
細利　　　　　　　　

瓦谷　　　　　　　　
杭名　　　　　　　　

吉谷　　　　　　　　
荒瀬谷　　　　　　　

天尾　　　　　　　　

滝山　　　　　　　　

▲ 柏木山　　　　　　　

椋野　　　　　　　　

長浴　　　　　　　　

南桑　　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

日宛　　　　　　　　

向原　　　　　　　　

渋前　　　　　　　　

美和　　　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

佐坂　　　　　　　　

小川　　　　　　　　

生見　　　　　　　　
瀬林　　　　　　　　

志谷　　　　　　　　 田の口　　　　　　　紙屋　　　　　　　　

瀬戸ノ内　　　　　　

渋谷　　　　　　　　

舟津　　　　　　　　

渡里　　　　　　　　

愛宕　　　　　　　　

鮎谷　　　　　　　　

伊田川　　　　　　　

下佐坂　　　　　　　

下柏川　　　　　　　

柿木原　　　　　　　

見錆　　　　　　　　

向畑　　　　　　　　

佐手　　　　　　　　

市ヶ原　　　　　　　

小壁　　　　　　　　

松ヶ原　　　　　　　

上佐坂　　　　　　　

上柏川　　　　　　　

須山　　　　　　　　

随門　　　　　　　　

西椋野　　　　　　　

赤瀬　　　　　　　　

赤谷　　　　　　　　

川尻　　　　　　　　

足谷　　　　　　　　

鷹ノ巣　　　　　　　

池ノ久保　　　　　　

長野下　　　　　　　

長野上　　　　　　　

東椋野　　　　　　　

二鹿谷　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

名坪　　　　　　　　

友重　　　　　　　　

美和町下畑　　　　　

美和町滑　　　　　　

美和町田ノ口　　　　

北河内駅　　　　　　

椋野駅　　　　　　　

南桑駅　　　　　　　
根笠駅　　　　　　　清流みはらし駅　　　

畑ヶ迫　　　　　　　

小太夫　　　　　　　

上駄床　　　　　　　

添谷　　　　　　　　
波野　　　　　　　　

牛ヶ田和　　　　　　

湯の迫　　　　　　　雲照寺峠　　　　　　
利元　　　　　　　　

二ッ野　　　　　　　

阿賀　　　　　　　　

友門　　　　　　　　 大峠　　　　　　　　

北中山　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

宇塚　　　　　　　　

釜ヶ原　　　　　　　

大田原　　　　　　　

野々尻　　　　　　　程原　　　　　　　　

秋掛　　　　　　　　

西黒沢　　　　　　　

亀尾川　　　　　　　延ヶ原　　　　　　　茅原　　　　　　　　

段子原　　　　　　　

井手谷　　　　　　　

雨土地　　　　　　　
岡之迫　　　　　　　

下宇塚　　　　　　　

下垣内　　　　　　　

下城　　　　　　　　

下大田原　　　　　　

滑　　　　　　　　　

給田原　　　　　　　

厳城　　　　　　　　 広瀬　　　　　　　　

高森　　　　　　　　

三ッ杉　　　　　　　

渋人　　　　　　　　

助光　　　　　　　　

女夫渕　　　　　　　

小栗須　　　　　　　

松尾谷　　　　　　　

上ヶ原　　　　　　　

上宇塚　　　　　　　

上城垣内　　　　　　

上大田原　　　　　　

谷口　　　　　　　　

中大田原　　　　　　

長角　　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

貞時　　　　　　　　

貞清　　　　　　　　

程野　　　　　　　　

道谷　　　　　　　　

二ッ野上　　　　　　

二ッ野迫　　　　　　

二代木　　　　　　　

日ノ浦　　　　　　　

波野原　　　　　　　

八場　　　　　　　　

仏原　　　　　　　　

北原　　　　　　　　

野尻　　　　　　　　
落合　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

六呂谷　　　　　　　

獺越　　　　　　　　

苣ノ原　　　　　　　

錦町府谷　　　　　　

美和町釜ヶ原　　　　

美和町生見　　　　　

本郷町本郷　　　　　

松葉垣内　　　　　　

御庄　　　　　　　　
田原　　　　　　　　

守内　　　　　　　　 岩国ＩＣ　　　　　　
錦川　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

関戸　　　　　　　　

新港　　　　　　　　

岩国港　　　　　　　

和木町　　　　　　　
装束　　　　　　　　

瀬田　　　　　　　　

