五）　　　　

上印食（三）　　　　

上印食（六）　　　　

上戸町　　　　　　　

上新町　　　　　　　

上川手　　　　　　　

上中屋町　　　　　　

神置町　　　　　　　

水海道（五）　　　　
水海道（三）　　　　水海道（四）　　　　

水海道（二）　　　　

水主町　　　　　　　

成清町　　　　　　　

西川手　　　　　　　

石原瀬（一）　　　　

切通（一）　　　　　

切通（五）　　　　　

切通（三）　　　　　

切通（四）　　　　　

切通（七）　　　　　

切通（二）　　　　　

切通（六）　　　　　

川島河田町　　　　　

川島笠田町　　　　　

川島小網町　　　　　

川島松原町　　　　　

川島松倉町　　　　　

川島竹早町　　　　　
川島渡町　　　　　　

川島北山町　　　　　
川島緑町　　　　　　

浅井町極楽寺　　　　 浅井町黒岩　　　　　

浅井町小日比野　　　

浅井町西海戸　　　　

浅井町前野　　　　　

浅井町大日比野　　　

前一色（一）　　　　

前一色（三）　　　　

前一色（二）　　　　前一色西町　　　　　

前渡西町　　　　　　

前飛保町　　　　　　

蘇原旭町　　　　　　

蘇原花園町　　　　　

蘇原希望町　　　　　

蘇原吉野町　　　　　
蘇原熊田町　　　　　

蘇原三柿野町　　　　

蘇原新栄町　　　　　
蘇原申子町　　　　　

蘇原瑞雲町　　　　　

蘇原瑞穂町　　　　　

蘇原青雲町　　　　　

蘇原沢上町　　　　　

蘇原六軒町　　　　　

蔵前（四）　　　　　

蔵前（七）　　　　　
蔵前（二）　　　　　

蔵前（六）　　　　　

村久野町　　　　　　

大佐野町　　　　　　

大毛　　　　　　　　

大野極楽寺公園　　　

長住町　　　　　　　

長池　　　　　　　　

田所　　　　　　　　

田神　　　　　　　　

島村　　　　　　　　

東栄町　　　　　　　東金宝町　　　　　　

東川手　　　　　　　

東中島（一）　　　　
東中島（三）　　　　

東野町　　　　　　　

藤ヶ丘（一）　　　　

藤ヶ丘（三）　　　　

藤ヶ丘（四）　　　　

藤ヶ丘（六）　　　　

徳田（一）　　　　　

徳田（三）　　　　　
徳田（四）　　　　　

徳田（八）　　　　　

徳田（六）　　　　　

徳田西（三）　　　　
徳田西（四）　　　　

那加雲雀町　　　　　
那加桜町　　　　　　

那加山後町　　　　　

那加住吉町　　　　　

那加新加納町　　　　

那加新田町　　　　　

那加西市場町　　　　

那加前洞新町　　　　
那加前野町　　　　　

那加太平町　　　　　

那加長塚町　　　　　

那加土山町　　　　　

那加東亜町　　　　　

那加楠町　　　　　　

那加日吉町　　　　　

那加日新町　　　　　

那加日之出町　　　　

那加浜見町　　　　　

那加不動丘　　　　　

那加門前町　　　　　

那加野畑町　　　　　

那加雄飛ヶ丘町　　　

入舟町　　　　　　　

八剣（一）　　　　　

八剣（九）　　　　　
八剣（五）　　　　　

八剣（三）　　　　　

八剣（七）　　　　　

八剣北（一）　　　　

八剣北（五）　　　　

八剣北（三）　　　　

八剣北（七）　　　　

飛高町　　　　　　　

伏屋（九）　　　　　

伏屋（五）　　　　　伏屋（三）　　　　　伏屋（四）　　　　　

伏屋（七）　　　　　

伏屋（二）　　　　　

伏屋（八）　　　　　

伏屋（六）　　　　　

平成（一）　　　　　

平成（五）　　　　　

平成（三）　　　　　

平成（六）　　　　　
平島（一）　　　　　

平島（五）　　　　　

平島（三）　　　　　

平島（四）　　　　　

平島（七）　　　　　

平島（二）　　　　　平島（八）　　　　　

北一色（九）　　　　

北一色（五）　　　　北一色（三）　　　　

北一色（四）　　　　

北一色（十）　　　　
北一色（二）　　　　北一色（六）　　　　

北方町曽根　　　　　

北方町中島　　　　　

無動寺　　　　　　　

木ノ下町　　　　　　

木曽川町外割田　　　

木曽川町内割田　　　

木曽川町里小牧　　　

野一色（五）　　　　

野一色（三）　　　　

野一色（四）　　　　

野一色（六）　　　　

野中（一）　　　　　

野中（五）　　　　　

野中（三）　　　　　

野中（七）　　　　　
野中（六）　　　　　

薬師寺（三）　　　　
薬師寺（四）　　　　

薬師寺（八）　　　　

柳津町東塚（二）　　

竜田町　　　　　　　

都通　　　　　　　　

神田町　　　　　　　

柳ヶ瀬通　　　　　　
琴塚（三）　　　　　

金園町　　　　　　　

蘇原外山町　　　　　

蘇原寺島町　　　　　
蘇原大島町　　　　　徹明通　　　　　　　 那加琴が丘町　　　　北一色（七）　　　　

北一色（八）　　　　野一色（二）　　　　

野一色（八）　　　　

岐南町役場　　　　　

各務原市役所　　　　

笠松町役場　　　　　

岐阜駅　　　　　　　
名鉄岐阜駅　　　　　田神駅　　　　　　　

加納駅　　　　　　　

茶所駅　　　　　　　

岐南駅　　　　　　　

細畑駅　　　　　　　
切通駅　　　　　　　

長森駅　　　　　　　

手力駅　　　　　　　高田橋駅　　　　　　
新加納駅　　　　　　新那加駅　　　　　　那加駅　　　　　　　市民公園前駅　　　　各務原市役所前駅　　六軒駅　　　　　　　

蘇原駅　　　　　　　

笠松駅　　　　　　　

西笠松駅　　　　　　

木曽川堤駅　　　　　

黒田駅　　　　　　　

新木曽川駅　　　　　

木曽川駅　　　　　　

岐阜市　　　　　　　

各務原市　　　　　　

高木　　　　　　　　

高富　　　　　　　　佐賀　　　　　　　　

彦坂　　　　　　　　

三田洞　　　　　　　

鳥羽川　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

椿洞　　　　　　　　

上城田寺　　　　　　

城田寺　　　　　　　
打越　　　　　　　　

土居　　　　　　　　

福光　　　　　　　　

蝉　　　　　　　　　
鷺山　　　　　　　　

則武　　　　　　　　

早田　　　　　　　　 ▲ 金華山　　　　　　　

志段見　　　　　　　

雄総　　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

野畑　　　　　　　　

芥見　　　　　　　　

大船　　　　　　　　

古津　　　　　　　　

下切　　　　　　　　

加野　　　　　　　　

福富　　　　　　　　

太郎丸　　　　　　　新屋敷　　　　　　　

植野　　　　　　　　

千疋　　　　　　　　

小屋名　　　　　　　

岐阜　　　　　　　　

本郷町　　　　　　　

山吹町　　　　　　　

正木北町　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

永田　　　　　　　　

下芥見　　　　　　　

下城田寺　　　　　　

笠海道　　　　　　　

共和町　　　　　　　

金屋町　　　　　　　

金池　　　　　　　　

迎田　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

高天ヶ原団地　　　　

山向　　　　　　　　

七軒町　　　　　　　

若宮町　　　　　　　

出口　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　
松籟団地　　　　　　

森　　　　　　　　　

真砂町　　　　　　　

神明野　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

清水団地　　　　　　

西河原　　　　　　　

西山団地　　　　　　

石畑　　　　　　　　

川東　　　　　　　　

扇町　　　　　　　　
善際　　　　　　　　

