
厚沢部町　　　　　　

中館　　　　　　　　
新栄　　　　　　　　

当路　　　　　　　　

▲ 五郎助岳　　　　　　

古佐内川　　　　　　

▲ 幌内岳　　　　　　　

沼の沢川　　　　　　

矢櫃沢川　　　　　　

次郎沢　　　　　　　

城丘　　　　　　　　

南館　　　　　　　　

館町　　　　　　　　 須賀　　　　　　　　

富里　　　　　　　　

上の山　　　　　　　

南館町　　　　　　　

鶉　　　　　　　　　

鶉町　　　　　　　　

鶉川　　　　　　　　

相生　　　　　　　　

小鶉川　　　　　　　

共和　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

安野呂川　　　　　　

稲見　　　　　　　　

▲ 雷電山　　　　　　　

檜沢川　　　　　　　

▲ 袴腰山　　　　　　　

焼木尻沢川　　　　　

佐助沢川　　　　　　

泉沢川　　　　　　　

社の山　　　　　　　

▲ 設計山　　　　　　　

旭丘　　　　　　　　

木間内　　　　　　　

▲ 焼木尻岳　　　　　　
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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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厚沢部町　　　　　　

濁川　　　　　　　　

清水川　　　　　　　

▲ 乙部岳　　　　　　　

▲ 鍋岳　　　　　　　　

▲ 磐石岳　　　　　　　

▲ 丸山　　　　　　　　

わらび野　　　　　　

▲ 横山　　　　　　　　

▲ 野田追岳　　　　　　

▲ 鉄砲岳　　　　　　　

桜野　　　　　　　　

▲ 狗神岳　　　　　　　

石倉　　　　　　　　

三岱　　　　　　　　

濁川温泉　　　　　　

濁川　　　　　　　　

▲ 毛無山　　　　　　　

下の湯　　　　　　　

上の湯　　　　　　　

石倉町　　　　　　　

本石倉駅　　　　　　
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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
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面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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▲ 常丹山　　　　　　　

奥津内川　　　　　　

酒屋川　　　　　　　

▲ 酒谷山　　　　　　　

山越　　　　　　　　

浜松　　　　　　　　

熱田　　　　　　　　

砂蘭部川　　　　　　

野田生　　　　　　　

ＨＯ　　　　　　　　

一区　　　　　　　　

五区　　　　　　　　

二区　　　　　　　　

三杉町　　　　　　　出雲町　　　　　　　

相生町　　　　　　　

山越駅　　　　　　　

八雲　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

内浦湾（噴火湾）　　

八雲ＩＣ　　　　　　

本町　　　　　　　　栄町　　　　　　　　

宮園町　　　　　　　

元町　　　　　　　　

住初町　　　　　　　

東町　　　　　　　　

内浦町　　　　　　　富士見町　　　　　　

豊河町　　　　　　　

末広町　　　　　　　
八雲町役場　　　　　

山崎駅　　　　　　　

八雲駅　　　　　　　

茂無部川　　　　　　

東野　　　　　　　　

野田追川　　　　　　
旭丘　　　　　　　　

落部川　　　　　　　

入沢　　　　　　　　

落部　　　　　　　　

落部ＩＣ　　　　　　
三区　　　　　　　　

野田生駅　　　　　　

落部駅　　　　　　　

石倉駅　　　　　　　

八雲警察署
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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）
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シラリカ川　　　　　

豊野　　　　　　　　

函館本線　　　　　　

豊津　　　　　　　　

ルコツ川　　　　　　

大川　　　　　　　　

黒岩駅　　　　　　　

茂訓縫川　　　　　　

国縫　　　　　　　　

中ノ沢　　　　　　　

大浜　　　　　　　　

紋別川　　　　　　　

平里　　　　　　　　

ワルイ川　　　　　　

国縫川　　　　　　　

茶屋川　　　　　　　

国縫ＩＣ　　　　　　

花岡　　　　　　　　

中ノ沢駅　　　　　　

国縫駅　　　　　　　

5

5
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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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▲ 伊勢鉢山　　　　　　