上迫　　　　　　　　
関ヶ浜　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　
木野　　　　　　　　

南栄　　　　　　　　

小瀬　　　　　　　　

持ヶ峠　　　　　　　

乙瀬　　　　　　　　

立戸　　　　　　　　
御幸　　　　　　　　

大根川　　　　　　　
防鹿　　　　　　　　

百合谷　　　　　　　

三ッ石　　　　　　　
大竹　　　　　　　　

黒沢　　　　　　　　
小方　　　　　　　　中垣内　　　　　　　

前飯谷　　　　　　　

岸根　　　　　　　　 大竹ＩＣ　　　　　　

坂本　　　　　　　　

安条　　　　　　　　

丸田　　　　　　　　

亀ヶ迫　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

源内　　　　　　　　

五人代　　　　　　　

後迫　　　　　　　　

小川津　　　　　　　

沼田ヶ原　　　　　　

上垣内　　　　　　　

上小路　　　　　　　

深瀬　　　　　　　　

水口　　　　　　　　

前渕　　　　　　　　

倉屋原　　　　　　　

東　　　　　　　　　
柏山　　　　　　　　

弥栄　　　　　　　　

矢細工　　　　　　　

横山（三）　　　　　

関ヶ浜（一）　　　　

関ヶ浜（二）　　　　

関戸（一）　　　　　

岩国（五）　　　　　

桂町（二）　　　　　

元町（一）　　　　　

元町（三）　　　　　
元町（二）　　　　　

後飯谷　　　　　　　

御園（一）　　　　　

御園（二）　　　　　

御幸町　　　　　　　

御庄（三）　　　　　

港町（一）　　　　　

港町（二）　　　　　

黒川（三）　　　　　

黒川（二）　　　　　

砂山町（二）　　　　

三ッ石町　　　　　　

室の木町（一）　　　

室の木町（三）　　　

室の木町（二）　　　

小方（一）　　　　　

小方（二）　　　　　

昭和町（二）　　　　

新港町（三）　　　　

新港町（四）　　　　

新港町（二）　　　　

新町（一）　　　　　

新町（三）　　　　　

瀬田（一）　　　　　瀬田（三）　　　　　

瀬田（四）　　　　　

瀬田（二）　　　　　

西栄（一）　　　　　
西栄（三）　　　　　

装束町（五）　　　　装束町（三）　　　　

装束町（二）　　　　

多田（一）　　　　　

多田（三）　　　　　

多田（二）　　　　　

東栄（一）　　　　　

東栄（二）　　　　　

南栄（三）　　　　　南栄（二）　　　　　

白石（一）　　　　　

白石（二）　　　　　

八丁　　　　　　　　

飯田町（二）　　　　

比作　　　　　　　　
穂仁原　　　　　　　

北栄　　　　　　　　

本町（二）　　　　　

麻里布町（五）　　　

麻里布町（三）　　　

木野（一）　　　　　

木野（二）　　　　　
油見（三）　　　　　油見（二）　　　　　

立戸（一）　　　　　

立戸（三）　　　　　

立戸（四）　　　　　立戸（二）　　　　　

立石町（三）　　　　

立石町（四）　　　　
立石町（二）　　　　

和木（一）　　　　　

和木（五）　　　　　
和木（三）　　　　　

和木（四）　　　　　
和木（二）　　　　　

和木（六）　　　　　

湯舟町　　　　　　　

和木町役場　　　　　

大竹市役所　　　　　

岩国駅　　　　　　　

大竹駅　　　　　　　

守内かさ神駅　　　　

和木駅　　　　　　　

玖波　　　　　　　　
小瀬川　　　　　　　

▲ 高鉢山　　　　　　　

大人原　　　　　　　
大三郎　　　　　　　 八坂　　　　　　　　

栗谷　　　　　　　　

沖ノ窪　　　　　　　 ▲ 経小屋山　　　　　　

後原　　　　　　　　
奥谷尻　　　　　　　

大竹市飛地　　　　　

▲ 三倉岳　　　　　　　

広原　　　　　　　　

下ヶ原　　　　　　　

下灘　　　　　　　　

茅野原　　　　　　　

小栗林　　　　　　　
大栗林　　　　　　　

大迫　　　　　　　　

谷和　　　　　　　　

渡ノ瀬　　　　　　　

能行　　　　　　　　

鳴川　　　　　　　　

玖波（五）　　　　　玖波（三）　　　　　

玖波（四）　　　　　

玖波（七）　　　　　

玖波（二）　　　　　

玖波（八）　　　　　

玖波（六）　　　　　

玖波町　　　　　　　

栗谷町　　　　　　　

松ヶ原町　　　　　　

八坂（一）　　　　　

八坂（二）　　　　　

玖波駅　　　　　　　

大竹警察署
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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▲