大北　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

忠節町　　　　　　　

町田　　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

天神前　　　　　　　

南　　　　　　　　　

美島町　　　　　　　

美里　　　　　　　　

福丸団地　　　　　　

平和通　　　　　　　

北郷　　　　　　　　

北山　　　　　　　　

矢島町　　　　　　　

和光団地　　　　　　

螢ヶ丘　　　　　　　

旭見ヶ池町　　　　　

粟野西（一）　　　　粟野西（五）　　　　

粟野西（三）　　　　

粟野西（四）　　　　
粟野西（七）　　　　

粟野西（八）　　　　

粟野西（六）　　　　
粟野東（一）　　　　

粟野東（五）　　　　

粟野東（三）　　　　

粟野東（四）　　　　

栄新町　　　　　　　

下土居　　　　　　　

下白金　　　　　　　

加野（一）　　　　　

加野（五）　　　　　加野（三）　　　　　
加野（四）　　　　　

加野（七）　　　　　

加野（二）　　　　　

加野（六）　　　　　

芥見影山　　　　　　

芥見海戸山　　　　　

芥見嵯峨　　　　　　

芥見清水　　　　　　

芥見大船　　　　　　

芥見大退　　　　　　

芥見大般若　　　　　

芥見中野畑　　　　　

芥見町屋　　　　　　

芥見長山　　　　　　

芥見南山（一）　　　

芥見南山（三）　　　
芥見南山（二）　　　

芥見野畑　　　　　　

学園町　　　　　　　

岩井（一）　　　　　

岩井（五）　　　　　

岩井（三）　　　　　
岩井（四）　　　　　

岩井（二）　　　　　

岩崎（一）　　　　　

岩崎（三）　　　　　

岩崎（二）　　　　　

岩倉町　　　　　　　
岩滝西　　　　　　　

岩滝東　　　　　　　

岩田坂（一）　　　　

岩田坂（三）　　　　
岩田坂（四）　　　　

岩田西　　　　　　　

岩田東　　　　　　　
玉井町　　　　　　　

琴塚（四）　　　　　

金華町　　　　　　　

戸田　　　　　　　　

御手洗　　　　　　　

向加野（一）　　　　

向加野（二）　　　　

鷺山新町　　　　　　

三田洞東（一）　　　

三田洞東（五）　　　
三田洞東（三）　　　

若福町　　　　　　　

春近古市場　　　　　

上芥見　　　　　　　

上土居（一）　　　　

上土居（四）　　　　

上土居（二）　　　　

上白金　　　　　　　

諏訪山（一）　　　　

諏訪山（三）　　　　

諏訪山（二）　　　　

世保　　　　　　　　

千石町　　　　　　　

千疋北（一）　　　　

千疋北（二）　　　　

蘇原伊吹町　　　　　

蘇原宮代町　　　　　
蘇原古市場町　　　　

蘇原飛鳥町　　　　　

早田町　　　　　　　

早田東町　　　　　　早田本町　　　　　　

側島　　　　　　　　

大蔵台　　　　　　　
大洞（一）　　　　　

大洞桐が丘　　　　　大洞紅葉が丘　　　　
大洞桜台　　　　　　

大洞西　　　　　　　

大洞柏台　　　　　　

大洞緑山（一）　　　

大洞緑山（二）　　　

大平台　　　　　　　

達目洞　　　　　　　

中川原　　　　　　　

長森岩戸　　　　　　長森本町（一）　　　

長良（一）　　　　　

長良（三）　　　　　

長良古津　　　　　　

長良校前町　　　　　

長良志段見　　　　　

長良真生町　　　　　

長良杉乃町　　　　　

長良東（一）　　　　

長良東（三）　　　　長良東（二）　　　　

長良福光　　　　　　

長良雄総　　　　　　

長良竜東町　　　　　

津島町　　　　　　　

津保川台（一）　　　

津保川台（二）　　　

天池（一）　　　　　

天池（二）　　　　　

那加桐野町　　　　　

那加北洞町　　　　　

虹ヶ丘南　　　　　　

虹ヶ丘北　　　　　　

日野西（一）　　　　

日野西（三）　　　　

日野西（四）　　　　

日野西（二）　　　　

日野東（一）　　　　
日野東（五）　　　　

日野東（三）　　　　日野東（四）　　　　

日野東（七）　　　　

日野東（二）　　　　

日野東（八）　　　　

日野東（六）　　　　

日野南（一）　　　　

日野南（九）　　　　

日野南（五）　　　　日野南（三）　　　　日野南（四）　　　　

日野南（二）　　　　

日野南（八）　　　　

日野北（一）　　　　
日野北（五）　　　　

日野北（三）　　　　

日野北（四）　　　　
日野北（七）　　　　

日野北（二）　　　　

日野北（六）　　　　

八ッ梅町　　　　　　

八代（三）　　　　　
八代（二）　　　　　

尾崎西町　　　　　　

尾崎南町　　　　　　

尾崎北町　　　　　　

福光西（一）　　　　

福光西（三）　　　　

福光東（一）　　　　

福光東（三）　　　　

福光南町　　　　　　

福富団地　　　　　　

保明　　　　　　　　

北一色（一）　　　　

北山（一）　　　　　北山（三）　　　　　
北山（二）　　　　　

茂地　　　　　　　　

門屋　　　　　　　　

雄総柳町　　　　　　

養老町　　　　　　　

戸羽　　　　　　　　 東屋敷　　　　　　　

岐阜市役所　　　　　

扶桑町　　　　　　　

犬山市　　　　　　　

可児市　　　　　　　

大口町　　　　　　　

坂祝町　　　　　　　各務　　　　　　　　

羽場　　　　　　　　

宝積寺　　　　　　　

南町　　　　　　　　

鵜沼　　　　　　　　

大伊木　　　　　　　

草井　　　　　　　　

般若　　　　　　　　

勝佐　　　　　　　　

宮後　　　　　　　　

柏森　　　　　　　　

南山名　　　　　　　

扶桑　　　　　　　　

余野　　　　　　　　

下小口　　　　　　　
羽黒新田　　　　　　楽田　　　　　　　　

羽黒　　　　　　　　

入鹿池　　　　　　　

▲ 尾張富士　　　　　　

前原　　　　　　　　

名鉄小牧線　　　　　

五郎丸　　　　　　　

名鉄犬山線　　　　　

木津　　　　　　　　

犬山　　　　　　　　

富岡　　　　　　　　

塔野地　　　　　　　

愛知用水　　　　　　

名鉄広見線　　　　　善師野　　　　　　　

栗栖　　　　　　　　

西帷子　　　　　　　

高山本線　　　　　　

蘇原興亜町　　　　　

蘇原東栄町　　　　　

蘇原東島町　　　　　

野白町　　　　　　　

安楽寺　　　　　　　

伊勢帰　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

楽田原　　　　　　　

観音堂　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

岩穴洞　　　　　　　

菊川　　　　　　　　

宮島　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

寺洞　　　　　　　　

時迫間　　　　　　　

小口　　　　　　　　

杉ノ山　　　　　　　

成海　　　　　　　　

蝉屋　　　　　　　　

前野　　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

東川　　　　　　　　

南新田　　　　　　　

南定松　　　　　　　

二日町　　　　　　　

日の出住宅　　　　　

富士　　　　　　　　

伏屋　　　　　　　　

福塚　　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

北新田　　　　　　　北定松　　　　　　　

堀田　　　　　　　　

明治村　　　　　　　

門田　　　　　　　　

つつじが丘　　　　　

もえぎヶ丘（二）　　

鵜沼羽場町　　　　　

鵜沼各務原町　　　　

鵜沼丸子町　　　　　

鵜沼古市場町　　　　

鵜沼三ッ池町　　　　
鵜沼山崎町　　　　　

鵜沼小伊木町　　　　

鵜沼西町　　　　　　
鵜沼川崎町　　　　　