亀川　　　　　　　　

泉沢　　　　　　　　
サラキ岬　　　　　　

▲ 丸山　　　　　　　　
大当別川　　　　　　

当別　　　　　　　　

三ッ石　　　　　　　三ッ石崎　　　　　　

葛登支岬　　　　　　

亀川　　　　　　　　

御宮野　　　　　　　

大釜谷　　　　　　　

二乃岱　　　　　　　

三ツ石（一）　　　　

三ツ石（二）　　　　

当別（一）　　　　　

当別（三）　　　　　

当別（四）　　　　　
当別（二）　　　　　

泉沢駅　　　　　　　

釜谷駅　　　　　　　

渡島当別駅　　　　　

東股川　　　　　　　

道南いさりび鉄道線　

西股川　　　　　　　

湯の沢川　　　　　　

茂辺地川　　　　　　

細小股沢川　　　　　

万太郎沢川　　　　　

▲ 鏡山　　　　　　　　

矢不来　　　　　　　

茂辺地　　　　　　　

北斗富川ＩＣ　　　　

北斗茂辺地ＩＣ　　　

三好　　　　　　　　

水無　　　　　　　　

茂辺地（一）　　　　

茂辺地（五）　　　　
茂辺地（三）　　　　

茂辺地市ノ渡　　　　

北海道新幹線　　　　

茂辺地駅　　　　　　

大鼻岬　　　　　　　

立待岬　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

住吉町　　　　　　　

添山　　　　　　　　
押上　　　　　　　　

大工川　　　　　　　

富川町　　　　　　　

流溪川　　　　　　　

一本木　　　　　　　萩野　　　　　　　　

追分　　　　　　　　

七重浜　　　　　　　

西桔梗　　　　　　　

桔梗　　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

亀田本町　　　　　　

港町　　　　　　　　

亀田川　　　　　　　

弥生　　　　　　　　

▲ 函館山　　　　　　　

函館港　　　　　　　

函館湾　　　　　　　

外人墓地　　　　　　

末広町　　　　　　　

函館　　　　　　　　

函館駅　　　　　　　

上磯　　　　　　　　

北斗追分ＩＣ　　　　

桜岱　　　　　　　　

谷好（三）　　　　　

富川（一）　　　　　

富川（二）　　　　　

旭町　　　　　　　　

宇賀浦町　　　　　　

栄町　　　　　　　　

押上（一）　　　　　
押上（二）　　　　　

亀田港町　　　　　　

亀田町　　　　　　　吉川町　　　　　　　

桔梗（１）　　　　　
桔梗町　　　　　　　

久根別（一）　　　　

久根別（五）　　　　

久根別（三）　　　　

久根別（四）　　　　

久根別（二）　　　　

宮前町　　　　　　　

公園通（一）　　　　

港町（１）　　　　　

港町（２）　　　　　

港町（３）　　　　　

高盛町　　　　　　　

七重浜（一）　　　　

七重浜（五）　　　　

七重浜（三）　　　　七重浜（四）　　　　
七重浜（七）　　　　

七重浜（二）　　　　

七重浜（八）　　　　
七重浜（六）　　　　

若松町　　　　　　　

昭和（１）　　　　　

昭和（２）　　　　　

昭和（３）　　　　　

昭和（４）　　　　　
昭和（一）　　　　　

昭和（二）　　　　　

昭和町　　　　　　　

松川町　　　　　　　

松風町　　　　　　　

上新川町　　　　　　

常盤（一）　　　　　

常盤（三）　　　　　

常盤（二）　　　　　

新川町　　　　　　　

西桔梗町　　　　　　

青柳町　　　　　　　

石川町　　　　　　　

千歳町　　　　　　　

浅野町　　　　　　　

船見町　　　　　　　

大工川（二）　　　　

大手町　　　　　　　
大森町　　　　　　　

大川町　　　　　　　

大町　　　　　　　　

大繩町　　　　　　　

谷好（一）　　　　　

谷好（四）　　　　　

谷好（二）　　　　　

谷地頭町　　　　　　

中央（一）　　　　　
中央（三）　　　　　中央（二）　　　　　

中島町　　　　　　　

中野通　　　　　　　

中野通（一）　　　　

中野通（三）　　　　

中野通（二）　　　　
追分（一）　　　　　

追分（三）　　　　　追分（四）　　　　　
追分（二）　　　　　

追分町　　　　　　　

東雲町　　　　　　　

東川町　　　　　　　

東浜（一）　　　　　

東浜（二）　　　　　

入舟町　　　　　　　

白鳥町　　　　　　　

八幡町　　　　　　　

飯生（一）　　　　　

飯生（三）　　　　　

飯生（二）　　　　　

富岡町（１）　　　　

弁天町　　　　　　　

宝来町　　　　　　　

北美原（１）　　　　

北浜町　　　　　　　

堀川町　　　　　　　

末広町　　　　　　　

万代町　　　　　　　

弥生町　　　　　　　

梁川町　　　　　　　

北斗市役所　　　　　

函館駅　　　　　　　

函館市役所　　　　　

上磯駅　　　　　　　

清川口駅　　　　　　
久根別駅　　　　　　

七重浜駅　　　　　　

五稜郭駅　　　　　　

東久根別駅　　　　　

函館西警察署
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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
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都道府県界
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北斗市　　　　　　　