岩国市　　　　　　　

大竹市　　　　　　　

革篭崎　　　　　　　

小黒神島　　　　　　

猪子島　　　　　　　

阿多田島　　　　　　

青海苔浦　　　　　　

養父崎浦　　　　　　

山白浦　　　　　　　

厳島　　　　　　　　

阿多田　　　　　　　

須屋浦　　　　　　　御床浦　　　　　　　
豪頭鼻　　　　　　　

丸石浜　　　　　　　 厳島　　　　　　　　

腰細浦　　　　　　　
大砂利　　　　　　　

大奈佐美島　　　　　
丸石　　　　　　　　 鷹ノ巣浦　　　　　　

▲ 弥山　　　　　　　　

厳島海峡　　　　　　

大野瀬戸　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

下ノ浜　　　　　　　 包ヶ浦　　　　　　　

大野ＩＣ　　　　　　

山陽新幹線　　　　　 杉ノ浦　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

深江　　　　　　　　
聖崎　　　　　　　　

宮島口　　　　　　　

赤崎　　　　　　　　

広電宮島線　　　　　

阿品　　　　　　　　

広島岩国道路　　　　

垣ノ浦　　　　　　　

更地　　　　　　　　

高見　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

早時　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

阿品（一）　　　　　

阿品（三）　　　　　
阿品（四）　　　　　

阿品（二）　　　　　

阿品台（一）　　　　

阿品台（五）　　　　

阿品台（三）　　　　
阿品台（四）　　　　

阿品台（二）　　　　

阿品台山の手　　　　
阿品台西　　　　　　

阿品台北　　　　　　

塩屋（一）　　　　　

塩屋（二）　　　　　

沖塩屋（三）　　　　

沖塩屋（二）　　　　

丸石（一）　　　　　丸石（四）　　　　　
丸石（二）　　　　　

宮島口（三）　　　　

宮島口（二）　　　　

宮島口上（二）　　　

宮島口西（三）　　　

宮島口西（二）　　　

宮島口東（一）　　　

宮島口東（二）　　　

宮島町　　　　　　　

宮浜温泉（一）　　　
宮浜温泉（三）　　　

上の浜（一）　　　　

深江（一）　　　　　

深江（三）　　　　　

深江（二）　　　　　

前空（五）　　　　　
前空（三）　　　　　

前空（四）　　　　　

前空（二）　　　　　

前空（六）　　　　　

対厳山（一）　　　　

対厳山（三）　　　　
対厳山（二）　　　　

大野（一）　　　　　
大野（二）　　　　　

大野原（一）　　　　

大野原（三）　　　　

大野原（四）　　　　

大野原（二）　　　　大野中央（一）　　　

大野中央（五）　　　
大野中央（四）　　　

大野中央（二）　　　

梅原（一）　　　　　

梅原（二）　　　　　

福面（一）　　　　　

福面（三）　　　　　

物見西（一）　　　　
物見西（三）　　　　

物見西（二）　　　　

物見東（一）　　　　
物見東（二）　　　　

林が原（一）　　　　

林が原（二）　　　　

阿品台東　　　　　　

大野浦駅　　　　　　

宮島口駅　　　　　　広電宮島口駅　　　　

阿品東駅　　　　　　

阿品駅　　　　　　　
広電田尻駅　　　　　

宮島ボートレース場駅

前空駅　　　　　　　

大矢鼻　　　　　　　黒山鼻　　　　　　　
大柿　　　　　　　　

鳶ヶ鼻　　　　　　　

柿浦　　　　　　　　大原湾　　　　　　　

小古江　　　　　　　