鵜沼台　　　　　　　

鵜沼大伊木町　　　　

鵜沼朝日町　　　　　

鵜沼東町　　　　　　

鵜沼南町　　　　　　

鵜沼宝積寺町　　　　

下小口（一）　　　　下小口（三）　　　　

下小口（二）　　　　

河北（一）　　　　　

河北（三）　　　　　

河北（二）　　　　　

各務山の前町　　　　

各務西町　　　　　　

丸山天白町　　　　　

宮後町　　　　　　　

継鹿尾　　　　　　　

犬山　　　　　　　　

江森町　　　　　　　

高屋町　　　　　　　

高雄　　　　　　　　

斎藤　　　　　　　　

山尻町　　　　　　　

山那　　　　　　　　

四季の丘（一）　　　
四季の丘（三）　　　

四季の丘（四）　　　

四季の丘（七）　　　

慈光堂町　　　　　　

勝佐町　　　　　　　

小淵　　　　　　　　

松が丘　　　　　　　

松本町（一）　　　　

松本町（四）　　　　

松本町（二）　　　　

上坂町　　　　　　　

上小口（一）　　　　

上小口（三）　　　　

上小口（二）　　　　

上野新町　　　　　　

城屋敷（二）　　　　

新鵜沼台　　　　　　

西古券　　　　　　　

青木団地　　　　　　

前原台　　　　　　　

前渡東町　　　　　　

前渡北町　　　　　　

前野町　　　　　　　

蘇原坂井町　　　　　

蘇原中央町　　　　　

草井町　　　　　　　

第１さくらヶ丘団地　

竹田（一）　　　　　

中山町（一）　　　　

中小口（三）　　　　

中小口（四）　　　　

中般若町　　　　　　

仲沖（一）　　　　　

仲沖（二）　　　　　

長者町（一）　　　　

長者町（五）　　　　

長者町（三）　　　　

長者町（七）　　　　

東古券　　　　　　　

内田　　　　　　　　

南古券　　　　　　　

鳩吹台（四）　　　　

鳩吹台（八）　　　　

鳩吹台（六）　　　　

般若町　　　　　　　

富岡新町　　　　　　

北古券　　　　　　　

余野（一）　　　　　

余野（五）　　　　　

余野（三）　　　　　

余野（四）　　　　　
余野（二）　　　　　

余野（六）　　　　　

緑苑西　　　　　　　緑苑中　　　　　　　緑苑東　　　　　　　

緑苑南　　　　　　　

和田町　　　　　　　

各務おがせ町　　　　

各務東町　　　　　　蘇原新生町　　　　　 緑苑北　　　　　　　

犬山市役所　　　　　

扶桑町役場　　　　　

各務原駅　　　　　　

三柿野駅　　　　　　二十軒駅　　　　　　

名電各務原駅　　　　苧ケ瀬駅　　　　　　

羽場駅　　　　　　　
鵜沼宿駅　　　　　　

鵜沼駅　　　　　　　新鵜沼駅　　　　　　

犬山遊園駅　　　　　

犬山駅　　　　　　　

犬山口駅　　　　　　

木津用水駅　　　　　

扶桑駅　　　　　　　

柏森駅　　　　　　　

富岡前駅　　　　　　

善師野駅　　　　　　

羽黒駅　　　　　　　

美濃加茂市　　　　　

富加町　　　　　　　

小瀬　　　　　　　　

黒屋　　　　　　　　

関　　　　　　　　　

肥田瀬　　　　　　　

東田原　　　　　　　

西田原　　　　　　　

津保川　　　　　　　

小迫間　　　　　　　

稲口　　　　　　　　

倉知　　　　　　　　

関ＩＣ　　　　　　　

桐谷　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

迫間　　　　　　　　

須衛　　　　　　　　

勝山　　　　　　　　取組　　　　　　　　

坂祝　　　　　　　　

深萱　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　大針　　　　　　　　

加茂野　　　　　　　
木野　　　　　　　　

蜂屋　　　　　　　　

羽生　　　　　　　　

富加　　　　　　　　夕田　　　　　　　　

加治田　　　　　　　

大平賀　　　　　　　

持田　　　　　　　　

粟倉　　　　　　　　

井高　　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

下羽生　　　　　　　

下倉知　　　　　　　

下瀧田　　　　　　　

下迫間　　　　　　　

久郷　　　　　　　　

巾上　　　　　　　　

熊之段　　　　　　　

月森　　　　　　　　

絹丸　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

上羽生　　　　　　　

上迫間　　　　　　　

上肥田瀬　　　　　　

千保　　　　　　　　

池田町　　　　　　　

筑前　　　　　　　　

長峰　　　　　　　　

富士塚　　　　　　　

野田　　　　　　　　

柳洞　　　　　　　　

旭ヶ丘（一）　　　　
旭ヶ丘（二）　　　　

稲河町　　　　　　　

円保通　　　　　　　

加茂野町稲辺　　　　

加茂野町今泉　　　　

加茂野町市橋　　　　

加茂野町鷹之巣　　　

加冶田　　　　　　　

各務船山町　　　　　

関口町（一）　　　　関口町（二）　　　　
宮地町　　　　　　　

桐谷台　　　　　　　

巾　　　　　　　　　

向山町（一）　　　　

向山町（三）　　　　
向山町（四）　　　　

向山町（二）　　　　

向陽台　　　　　　　

桜ヶ丘（三）　　　　
桜ヶ丘（二）　　　　

桜台（一）　　　　　
桜台（三）　　　　　桜台（四）　　　　　

桜台（二）　　　　　

山王通（一）　　　　

四季ノ台　　　　　　

市平賀　　　　　　　

若草通（五）　　　　

若草通（三）　　　　

寿町　　　　　　　　
春里町　　　　　　　

小瀬南（一）　　　　
小瀬南（二）　　　　

神明町（四）　　　　神明町（二）　　　　

須衛町（一）　　　　

須衛町（五）　　　　

須衛町（三）　　　　

須衛町（四）　　　　

須衛町（七）　　　　

須衛町（二）　　　　

須衛町（八）　　　　

須衛町（六）　　　　

星ヶ丘　　　　　　　

西町（五）　　　　　

西町（四）　　　　　

西町（七）　　　　　

西町（六）　　　　　

西福野町　　　　　　

西本郷通（五）　　　

西本郷通（七）　　　

西本郷通（二）　　　

前山町　　　　　　　

蘇原持田町　　　　　

蘇原清住町　　　　　

蘇原東門町　　　　　

大山　　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

瀧田　　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

鋳物師屋（五）　　　
鋳物師屋（二）　　　

鋳物師屋（六）　　　

天徳町　　　　　　　

東山　　　　　　　　
東山（一）　　　　　

東山（四）　　　　　

東山（二）　　　　　
東本郷通　　　　　　

南天神　　　　　　　

迫間台（一）　　　　

迫間台（二）　　　　

平賀町（一）　　　　

平賀町（四）　　　　
平賀町（七）　　　　平賀町（八）　　　　

蜂屋町伊瀬　　　　　

蜂屋町下蜂屋　　　　豊岡町　　　　　　　

明生町　　　　　　　

弥生町　　　　　　　

雄飛ヶ丘　　　　　　

力山　　　　　　　　

川小牧　　　　　　　
野町　　　　　　　　

老梅　　　　　　　　塔ノ洞　　　　　　　

関市役所　　　　　　

富加町役場　　　　　

坂祝町役場　　　　　

関駅　　　　　　　　

刃物会館前駅　　　　

関口駅　　　　　　　
関富岡駅　　　　　　

富加駅　　　　　　　

加茂野駅　　　　　　

坂祝駅　　　　　　　

関市役所前駅　　　　

岐阜南警察署

岐阜北警察署

岐阜中警察署

各務原警察署

犬山警察署

関警察署
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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