上河汲沢　　　　　　

大野川　　　　　　　

文月川　　　　　　　

▲ 観音山　　　　　　　

戸切地川　　　　　　

釜　　　　　　　　　

峩郎　　　　　　　　

ガロノ沢　　　　　　

水無沢　　　　　　　

向野　　　　　　　　

村山　　　　　　　　

森町　　　　　　　　

▲ 三九郎岳　　　　　　

宿野辺川　　　　　　

▲ 弥五兵衛岳　　　　　

▲ 二股岳　　　　　　　

▲ 木地挽山　　　　　　

▲ 三角山　　　　　　　

▲ 毛無山　　　　　　　

西大沼　　　　　　　

大川　　　　　　　　

蒜沢川　　　　　　　

大中山　　　　　　　

鳴川　　　　　　　　

久根別川　　　　　　

七飯　　　　　　　　

上藤城　　　　　　　

藤城　　　　　　　　

市渡　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

白川　　　　　　　　

細入　　　　　　　　
大野　　　　　　　　

文月　　　　　　　　村内　　　　　　　　

南大野　　　　　　　

清水川　　　　　　　

千代田　　　　　　　

東前　　　　　　　　

開発　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

清川　　　　　　　　

野崎　　　　　　　　

稲里　　　　　　　　

函館本線　　　　　　

七飯本町ＩＣ　　　　

七飯大川ＩＣ　　　　

函館ＩＣ　　　　　　

北斗中央ＩＣ　　　　

桜町　　　　　　　　

大中山（五）　　　　

大中山（三）　　　　

大中山（七）　　　　

大中山（八）　　　　

大中山（六）　　　　

中島　　　　　　　　

飯田町　　　　　　　

鳴川町　　　　　　　

桔梗（２）　　　　　

桔梗（３）　　　　　

桔梗（４）　　　　　
桔梗（５）　　　　　

向野（一）　　　　　

向野（三）　　　　　

向野（二）　　　　　

桜町（一）　　　　　
桜町（二）　　　　　

大川（一）　　　　　大川（九）　　　　　

大川（五）　　　　　

大川（三）　　　　　

大川（四）　　　　　

大川（七）　　　　　

大川（十）　　　　　

大川（十一）　　　　

大川（二）　　　　　

大川（八）　　　　　

大川（六）　　　　　

大中山（一）　　　　

大中山（四）　　　　

大中山（二）　　　　

本町（一）　　　　　
本町（五）　　　　　

本町（三）　　　　　

本町（四）　　　　　

本町（七）　　　　　

本町（二）　　　　　本町（八）　　　　　

本町（六）　　　　　

鳴川（一）　　　　　

鳴川（五）　　　　　

鳴川（三）　　　　　

鳴川（四）　　　　　

鳴川（二）　　　　　

緑町（一）　　　　　

緑町（三）　　　　　

緑町（二）　　　　　

七飯町役場　　　　　

大中山駅　　　　　　

桔梗駅　　　　　　　

新函館北斗駅　　　　

七飯駅　　　　　　　

七飯町　　　　　　　

▲ 七飯岳　　　　　　　

峠下　　　　　　　　

仁山　　　　　　　　

蓴菜沼　　　　　　　

大沼　　　　　　　　

小沼　　　　　　　　

函館本線（砂原回り）
軍川　　　　　　　　

東大沼　　　　　　　

▲ 貧乏山　　　　　　　

▲ 楢山　　　　　　　　

函館本線（大沼回り） 大沼　　　　　　　　

大沼公園　　　　　　

七飯藤城ＩＣ　　　　

上軍川　　　　　　　
大沼町　　　　　　　

仁山駅　　　　　　　

大沼駅　　　　　　　

大沼公園駅　　　　　

池田園駅　　　　　　
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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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鳥崎川　　　　　　　

▲ 森川山　　　　　　　

白川　　　　　　　　

尾白内川　　　　　　

函館本線（大沼回り）

▲ 望月山　　　　　　　

駒ヶ岳　　　　　　　

森ＩＣ　　　　　　　

姫川　　　　　　　　

霞台　　　　　　　　
森川町　　　　　　　

駒ヶ岳駅　　　　　　

本茅部　　　　　　　

蛯谷　　　　　　　　

湯ノ崎　　　　　　　

鷲の木　　　　　　　
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