鹿川　　　　　　　　 江南　　　　　　　　
飛渡瀬　　　　　　　

沖美　　　　　　　　
岡大王　　　　　　　

江田島市　　　　　　
畑　　　　　　　　　

▲ 野登呂山　　　　　　

中町　　　　　　　　

能美　　　　　　　　

是長　　　　　　　　

西能美島　　　　　　

入道鼻　　　　　　　
秋月　　　　　　　　

松ヶ鼻　　　　　　　 鷲部　　　　　　　　

砠　　　　　　　　　

矢之浦　　　　　　　

江田島湾　　　　　　

大附　　　　　　　　
向側　　　　　　　　

江田島　　　　　　　

小用　　　　　　　　津久茂瀬戸　　　　　

宮之原　　　　　　　
津久茂　　　　　　　

下井田　　　　　　　

下岡　　　　　　　　

外海　　　　　　　　

鎌田　　　　　　　　

鎌木　　　　　　　　

間所　　　　　　　　

久末　　　　　　　　

空　　　　　　　　　

見浪　　　　　　　　

原　　　　　　　　　

古戸　　　　　　　　

古新開　　　　　　　

才越　　　　　　　　

宗崎　　　　　　　　

常道　　　　　　　　

水畑　　　　　　　　

清能　　　　　　　　

大後　　　　　　　　

長石　　　　　　　　

梅迫　　　　　　　　

迫田　　　　　　　　

尾登　　　　　　　　

浜之内　　　　　　　

文久新開　　　　　　

平田　　　　　　　　

峯　　　　　　　　　

峯ヶ迫　　　　　　　

防地　　　　　　　　

北迫　　　　　　　　

名高地　　　　　　　

矢比津　　　　　　　

余防　　　　　　　　

麓　　　　　　　　　

江田島町江南（一）　

江田島町江南（三）　

江田島町江南（二）　

江田島町秋月（一）　

江田島町秋月（三）　

江田島町秋月（四）　

江田島町秋月（二）　

江田島町小用（一）　

江田島町中央（一）　

江田島町中央（五）　

江田島町中央（三）　

江田島町中央（四）　

江田島町中央（二）　江田島町津久茂（三）

江田島町鷲部（一）　

江田島町鷲部（三）　

江田島町鷲部（四）　

江田島町鷲部（二）　

千城原　　　　　　　 江田島町宮ノ原（一） 江田島町小用（二）　

江田島市役所　　　　

三吉　　　　　　　　
美能　　　　　　　　

▲ 古鷹山　　　　　　　

高祖　　　　　　　　

江田島　　　　　　　岸根鼻　　　　　　　
大原　　　　　　　　

奈佐美瀬戸　　　　　

切串　　　　　　　　
幸之浦　　　　　　　大須　　　　　　　　

鼻グリ　　　　　　　

大須瀬戸　　　　　　

尾形石　　　　　　　

地獄鼻　　　　　　　

似島　　　　　　　　

峠島　　　　　　　　

▲ 安芸小富土　　　　　

札ガ鼻　　　　　　　

家下　　　　　　　　

鍵ャ谷　　　　　　　

信谷　　　　　　　　

大黄　　　　　　　　

柳之前　　　　　　　

江田島町宮ノ原（三）

江田島町宮ノ原（二）

江田島町幸ノ浦（一）

江田島町幸ノ浦（二）

江田島町小用（五）　

江田島町小用（三）　

江田島町小用（四）　

江田島町切串（一）　江田島町切串（五）　

江田島町切串（三）　

江田島町切串（四）　

江田島町切串（二）　

江田島町大須（一）　
江田島町大須（二）　

江田島町津久茂（一）

江田島町津久茂（二）

似島町　　　　　　　

横浜西（二）　　　　

江田島警察署
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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▲