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▲



船越　　　　　　　　
青波　　　　　　　　

辷石　　　　　　　　

相原　　　　　　　　

水品　　　　　　　　

富永　　　　　　　　

中洞　　　　　　　　

岩佐　　　　　　　　

市洞　　　　　　　　

大桑　　　　　　　　

惣賀　　　　　　　　

梅原　　　　　　　　

西深瀬　　　　　　　

伊佐美　　　　　　　

椎倉　　　　　　　　

東深瀬　　　　　　　

山県北野　　　　　　

跡部　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

小知野　　　　　　　
宇多院　　　　　　　

武儀川　　　　　　　

▲ 天王山　　　　　　　

半道　　　　　　　　

大矢田　　　　　　　

広見　　　　　　　　

美濃市　　　　　　　

山県市　　　　　　　

山県　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

山ヶ崎　　　　　　　

雉洞　　　　　　　　 伊瀬　　　　　　　　

伊西　　　　　　　　

伊東　　　　　　　　

桶森　　　　　　　　

下の洞　　　　　　　

下高野　　　　　　　

下跡部　　　　　　　

下平　　　　　　　　

樫瀬　　　　　　　　

栢野　　　　　　　　

宮下　　　　　　　　 宮本　　　　　　　　

巾下　　　　　　　　

金ャ洞　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

栗洞　　　　　　　　

御鋒　　　　　　　　

向イ　　　　　　　　

向塚　　　　　　　　

坂之谷　　　　　　　

笹倉　　　　　　　　

四ツ屋　　　　　　　

持成　　　　　　　　

十王　　　　　　　　

松葉　　　　　　　　上の洞　　　　　　　

上高野　　　　　　　

上跡部　　　　　　　

上洞　　　　　　　　

城戸　　　　　　　　

申子　　　　　　　　

杉下　　　　　　　　

西稲葉　　　　　　　
西市場　　　　　　　

西之洞　　　　　　　

西布　　　　　　　　

石原　　　　　　　　

川原屋敷　　　　　　

川北　　　　　　　　

蔵屋敷　　　　　　　

大洞　　　　　　　　

谷下　　　　　　　　

地徳寺　　　　　　　

中組　　　　　　　　

中平　　　　　　　　

塚洞　　　　　　　　

登都ヶ洞　　　　　　

島田　　　　　　　　

東組　　　　　　　　

東洞　　　　　　　　

洞　　　　　　　　　

畑野　　　　　　　　

八京　　　　　　　　

尾ヶ洞　　　　　　　

尾右　　　　　　　　

斧田　　　　　　　　

舞子　　　　　　　　

野向　　　　　　　　

六反　　　　　　　　

山県岩　　　　　　　

赤尾　　　　　　　　

岐阜三輪スマートＩＣ山県ＩＣ　　　　　　

山県市役所　　　　　

関市　　　　　　　　

白谷　　　　　　　　

小瀬見　　　　　　　

高見　　　　　　　　

奥洞戸　　　　　　　

高賀　　　　　　　　

尾倉　　　　　　　　

飛瀬　　　　　　　　

通元寺　　　　　　　

下洞戸　　　　　　　

板取川　　　　　　　

菅谷　　　　　　　　

▲ 北山　　　　　　　　

伊谷　　　　　　　　

柿野　　　　　　　　

相戸　　　　　　　　

出戸　　　　　　　　日永　　　　　　　　

加車洞　　　　　　　

徳永　　　　　　　　
笹賀　　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

乙狩　　　　　　　　

板山　　　　　　　　

下菅谷　　　　　　　

柿野本郷　　　　　　

口本　　　　　　　　

上菅谷　　　　　　　

新河　　　　　　　　

神明前　　　　　　　

神矢洞　　　　　　　

赤祖父　　　　　　　
大加　　　　　　　　

中切　　　　　　　　

日永西　　　　　　　

日永東　　　　　　　

面平　　　　　　　　

落合　　　　　　　　
椿　　　　　　　　　

洞戸阿部　　　　　　

洞戸栗原　　　　　　

洞戸高賀　　　　　　

洞戸高見　　　　　　

洞戸黒谷　　　　　　洞戸市場　　　　　　

洞戸小坂　　　　　　

洞戸小瀬見　　　　　

洞戸菅谷　　　　　　

洞戸大野　　　　　　

洞戸通元寺　　　　　

洞戸飛瀬　　　　　　

洞戸尾倉　　　　　　

洞戸片　　　　　　　

武芸川町谷口　　　　

三尾　　　　　　　　

浅野　　　　　　　　

神洞　　　　　　　　

谷戸　　　　　　　　

片知　　　　　　　　

安毛　　　　　　　　

立花　　　　　　　　

須原　　　　　　　　

樋ヶ洞　　　　　　　

保木脇　　　　　　　

▲ 古城山　　　　　　　

口野々　　　　　　　

▲ 誕生山　　　　　　　

美濃　　　　　　　　

横越　　　　　　　　

松森　　　　　　　　

生櫛　　　　　　　　笠神　　　　　　　　

志摩　　　　　　　　

下有知　　　　　　　

志津野　　　　　　　

上大野　　　　　　　

日立　　　　　　　　

神野　　　　　　　　

西神野　　　　　　　

八神　　　　　　　　

藤谷　　　　　　　　

下之保　　　　　　　

美濃ＩＣ　　　　　　

美濃関ＪＣＴ　　　　

富加関ＩＣ　　　　　関広見ＩＣ　　　　　

向野　　　　　　　　

東海環状自動車道　　

井桁　　　　　　　　

一号　　　　　　　　

奥神洞　　　　　　　

横持　　　　　　　　

下志津野　　　　　　

下照　　　　　　　　

下生櫛　　　　　　　

下組　　　　　　　　

下日立　　　　　　　

海上　　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

穴洞　　　　　　　　

古野　　　　　　　　

五軒屋　　　　　　　口神洞　　　　　　　

今宮　　　　　　　　

今谷　　　　　　　　

佐ヶ坂　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

重竹　　　　　　　　

小野下　　　　　　　

松倉台　　　　　　　

上条　　　　　　　　

上生櫛　　　　　　　

上組　　　　　　　　

新部　　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

西向　　　　　　　　

西志摩　　　　　　　

西松森　　　　　　　

西側　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

多良木　　　　　　　

竹林　　　　　　　　

中神洞　　　　　　　

中生櫛　　　　　　　

長保寺　　　　　　　

殿岡　　　　　　　　

殿村　　　　　　　　

二町　　　　　　　　

白木野　　　　　　　

八神下　　　　　　　

八神上　　　　　　　

平成　　　　　　　　

坊地　　　　　　　　

北志摩　　　　　　　

隆昌　　　　　　　　

さくらケ丘（三）　　

のぞみヶ丘　　　　　

関ノ上（一）　　　　

関ノ上（二）　　　　

亀野町　　　　　　　

吉川町　　　　　　　

極楽寺　　　　　　　

寺田（一）　　　　　

寺田（二）　　　　　

常盤町　　　　　　　

西市場町　　　　　　

千畝町　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

曽代　　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

東市場町　　　　　　

東志摩　　　　　　　

美濃　　　　　　　　

俵町　　　　　　　　

富之保　　　　　　　

富野　　　　　　　　

藍川　　　　　　　　

間倉　　　　　　　　

祖父川　　　　　　　
湯之洞　　　　　　　

美濃市役所　　　　　

湯の洞温泉口駅　　　

美濃市駅　　　　　　

関下有知駅　　　　　

梅山駅　　　　　　　

松森駅　　　　　　　

▲ 今淵ヶ岳　　　　　　

奥板山　　　　　　　

片知川　　　　　　　

矢坪　　　　　　　　

下河和　　　　　　　

上河和　　　　　　　

馬越峠　　　　　　　

▲ 水晶山　　　　　　　

大矢元　　　　　　　

白山　　　　　　　　

高砂　　　　　　　　

▲ 瓢ヶ岳　　　　　　　

釜ヶ滝　　　　　　　

大原　　　　　　　　

勝原　　　　　　　　

半在　　　　　　　　

長良川　　　　　　　

美並ＩＣ　　　　　　

羽根切　　　　　　　

下屋　　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下苅安　　　　　　　

下田　　　　　　　　

苅安　　　　　　　　

五十村　　　　　　　

口板山　　　　　　　

高原　　　　　　　　

黒地　　　　　　　　

根村　　　　　　　　

上苅安　　　　　　　

西川　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

大矢　　　　　　　　

中屋　　　　　　　　

田之洞　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

福野　　　　　　　　

母野　　　　　　　　

野田洞　　　　　　　

美並苅安駅　　　　　

福野駅　　　　　　　

大矢駅　　　　　　　

八坂駅　　　　　　　

母野駅　　　　　　　

洲原駅　　　　　　　

木尾駅　　　　　　　

みなみ子宝温泉駅　　

山県警察署

256

59

94

79

418

174

200

290

182

475

256

59

81

196

290

156

281

58