廿日市ＪＣＴ　　　　

畑口　　　　　　　　
地御前　　　　　　　

廿日市ＩＣ　　　　　

黒折　　　　　　　　

廿日市　　　　　　　

平良　　　　　　　　

広島電鉄宮島線　　　

五日市　　　　　　　

山陽自動車道　　　　国実　　　　　　　　
長野　　　　　　　　

川末　　　　　　　　

倉重　　　　　　　　

薬師ヶ丘　　　　　　一丁田　　　　　　　

利松　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

木末　　　　　　　　
上河内　　　　　　　

棡　　　　　　　　　 笹利　　　　　　　　

宮島スマートＩＣ　　

泉水　　　　　　　　

河野原　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

郡塚　　　　　　　　

荒谷　　　　　　　　

佐原田　　　　　　　

小深川　　　　　　　

小野　　　　　　　　

上沖　　　　　　　　

森宗　　　　　　　　

清末　　　　　　　　

鎗出　　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

中小路　　　　　　　

中村景浦　　　　　　

中村日浦　　　　　　

中伏　　　　　　　　

湯戸　　　　　　　　

堂垣内　　　　　　　

伴丈木　　　　　　　

北山　　　　　　　　

末森　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

矢ノ崎　　　　　　　

旭園　　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

屋代（一）　　　　　

屋代（三）　　　　　
屋代（二）　　　　　

屋代町　　　　　　　

下小深川　　　　　　

下平良　　　　　　　

下平良（一）　　　　

下平良（二）　　　　

可愛　　　　　　　　

河内南（一）　　　　

河内南（二）　　　　

海老園（一）　　　　

海老園（三）　　　　

海老園（四）　　　　

海老園（二）　　　　
海老山町　　　　　　

海老山南（一）　　　

海老山南（二）　　　

皆賀　　　　　　　　

皆賀（一）　　　　　

皆賀（三）　　　　　
皆賀（四）　　　　　

皆賀（二）　　　　　

楽々園（五）　　　　

楽々園（三）　　　　
楽々園（四）　　　　

楽々園（六）　　　　

観音台（一）　　　　

観音台（三）　　　　
観音台（四）　　　　

観音台（二）　　　　

吉見園　　　　　　　

宮園（一）　　　　　

宮園（九）　　　　　

宮園（三）　　　　　
宮園（四）　　　　　

宮園（七）　　　　　
宮園（二）　　　　　

宮園（八）　　　　　

宮園上（一）　　　　
宮園上（三）　　　　

宮園上（四）　　　　

宮内　　　　　　　　

宮内（一）　　　　　
宮内（四）　　　　　

隅の浜（二）　　　　

串戸（一）　　　　　

串戸（五）　　　　　

串戸（三）　　　　　

串戸（四）　　　　　

串戸（六）　　　　　

五日市（一）　　　　

五日市（五）　　　　

五日市（四）　　　　

五日市（七）　　　　

五日市駅前（一）　　

五日市駅前（二）　　

五日市港（三）　　　
五日市港（四）　　　

五日市中央（一）　　

五日市中央（五）　　

五日市中央（三）　　
五日市中央（四）　　

五日市中央（七）　　

五日市中央（二）　　

五日市中央（六）　　

佐方（三）　　　　　
佐方（四）　　　　　佐方（二）　　　　　

桜尾（一）　　　　　

桜尾（三）　　　　　桜尾本町　　　　　　

三筋（一）　　　　　

三筋（三）　　　　　
三筋（二）　　　　　

三宅（一）　　　　　

三宅（五）　　　　　

三宅（三）　　　　　

三宅（四）　　　　　

三宅（二）　　　　　

三宅（六）　　　　　
三宅町　　　　　　　

四季が丘（一）　　　

四季が丘（五）　　　

四季が丘（三）　　　

四季が丘（七）　　　

四季が丘（十）　　　

四季が丘（十一）　　

四季が丘（八）　　　四季が丘上　　　　　

住吉（一）　　　　　

住吉（二）　　　　　

昭和台　　　　　　　

上平良　　　　　　　

城山（一）　　　　　

城山（二）　　　　　

城内（一）　　　　　

新宮（一）　　　　　

新宮苑　　　　　　　

須賀　　　　　　　　

千同（一）　　　　　
千同（三）　　　　　千同（二）　　　　　

倉重（一）　　　　　

倉重（二）　　　　　

大東　　　　　　　　

地御前（一）　　　　

地御前（五）　　　　

地御前（三）　　　　

地御前（四）　　　　

地御前（二）　　　　

地御前北（一）　　　

地御前北（三）　　　

地御前北（二）　　　

坪井（一）　　　　　

坪井（三）　　　　　

坪井（二）　　　　　

天神　　　　　　　　
廿日市（一）　　　　

八幡（一）　　　　　

八幡（五）　　　　　

八幡（三）　　　　　

八幡（四）　　　　　