343

112

94

80

286

81 291

324

475

156

324

325

61

323

315

112

   1/50000

533626＊37

5336(6)
54

44

55

45

5336(7)
34

24

35

25

5336(8)
14

04

15

05

5336(2)
56

46

57

47

533636

533626

533637

533627

5336(3)
36

26

37

27

5336(4)
16

06

17

07

5337(14)
50

40

51

41

5337(15)
30

20

31

21

5337(16)
10

00

11

01

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▲



杉原　　　　　　　　

田口　　　　　　　　保木口　　　　　　　

九造　　　　　　　　

岩本　　　　　　　　

▲ 蕪山　　　　　　　　

岩本洞　　　　　　　

上ヶ瀬　　　　　　　

松谷　　　　　　　　
門出　　　　　　　　

生老　　　　　　　　

老洞　　　　　　　　

▲ 高賀山　　　　　　　

宇留良　　　　　　　

加部　　　　　　　　

松場　　　　　　　　

門出南　　　　　　　

門出北　　　　　　　

八幡町那比　　　　　

杉島　　　　　　　　

▲ 滝波山　　　　　　　

三洞　　　　　　　　

島口　　　　　　　　

落部　　　　　　　　

開拓地　　　　　　　

内ヶ谷　　　　　　　

上会津　　　　　　　

郡上市　　　　　　　

地ヶ野　　　　　　　

板取　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　
那比　　　　　　　　

西乙原　　　　　　　

貝付　　　　　　　　

浅柄　　　　　　　　深戸　　　　　　　　

三戸　　　　　　　　

白谷　　　　　　　　

東乙原　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

鈴原　　　　　　　　

相生　　　　　　　　

雛成　　　　　　　　

久造　　　　　　　　

大栃　　　　　　　　

荒倉　　　　　　　　

稲成　　　　　　　　

安久田　　　　　　　

堀越峠　　　　　　　

口洞　　　　　　　　

郡上　　　　　　　　

長良川鉄道　　　　　

東海北陸自動車道　　

郡上八幡ＩＣ　　　　

阿瀬尾　　　　　　　

奥新宮　　　　　　　

粥川　　　　　　　　

熊石　　　　　　　　

向　　　　　　　　　

穀見　　　　　　　　
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腰細　　　　　　　　

三日市　　　　　　　

寺本　　　　　　　　

小谷通　　　　　　　

西安久田　　　　　　

赤池　　　　　　　　

千虎　　　　　　　　

足瀬　　　　　　　　

大洞口　　　　　　　

中新宮　　　　　　　

東安久田　　　　　　

北　　　　　　　　　

万場　　　　　　　　

名津佐　　　　　　　

門原　　　　　　　　

門福手　　　　　　　

鬮本　　　　　　　　

八幡町城南町　　　　

八幡町島谷　　　　　

八幡町尾崎町　　　　
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勝更　　　　　　　　

郡上市役所　　　　　
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犬山市　　　　　　　

▲ 高根山　　　　　　　

多治見ＩＣ　　　　　

宝町　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

根本　　　　　　　　

大針　　　　　　　　

姫町　　　　　　　　

大薮　　　　　　　　

▲ 高社山　　　　　　　

▲ 八曾山　　　　　　　

入鹿　　　　　　　　入鹿池　　　　　　　

今井　　　　　　　　

菅刈　　　　　　　　

東帷子　　　　　　　

長洞　　　　　　　　

塩河　　　　　　　　

今　　　　　　　　　

谷迫間　　　　　　　

矢戸　　　　　　　　

塩　　　　　　　　　

坂戸　　　　　　　　 羽崎　　　　　　　　

平林　　　　　　　　
桜ヶ丘　　　　　　　

柿下　　　　　　　　

久々利　　　　　　　

酒井　　　　　　　　

小牧市　　　　　　　春日井市　　　　　　

尾張パークウェイ　　

美濃田　　　　　　　

物置洞　　　　　　　

善師野台　　　　　　

鳩吹台（一）　　　　

鳩吹台（五）　　　　
鳩吹台（三）　　　　

鳩吹台（七）　　　　

鳩吹台（二）　　　　

緑（六）　　　　　　

東海環状自動車道　　

我田　　　　　　　　

宮坂　　　　　　　　

兼杖　　　　　　　　

古瀬　　　　　　　　

虎熊　　　　　　　　

皿屋敷　　　　　　　

山寺　　　　　　　　

四ッ家　　　　　　　

杉本　　　　　　　　

石洞　　　　　　　　

打越　　　　　　　　

鳥屋場　　　　　　　

辻洞　　　　　　　　

田白　　　　　　　　

みずきケ丘（一）　　

みずきケ丘（三）　　
みずきケ丘（二）　　

愛岐ケ丘（一）　　　

愛岐ケ丘（五）　　　

愛岐ケ丘（三）　　　

愛岐ケ丘（四）　　　

愛岐ケ丘（二）　　　

音羽町　　　　　　　
喜多町　　　　　　　

希望ヶ丘（一）　　　
希望ヶ丘（三）　　　

希望ヶ丘（四）　　　

希望ヶ丘（二）　　　

金岡町　　　　　　　

桂ケ丘（一）　　　　

桂ケ丘（三）　　　　

桂ケ丘（二）　　　　

光ヶ丘　　　　　　　

光陽台（一）　　　　

光陽台（五）　　　　

光陽台（三）　　　　

光陽台（四）　　　　光陽台（七）　　　　光陽台（二）　　　　

光陽台（六）　　　　

幸町　　　　　　　　

高根町　　　　　　　

根本町　　　　　　　

桜ケ丘（一）　　　　

桜ケ丘（五）　　　　

桜ケ丘（三）　　　　

桜ケ丘（四）　　　　桜ケ丘（七）　　　　

桜ケ丘（二）　　　　

桜ケ丘（六）　　　　

皐ケ丘（一）　　　　

皐ケ丘（九）　　　　皐ケ丘（五）　　　　

皐ケ丘（三）　　　　
皐ケ丘（四）　　　　

皐ケ丘（七）　　　　

皐ケ丘（二）　　　　

皐ケ丘（八）　　　　皐ケ丘（六）　　　　

室原　　　　　　　　

若松町　　　　　　　

若葉台（一）　　　　
若葉台（九）　　　　若葉台（五）　　　　

若葉台（三）　　　　

若葉台（四）　　　　

若葉台（七）　　　　

若葉台（二）　　　　

若葉台（八）　　　　

若葉台（六）　　　　

住吉町　　　　　　　

小泉町　　　　　　　

昭栄町　　　　　　　

松坂町　　　　　　　

松伏（一）　　　　　

松伏（五）　　　　　
松伏（三）　　　　　松伏（四）　　　　　

松伏（二）　　　　　

星見台（一）　　　　
星見台（二）　　　　

清水ケ丘（五）　　　

清水ケ丘（三）　　　

清水ケ丘（四）　　　

清水ケ丘（二）　　　

清水ケ丘（六）　　　

西坂町（一）　　　　西坂町（五）　　　　

西坂町（三）　　　　
西坂町（四）　　　　

西坂町（二）　　　　

赤坂町　　　　　　　

大原町　　　　　　　

大森台（一）　　　　
大森台（二）　　　　

大針町　　　　　　　

大沢町　　　　　　　

大薮町　　　　　　　

長坂（一）　　　　　

長坂（五）　　　　　

長坂（三）　　　　　

長坂（四）　　　　　

長坂（七）　　　　　

長坂（二）　　　　　

長坂（八）　　　　　

長坂（六）　　　　　

長瀬町　　　　　　　

二野　　　　　　　　虹ケ丘（五）　　　　

虹ケ丘（三）　　　　
虹ケ丘（四）　　　　

虹ケ丘（二）　　　　

虹ケ丘（六）　　　　

美里ケ丘（一）　　　美里ケ丘（二）　　　

姫ケ丘（一）　　　　

姫ケ丘（三）　　　　

姫ケ丘（四）　　　　

姫ケ丘（二）　　　　

平井町　　　　　　　

北丘町（五）　　　　
北丘町（四）　　　　

北丘町（七）　　　　
北丘町（八）　　　　

北丘町（六）　　　　

北小木町　　　　　　

明和町（三）　　　　

明和町（四）　　　　

明和町（二）　　　　

緑（一）　　　　　　

緑（五）　　　　　　

緑（三）　　　　　　

緑（四）　　　　　　

緑（二）　　　　　　

緑ケ丘（一）　　　　

緑ケ丘（五）　　　　

緑ケ丘（三）　　　　

緑ケ丘（四）　　　　
緑ケ丘（二）　　　　

帷子新町（三）　　　
帷子新町（二）　　　

伊川　　　　　　　　
乗里　　　　　　　　 平柴　　　　　　　　羽生ケ丘（二）　　　

小泉駅　　　　　　　

根本駅　　　　　　　

姫駅　　　　　　　　

下切駅　　　　　　　

西可児駅　　　　　　

可児川駅　　　　　　

犬山街道　　　　　　坂祝町　　　　　　　

美濃加茂市　　　　　

可児市　　　　　　　

富加町　　　　　　　 鹿塩　　　　　　　　

▲ 鬼飛山　　　　　　　

石神　　　　　　　　

比久見　　　　　　　

中川辺　　　　　　　

川辺　　　　　　　　

西栃井　　　　　　　

下川辺　　　　　　　

中之番　　　　　　　

山之上町　　　　　　

南坂　　　　　　　　
上蜂屋　　　　　　　

蜂屋　　　　　　　　

加瀬田　　　　　　　

中蜂屋　　　　　　　

長良川鉄道　　　　　

美濃加茂　　　　　　

牧野　　　　　　　　

下米田　　　　　　　

東栃井　　　　　　　

前野　　　　　　　　

和知　　　　　　　　

和知洞　　　　　　　

下恵土　　　　　　　

今渡　　　　　　　　

中恵土　　　　　　　

可児　　　　　　　　

可児川　　　　　　　

広見　　　　　　　　
瀬田　　　　　　　　

伏見　　　　　　　　

比衣　　　　　　　　

顔戸　　　　　　　　

中　　　　　　　　　
名鉄広見線　　　　　

八百津町飛地　　　　

太多線　　　　　　　

可児御嵩ＩＣ　　　　

美濃加茂ＩＣ　　　　

美濃加茂ＨＯ　　　　

諸田　　　　　　　　

片町　　　　　　　　

酒倉　　　　　　　　

西町（三）　　　　　

旭台　　　　　　　　井之鼻　　　　　　　

稲荷台　　　　　　　

引田　　　　　　　　

下則友　　　　　　　

花軒　　　　　　　　

関也　　　　　　　　

顔戸南　　　　　　　

顔戸北　　　　　　　

逆巻　　　　　　　　

宮瀬　　　　　　　　

宮町　　　　　　　　

魚屋町　　　　　　　魚屋東町　　　　　　

金谷　　　　　　　　

沓井　　　　　　　　
古屋敷南　　　　　　

古屋敷北　　　　　　古市場　　　　　　　

広橋　　　　　　　　

糠洞　　　　　　　　

高倉団地　　　　　　

此洞　　　　　　　　

今広　　　　　　　　

佐口　　　　　　　　

作洞　　　　　　　　

山岸　　　　　　　　

秋葉台　　　　　　　

上屋敷　　　　　　　

上則友　　　　　　　

常盤町　　　　　　　

新木野　　　　　　　

盛住町　　　　　　　

西田　　　　　　　　

石畑　　　　　　　　

前波　　　　　　　　

大仲寺　　　　　　　

大庭　　　　　　　　

大庭台　　　　　　　

大門西　　　　　　　

大脇　　　　　　　　 沢渡　　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中山　　　　　　　　

渡　　　　　　　　　

島之洞　　　　　　　

徳野　　　　　　　　

栃ノ木　　　　　　　

栃洞　　　　　　　　

南野地原　　　　　　

尼ヶ池　　　　　　　

伏見台　　　　　　　

米山寺　　　　　　　

本地　　　　　　　　

鳴子　　　　　　　　

野崎　　　　　　　　

野上洞　　　　　　　

矢坂　　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

柳栄町　　　　　　　

里　　　　　　　　　

羽生ケ丘（五）　　　
羽生ケ丘（三）　　　

下飯田　　　　　　　

下米田町為岡　　　　

下米田町今　　　　　

下米田町山本　　　　

下米田町小山　　　　

下米田町信友　　　　
下米田町西脇　　　　

下米田町則光　　　　

加茂川町（三）　　　

柿田　　　　　　　　

兼山　　　　　　　　

古井町下古井　　　　

御門町（一）　　　　御門町（二）　　　　

広見（一）　　　　　広見（五）　　　　　
広見（三）　　　　　広見（四）　　　　　

広見（七）　　　　　

広見（二）　　　　　

広見（六）　　　　　広眺ケ丘（五）　　　

広眺ケ丘（三）　　　

広眺ケ丘（七）　　　
広眺ケ丘（六）　　　

山手町（一）　　　　
山手町（三）　　　　山手町（二）　　　　

上恵土　　　　　　　

新池町（三）　　　　新池町（二）　　　　

森山町（五）　　　　

森山町（三）　　　　

森山町（四）　　　　

深田町（三）　　　　

深田町（二）　　　　

清水町（二）　　　　

西町（一）　　　　　西町（二）　　　　　

西町（八）　　　　　

石井　　　　　　　　

石森　　　　　　　　

川合町（一）　　　　

川合町（三）　　　　
川合町（四）　　　　

川合町（二）　　　　

川合北（一）　　　　
川合北（三）　　　　

川合北（二）　　　　

前平町（一）　　　　

前平町（三）　　　　

前平町（二）　　　　

禅台寺（一）　　　　
禅台寺（六）　　　　

太田町　　　　　　　

太田本町（四）　　　太田本町（二）　　　

中富町（三）　　　　
中富町（二）　　　　

中部台（一）　　　　

中部台（五）　　　　

中部台（三）　　　　
中部台（四）　　　　

中部台（七）　　　　

中部台（二）　　　　

中部台（八）　　　　

中部台（六）　　　　

田島町（一）　　　　
田島町（四）　　　　

島町（二）　　　　　

徳野南　　　　　　　

淵之上　　　　　　　

平貝戸　　　　　　　

蜂屋台（一）　　　　

本郷町（一）　　　　

本郷町（九）　　　　

本郷町（五）　　　　

本郷町（三）　　　　

本郷町（四）　　　　
本郷町（七）　　　　

本郷町（八）　　　　

本郷町（六）　　　　

野笹町（一）　　　　野笹町（二）　　　　

上本郷　　　　　　　
北野地原　　　　　　

可児駅　　　　　　　新可児駅　　　　　　

御嵩口駅　　　　　　
日本ライン今渡駅　　

明智駅　　　　　　　
顔戸駅　　　　　　　

美濃川合駅　　　　　
美濃太田駅　　　　　

古井駅　　　　　　　

中川辺駅　　　　　　

可児市役所　　　　　

美濃加茂市役所　　　

川辺町役場　　　　　

前平公園駅　　　　　

土岐市　　　　　　　

多治見市　　　　　　

瑞浪市　　　　　　　

白倉　　　　　　　　

平岩　　　　　　　　

鬼岩　　　　　　　　

月吉　　　　　　　　

明世　　　　　　　　

瑞浪ＩＣ　　　　　　

小田　　　　　　　　

肥田　　　　　　　　

賤洞　　　　　　　　

定林寺　　　　　　　

土岐ＩＣ　　　　　　

浅野　　　　　　　　

大富　　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

五斗蒔　　　　　　　

久尻　　　　　　　　

土岐　　　　　　　　

土岐口　　　　　　　

古井　　　　　　　　

弁天　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

小名田　　　　　　　

▲ 浅間山　　　　　　　

美佐野　　　　　　　

次月　　　　　　　　

土岐ＪＣＴ　　　　　

栄楽　　　　　　　　

園戸　　　　　　　　

下肥田　　　　　　　

松野　　　　　　　　

上肥田　　　　　　　

常柄　　　　　　　　

中肥田　　　　　　　
津路町　　　　　　　

陶元　　　　　　　　

日之出　　　　　　　

柄石　　　　　　　　

下沖町　　　　　　　

宮前町　　　　　　　

虎溪山町　　　　　　

虎溪町　　　　　　　

御幸町　　　　　　　

高月町　　　　　　　

高田町　　　　　　　

山吹町　　　　　　　

小田町　　　　　　　

小名田町　　　　　　
小名田町（七）　　　

松ヶ瀬町　　　　　　

上山町　　　　　　　
上野町　　　　　　　

須野志町　　　　　　

西小田町　　　　　　

泉が丘町　　　　　　

泉郷町　　　　　　　泉寺下町　　　　　　

泉寺田町　　　　　　
泉神栄町　　　　　　

泉西窯町　　　　　　

泉大沼町　　　　　　

泉町河合　　　　　　

泉東窯町　　　　　　

泉梅ノ木町　　　　　

泉北山町　　　　　　

大正町　　　　　　　

土岐口中町　　　　　

土岐口南町　　　　　

土岐口北町　　　　　

土岐津町高山　　　　

東栄町　　　　　　　

東山（一）　　　　　東山（三）　　　　　
東山（二）　　　　　

南小田町　　　　　　

肥田浅野笠神町　　　
肥田浅野朝日町　　　

肥田浅野梅ノ木町　　

弁天町　　　　　　　

穂並　　　　　　　　

北小田町　　　　　　

明賀台　　　　　　　

明世町戸狩　　　　　

明世町山野内　　　　

薬師町　　　　　　　
和合町　　　　　　　

平芝　　　　　　　　

五斗蒔スマートＩＣ　

土岐市駅　　　　　　

土岐市役所　　　　　

御嵩町　　　　　　　

八百津町　　　　　　

伊岐津志　　　　　　

須賀　　　　　　　　

味屋　　　　　　　　

八百津　　　　　　　

杣沢　　　　　　　　

小洞　　　　　　　　

南戸　　　　　　　　

十日神楽　　　　　　

田高戸　　　　　　　▲ 雨乞山　　　　　　　

細久手　　　　　　　

御嵩　　　　　　　　

長岡　　　　　　　　井尻　　　　　　　　

津橋　　　　　　　　

前沢　　　　　　　　

上之郷　　　　　　　

小和沢　　　　　　　

錦織　　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　
北屋敷　　　　　　　

芦渡　　　　　　　　塩口　　　　　　　　

下立　　　　　　　　

栢森　　　　　　　　

錦織西　　　　　　　

錦織東　　　　　　　

五宝平　　　　　　　

鯉居　　　　　　　　

口杣沢　　　　　　　

綱木　　　　　　　　

黒瀬　　　　　　　　

細目　　　　　　　　

若宮町　　　　　　　

若木　　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

城町　　　　　　　　

川南　　　　　　　　

川平　　　　　　　　

送木　　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

津土井　　　　　　　

南山　　　　　　　　

南山台西　　　　　　
南山台東　　　　　　

樋ヶ洞　　　　　　　

峯　　　　　　　　　

北切　　　　　　　　

油皆洞　　　　　　　

林垣外　　　　　　　

御嵩　　　　　　　　

謡坂　　　　　　　　

岩平　　　　　　　　
笹小屋　　　　　　　

御嵩駅　　　　　　　

御嵩町役場　　　　　

八百津町役場　　　　

多治見警察署

可児警察署

加茂警察署
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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

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▲



巣野俣　　　　　　　

西ウレ峠　　　　　　

女滝　　　　　　　　

六厩　　　　　　　　

▲ 火山　　　　　　　　

軽岡峠　　　　　　　

松ノ木峠　　　　　　

向組　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

▲ 漆洞山　　　　　　　

二本木　　　　　　　

夏厩　　　　　　　　

▲ 滝ヶ洞山　　　　　　

金山谷　　　　　　　

上小鳥　　　　　　　

小鳥川　　　　　　　

隣野　　　　　　　　
六厩川　　　　　　　

清見ＪＣＴ　　　　　

飛騨清見ＩＣ　　　　

高山清見道路　　　　

東海北陸自動車道　　

下組　　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

三田谷　　　　　　　

中之瀬　　　　　　　

清見町巣野俣　　　　

野切　　　　　　　　

下呂市　　　　　　　

渡瀬　　　　　　　　

奥　　　　　　　　　

▲ 川上岳　　　　　　　

苅安峠　　　　　　　

段　　　　　　　　　

▲ 位山　　　　　　　　

上組　　　　　　　　

▲ 船山　　　　　　　　

位山峠　　　　　　　

今谷　　　　　　　　

寺　　　　　　　　　

湯屋　　　　　　　　

洞上　　　　　　　　

南　　　　　　　　　

本通り　　　　　　　

野　　　　　　　　　

久々野町無数河　　　

宮川　　　　　　　　

山下上　　　　　　　

下岡本　　　　　　　

西之一色　　　　　　

越後　　　　　　　　

夏虫　　　　　　　　

冬頭　　　　　　　　
上切　　　　　　　　▲ 見量山　　　　　　　

牧ヶ洞　　　　　　　

下林　　　　　　　　

下之切　　　　　　　前原　　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

上岡本　　　　　　　

三日町　　　　　　　

福寄　　　　　　　　

▲ 高洞山　　　　　　　

殿村　　　　　　　　

川上川　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

▲ 源氏岳　　　　　　　

三ッ谷　　　　　　　

藤瀬　　　　　　　　

山下　　　　　　　　

高山西ＩＣ　　　　　

高山ＩＣ　　　　　　

駅前　　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

下本　　　　　　　　

岩野　　　　　　　　

荒木　　　　　　　　
坂　　　　　　　　　

三尾　　　　　　　　

山下中　　　　　　　

大所　　　　　　　　

徳野　　　　　　　　

二村　　　　　　　　

牧口　　　　　　　　 木の里団地　　　　　

蕨野　　　　　　　　

越後町　　　　　　　

岡本町　　　　　　　

下岡本町　　　　　　

下之切町　　　　　　

下林町　　　　　　　

山田町　　　　　　　

匠ヶ丘町　　　　　　
上岡本町　　　　　　

上切町　　　　　　　

新宮町　　　　　　　 西之一色町　　　　　

赤保木町　　　　　　

前原町　　　　　　　

冬頭町　　　　　　　

緑ヶ丘町　　　　　　

257

73

158

112

453

158

73

478

112

90

98

455

453

73

158

41

   1/50000

543700＊11

5436(3)
36

26

37

27

5436(4)
16

06

17

07

5336(1)
76

66

77

67

5437(15)
30

20

31

21

543710

543700

543711

543701

5437(16)
10

00

11

01

5337(13)
70

60

71

61

5437(11)
32

22

33

23

5437(12)
12

02

13

03

5337(9)
72

62

73

63

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▲



平山　　　　　　　　

佐々良木川　　　　　

論栃　　　　　　　　

神徳　　　　　　　　

釜戸　　　　　　　　

東大島　　　　　　　
宿洞　　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

半原　　　　　　　　

鶴城　　　　　　　　
奥名　　　　　　　　

桜堂　　　　　　　　

土岐　　　　　　　　

市原　　　　　　　　

瑞浪　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

大草　　　　　　　　
▲ 屏風山　　　　　　　

小里　　　　　　　　

郡上　　　　　　　　

居守ヶ池　　　　　　

下手向　　　　　　　

冷タ川　　　　　　　

釜屋　　　　　　　　

東塩坂　　　　　　　

深瀬　　　　　　　　

佐々良木　　　　　　

椋実　　　　　　　　

上山田　　　　　　　

一色町　　　　　　　

元町　　　　　　　　

芦原　　　　　　　　

伊保中切　　　　　　

一日市場　　　　　　

引地　　　　　　　　

羽広　　　　　　　　

雲路　　　　　　　　

益見　　　　　　　　

下山田　　　　　　　

下小里　　　　　　　

下神田　　　　　　　

河原　　　　　　　　

花立　　　　　　　　

釜糠　　　　　　　　

逆川　　　　　　　　

芹生田　　　　　　　

五郷　　　　　　　　

五斗代　　　　　　　

公文垣内　　　　　　

坂ノ尻　　　　　　　

笹平　　　　　　　　

三角　　　　　　　　

三共　　　　　　　　

山ノ田１号　　　　　

山ノ田２号　　　　　

産郷　　　　　　　　

寺張　　　　　　　　

小井戸　　　　　　　

小田代　　　　　　　

庄ヶ洞　　　　　　　

上畑　　　　　　　　

須之宮　　　　　　　

水の木　　　　　　　

水洗　　　　　　　　

清水戸　　　　　　　

西大島　　　　　　　

青葉台　　　　　　　

石戸　　　　　　　　

川戸　　　　　　　　

大牧　　　　　　　　

中畝　　　　　　　　

中大島　　　　　　　

中洞　　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

町屋　　　　　　　　

殿畑　　　　　　　　

土岐坂　　　　　　　

東山　　　　　　　　

二百山　　　　　　　

入ヶ洞　　　　　　　
八重洞　　　　　　　

斧池　　　　　　　　
別荘　　　　　　　　

名滝　　　　　　　　

明ヶ沢　　　　　　　

木暮　　　　　　　　

留主ヶ洞　　　　　　

学園台（一）　　　　

学園台（二）　　　　

釜戸町　　　　　　　

山田町　　　　　　　

寺河戸町　　　　　　

上平町　　　　　　　

樽上町　　　　　　　

土岐町　　　　　　　

南垣外　　　　　　　

社別当　　　　　　　

瑞浪駅　　　　　　　

釜戸駅　　　　　　　

瑞浪市役所　　　　　

潮見　　　　　　　　

道渡　　　　　　　　

北野　　　　　　　　

日吉　　　　　　　　

八瀬沢　　　　　　　

大湫　　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

大久後　　　　　　　

姫栗　　　　　　　　

中野方川　　　　　　

加須里　　　　　　　

河合　　　　　　　　

▲ 秋葉山　　　　　　　

飯地　　　　　　　　

杉之沢　　　　　　　

栃久保　　　　　　　

藤　　　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

竹折　　　　　　　　

久須見　　　　　　　
沖の洞　　　　　　　

沖之洞　　　　　　　

下河合　　　　　　　

下切　　　　　　　　

下本郷　　　　　　　

開拓　　　　　　　　

岩浪　　　　　　　　

五明　　　　　　　　

高根　　　　　　　　

細山　　　　　　　　

三和之郷　　　　　　

山足　　　　　　　　

山田洞　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

小僧屋敷　　　　　　

上の洞　　　　　　　

瀬々良瀬　　　　　　

石山　　　　　　　　

切山　　　　　　　　

相戸　　　　　　　　

足又　　　　　　　　

中本郷　　　　　　　

道木　　　　　　　　

入野　　　　　　　　

飯地高原　　　　　　

美濃　　　　　　　　

福原尾　　　　　　　

名場居　　　　　　　

茂立　　　　　　　　

大湫町　　　　　　　
日吉町　　　　　　　

飯地町　　　　　　　

武並駅　　　　　　　

羽佐間　　　　　　　

上手向　　　　　　　

小里川　　　　　　　

古野川　　　　　　　

久保原　　　　　　　

花白　　　　　　　　

馬場山田　　　　　　

飯羽間　　　　　　　

大円寺　　　　　　　

▲ 三森山　　　　　　　

木ノ実　　　　　　　

阿木　　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

明知鉄道　　　　　　

折立　　　　　　　　

大正　　　　　　　　

鞍坪　　　　　　　　

井の上　　　　　　　

稲木　　　　　　　　

雨洗美　　　　　　　

於齟齬　　　　　　　

押田　　　　　　　　

下ヶ洞　　　　　　　

下広岡　　　　　　　

掛地　　　　　　　　
釜井　　　　　　　　

岩村　　　　　　　　

久須田　　　　　　　

休場　　　　　　　　

宮ノ根　　　　　　　

郷　　　　　　　　　

金張　　　　　　　　

兼平　　　　　　　　

見沢　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

広岡　　　　　　　　

荒木　　　　　　　　

轟　　　　　　　　　

黒羽根　　　　　　　

根ノ上　　　　　　　

根通　　　　　　　　

山野田　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

寺領　　　　　　　　

上牧野　　　　　　　

新市場　　　　　　　

真原　　　　　　　　

水口　　　　　　　　

菅洞　　　　　　　　

西富　　　　　　　　

石ヶ洞　　　　　　　

石平　　　　　　　　

草原　　　　　　　　

大久手　　　　　　　

大根木　　　　　　　

大通寺　　　　　　　

竹ヶ洞　　　　　　　

中根　　　　　　　　

中西　　　　　　　　

中田　　　　　　　　

中富　　　　　　　　

土田　　　　　　　　

東山上ヶ平　　　　　

燈籠　　　　　　　　

藤上　　　　　　　　

南富　　　　　　　　

日帰　　　　　　　　

梅平　　　　　　　　

八屋砥　　　　　　　

八日市場　　　　　　

樋角　　　　　　　　

分根　　　　　　　　

坊主洞　　　　　　　

北側　　　　　　　　

北谷　　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

野内　　　　　　　　

梨坪　　　　　　　　

両伝寺　　　　　　　

雉子洞　　　　　　　

山岡町田沢　　　　　

山上　　　　　　　　

殿町　　　　　　　　
領家　　　　　　　　

山の神　　　　　　　市の坪　　　　　　　
矢筈　　　　　　　　

山岡駅　　　　　　　

花白温泉駅　　　　　

岩村駅　　　　　　　

飯羽間駅　　　　　　

阿木駅　　　　　　　

飯沼駅　　　　　　　

極楽駅　　　　　　　

▲ 保古山　　　　　　　

中垣外　　　　　　　

中津川ＩＣ　　　　　

千旦林　　　　　　　

茄子川　　　　　　　

岩屋堂　　　　　　　

辻原　　　　　　　　

恵那峡　　　　　　　

上野木　　　　　　　
栩杭　　　　　　　　

毛呂窪　　　　　　　

野井　　　　　　　　

千田　　　　　　　　

大井　　　　　　　　

中野　　　　　　　　恵那ＩＣ　　　　　　

長島　　　　　　　　

永田　　　　　　　　

恵那　　　　　　　　

正家　　　　　　　　

東野　　　　　　　　

阿木川　　　　　　　

▲ 花無山　　　　　　　

小野川　　　　　　　

恵那市　　　　　　　

森下　　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

永田下　　　　　　　

永田上　　　　　　　

永田中島　　　　　　

奥渡　　　　　　　　

岡瀬沢　　　　　　　

岡瀬沢原　　　　　　

岡瀬沢北　　　　　　

下洗井　　　　　　　

会所沢　　　　　　　

学頭　　　　　　　　

丸池　　　　　　　　

弓場　　　　　　　　

恵那峡　　　　　　　

元起　　　　　　　　

後田　　　　　　　　
御所の前　　　　　　

鯉ヶ平　　　　　　　

向島　　　　　　　　

広久手　　　　　　　

高野町　　　　　　　

小向井　　　　　　　

小麦田　　　　　　　

上宿　　　　　　　　

乗越　　　　　　　　

深沢　　　　　　　　
諏訪ノ前　　　　　　

雀子ヶ根　　　　　　

正家下　　　　　　　

正家上　　　　　　　正家中　　　　　　　

西沼　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

染戸　　　　　　　　

大峡　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

大道上　　　　　　　

中洗井　　　　　　　

中町　　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

町裏　　　　　　　　

津戸井　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

堤下　　　　　　　　

天王前　　　　　　　

土々ヶ根　　　　　　

東組　　　　　　　　

洞垣外　　　　　　　

鍋山　　　　　　　　

二軒屋　　　　　　　

二子塚　　　　　　　

馬見岩平　　　　　　

白坂　　　　　　　　

浜井場　　　　　　　
万場　　　　　　　　

木ノ下　　　　　　　

野越　　　　　　　　

野畑　　　　　　　　

与ヶ根　　　　　　　
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大井町　　　　　　　

茶屋町　　　　　　　

東新町　　　　　　　

札場　　　　　　　　

太田　　　　　　　　 大岩　　　　　　　　

東野駅　　　　　　　

恵那駅　　　　　　　

美乃坂本駅　　　　　

恵那市役所　　　　　

恵那警察署
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小坊　　　　　　　　

▲ 六郎洞山　　　　　　

柳島　　　　　　　　山梨　　　　　　　　

▲ 弥陀ヶ洞山　　　　　

久々野　　　　　　　

無数河　　　　　　　
▲ 高屹山　　　　　　　

▲ 檜ヶ尾山　　　　　　

▲ 大沢山　　　　　　　

引下　　　　　　　　

▲ 日ノ観ヶ岳　　　　　

大坊本谷　　　　　　

大坊　　　　　　　　木賊洞　　　　　　　

長淀　　　　　　　　

▲ 大坊山　　　　　　　

大広　　　　　　　　

▲ 黒手山　　　　　　　

洞下　　　　　　　　

ハチヤ　　　　　　　

月見　　　　　　　　

坂屋　　　　　　　　

船渡　　　　　　　　

中組　　　　　　　　

反保　　　　　　　　

問坂　　　　　　　　

一之宮町　　　　　　

久々野町久須母　　　

朝日町寺沢　　　　　

宮下　　　　　　　　 朝日町上ケ見　　　　

久々野駅　　　　　　

漆垣内　　　　　　　高山　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

三福寺　　　　　　　

松之木　　　　　　　

滝町　　　　　　　　

美女峠　　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

江名子　　　　　　　
片野　　　　　　　　

岩井　　　　　　　　

大八賀川　　　　　　

石浦　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

見座　　　　　　　　

小屋名　　　　　　　

大西　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

甲　　　　　　　　　万石　　　　　　　　

岡本町（一）　　　　

岡本町（四）　　　　

西之一色町（三）　　

西之一色町（二）　　

一之宮　　　　　　　

下ノ向　　　　　　　

下江名子町　　　　　

橋戸　　　　　　　　
桑野　　　　　　　　

根方　　　　　　　　

七日町（一）　　　　

七日町（三）　　　　

上江名子　　　　　　

上三之町　　　　　　
上二之町　　　　　　

生井　　　　　　　　川原町　　　　　　　

大新町（二）　　　　

中曽洞　　　　　　　

牧戸　　　　　　　　

本洞　　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

塩屋町　　　　　　　

花岡町（一）　　　　

花川町　　　　　　　

岩井町　　　　　　　

桐生町　　　　　　　

江名子町　　　　　　

三福寺町　　　　　　

山口町　　　　　　　

漆垣内町　　　　　　

宗猷寺町　　　　　　

春日町　　　　　　　

初田町（一）　　　　

初田町（三）　　　　

曙町（一）　　　　　

曙町（三）　　　　　

松之木町　　　　　　

松本町　　　　　　　

森下町（一）　　　　

森下町（二）　　　　

神明町（一）　　　　

神明町（四）　　　　

吹屋町　　　　　　　

石浦町　　　　　　　

千島町　　　　　　　

大新町（五）　　　　

大島町　　　　　　　

大洞町　　　　　　　

朝日町小瀬　　　　　

朝日町小谷　　　　　

鉄砲町　　　　　　　

天性寺町　　　　　　

天満町（三）　　　　

天満町（六）　　　　

日の出町（一）　　　日の出町（三）　　　

八幡町　　　　　　　

片野町（一）　　　　

片野町（五）　　　　

片野町（三）　　　　

片野町（二）　　　　

片野町（六）　　　　

堀端町　　　　　　　

本母町　　　　　　　

名田町（一）　　　　

名田町（四）　　　　

向山　　　　　　　　
茶屋野　　　　　　　町並　　　　　　　　上野町　　　　　　　

高山市役所　　　　　

飛騨一ノ宮駅　　　　

高山駅　　　　　　　

池ヶ洞　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

朝日貯水池　　　　　

黒川　　　　　　　　

秋神貯水池　　　　　

秋神川　　　　　　　▲ 栃尾山　　　　　　　 一之宿　　　　　　　

鳥屋峠　　　　　　　

桑之島　　　　　　　
宮之前　　　　　　　

西洞　　　　　　　　

塩蔵川　　　　　　　

中洞　　　　　　　　

上ヶ洞　　　　　　　

中之宿　　　　　　　

猪之鼻　　　　　　　

高根乗鞍湖　　　　　

塩沢　　　　　　　　

下桑之島　　　　　　

下西洞　　　　　　　

子ノ原高原　　　　　

上桑之島　　　　　　

上西洞　　　　　　　

高根町下之向　　　　

高根町大古井　　　　

朝日町黍生谷　　　　

朝日町寺附　　　　　

池之俣　　　　　　　

岩井谷　　　　　　　

布引滝　　　　　　　

▲ 日影平山　　　　　　

▲ 松ヶ洞山　　　　　　

▲ 丸黒山　　　　　　　

長倉本谷　　　　　　

▲ 六方山　　　　　　　

九蔵本谷　　　　　　

千町ヶ原　　　　　　

青屋　　　　　　　　

青屋川　　　　　　　 九蔵　　　　　　　　
寺村　　　　　　　　

森村　　　　　　　　

二又　　　　　　　　

高山警察署
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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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清水　　　　　　　　

▲ 天狗森山　　　　　　

▲ 焼山　　　　　　　　

▲ 阿岳　　　　　　　　

間野　　　　　　　　

▲ 荒峰山　　　　　　　

▲ 鯉子山　　　　　　　

平谷村　　　　　　　

木地小屋　　　　　　

霧ヶ原　　　　　　　

釜沢　　　　　　　　

平石　　　　　　　　

中津川　　　　　　　

手賀野　　　　　　　

尾鳩　　　　　　　　

▲ 前山　　　　　　　　
中津川　　　　　　　

奥ノ平　　　　　　　

▲ 恵那山　　　　　　　

下巾　　　　　　　　

上巾　　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

恵下　　　　　　　　

実戸　　　　　　　　
松田　　　　　　　　

上金原　　　　　　　

斧戸　　　　　　　　

えびす町　　　　　　

かやの木町　　　　　

花戸町　　　　　　　

新町　　　　　　　　

西宮町　　　　　　　中一色町　　　　　　

中津川　　　　　　　

東宮町　　　　　　　

日の出町　　　　　　

八幡町　　　　　　　

淀川町　　　　　　　

欅平　　　　　　　　

子野　　　　　　　　

上金　　　　　　　　
銭亀　　　　　　　　 蕨平　　　　　　　　小川町　　　　　　　

中津川市役所　　　　

中津川駅　　　　　　

阿南町　　　　　　　

▲ 大川入山　　　　　　

▲ 長者峰　　　　　　　

靱　　　　　　　　　

治部坂峠　　　　　　
治部坂　　　　　　　

▲ 横岳　　　　　　　　

▲ 三階峰　　　　　　　

寒原峠　　　　　　　

恩田　　　　　　　　

浪合　　　　　　　　

上半堀　　　　　　　

一の萱　　　　　　　

▲ 亀沢山　　　　　　　

下半堀　　　　　　　

▲ 長根山　　　　　　　

▲ 蛇峠山　　　　　　　

宮沢　　　　　　　　

極楽峠　　　　　　　

南青見平　　　　　　

北青見平　　　　　　

寒原　　　　　　　　

宮の原　　　　　　　

御所平　　　　　　　

向　　　　　　　　　

荒谷　　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

陣畑　　　　　　　　

西栗矢　　　　　　　

中下町　　　　　　　

栂橋　　　　　　　　

鍋割　　　　　　　　
二ノ又　　　　　　　

矢越　　　　　　　　

浪合　　　　　　　　

日の入　　　　　　　

阿智村　　　　　　　

▲ 日の入山　　　　　　

曽山　　　　　　　　

下平　　　　　　　　

昼神　　　　　　　　

昼神温泉　　　　　　

▲ 網掛山　　　　　　　

▲ 夜烏山　　　　　　　

園原　　　　　　　　

本谷川　　　　　　　
濃間　　　　　　　　

戸沢　　　　　　　　

神坂峠　　　　　　　

▲ 神坂山　　　　　　　

富士見台　　　　　　

上清内路　　　　　　

平瀬　　　　　　　　

下清内路　　　　　　

清内路　　　　　　　

▲ 高鳥屋山　　　　　　

園原ＩＣ　　　　　　

奥藤　　　　　　　　 古料　　　　　　　　

市の沢　　　　　　　

川裾　　　　　　　　

昼神温泉　　　　　　

湯川　　　　　　　　

伏谷　　　　　　　　
木戸脇　　　　　　　

矢平　　　　　　　　

清内路　　　　　　　

智里　　　　　　　　

銭神平　　　　　　　 洞根　　　　　　　　

中津川警察署
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高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No
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一般都道府県道No

都道府県界
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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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