八幡（二）　　　　　

八幡が丘（一）　　　

八幡が丘（二）　　　

八幡東（一）　　　　

八幡東（三）　　　　

八幡東（四）　　　　

八幡東（二）　　　　

美の里（一）　　　　美の里（二）　　　　

美鈴園　　　　　　　

平良（一）　　　　　

平良（二）　　　　　

平良山手　　　　　　

峰高（二）　　　　　

木材港南　　　　　　

木材港北　　　　　　

薬師が丘（一）　　　

薬師が丘（三）　　　

薬師が丘（四）　　　

薬師が丘（二）　　　

陽光台（一）　　　　

陽光台（五）　　　　陽光台（四）　　　　

利松（一）　　　　　

利松（三）　　　　　利松（二）　　　　　

六本松（一）　　　　
六本松（二）　　　　

中村　　　　　　　　

廿日市市役所　　　　

地御前駅　　　　　　

宮内駅　　　　　　　

廿日市市役所前駅　　

広電廿日市駅　　　　
廿日市駅　　　　　　

山陽女学園前駅　　　

楽々園駅　　　　　　
佐伯区役所前駅　　　

広電五日市駅　　　　五日市駅　　　　　　

宮内串戸駅　　　　　

ＪＡ広島病院前駅　　

湯ノ山　　　　　　　

温田　　　　　　　　和田　　　　　　　　

水内川　　　　　　　

菅沢　　　　　　　　

田布　　　　　　　　
下伏　　　　　　　　

▲ 東郷山　　　　　　　

伏谷　　　　　　　　

河内原　　　　　　　

大山　　　　　　　　

鹿ノ道　　　　　　　

白砂　　　　　　　　

小伏原　　　　　　　

葛原　　　　　　　　

竹之下　　　　　　　

阿戸　　　　　　　　

吉山　　　　　　　　

野稲原　　　　　　　

影浦　　　　　　　　
上奥畑　　　　　　　

幟城　　　　　　　　

▲ 向山　　　　　　　　

上小深川　　　　　　

魚切　　　　　　　　

日浦畑　　　　　　　

湯来　　　　　　　　

中倉　　　　　　　　

粟柱　　　　　　　　

下重光　　　　　　　

下川角　　　　　　　

葛郷　　　　　　　　

原垣内　　　　　　　

古塚　　　　　　　　

古野　　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　

三王原　　　　　　　

志割　　　　　　　　

十文字　　　　　　　

上重光　　　　　　　

上道原　　　　　　　

石ヶ原　　　　　　　

赤土地　　　　　　　

大古谷　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

大野原　　　　　　　

中央　　　　　　　　

中川角　　　　　　　

忠央　　　　　　　　

東川角　　　　　　　

白川　　　　　　　　

伏郷　　　　　　　　

伏谷口　　　　　　　

北谷　　　　　　　　

野登呂　　　　　　　

槇原　　　　　　　　

五日市町　　　　　　

杉並台　　　　　　　

石内　　　　　　　　

湯来町　　　　　　　

藤の木（一）　　　　

藤の木（三）　　　　

藤の木（四）　　　　

藤の木（二）　　　　

伴　　　　　　　　　

鯛尾　　　　　　　　

金輪島　　　　　　　

宇品島　　　　　　　
元宇品　　　　　　　広島港　　　　　　　

広島・呉道路　　　　

宇品　　　　　　　　

光南　　　　　　　　八幡川　　　　　　　
▲ 黄金山　　　　　　　

江波　　　　　　　　

井口　　　　　　　　
南区　　　　　　　　

元安川　　　　　　　

本川　　　　　　　　

草津　　　　　　　　

庚午　　　　　　　　
東雲　　　　　　　　

中区　　　　　　　　
広島　　　　　　　　草津沼田道路　　　　

古江　　　　　　　　

美鈴が丘　　　　　　

佐伯区　　　　　　　

西区　　　　　　　　

己斐　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

牛田　　　　　　　　

仁保ＪＣＴ　　　　　
宇品出入口　　　　　

中広出入口　　　　　

吉島出入口　　　　　

出島出入口　　　　　

東雲出入口　　　　　

下沖　　　　　　　　

井口（四）　　　　　

井口台（二）　　　　

藤垂園　　　　　　　

下中　　　　　　　　

金輪島　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

旭（一）　　　　　　

旭（三）　　　　　　

旭（二）　　　　　　

井口（一）　　　　　

井口（五）　　　　　

井口（三）　　　　　

井口（二）　　　　　

井口台（一）　　　　

井口台（三）　　　　
井口台（四）　　　　

井口明神（三）　　　

井口明神（二）　　　

井口鈴が台（一）　　
井口鈴が台（三）　　

宇品海岸（一）　　　
宇品海岸（三）　　　

宇品海岸（二）　　　

宇品御幸（四）　　　

宇品御幸（二）　　　

宇品神田（五）　　　

宇品神田（三）　　　

宇品西（一）　　　　

宇品西（五）　　　　
宇品西（三）　　　　

宇品西（四）　　　　

宇品西（二）　　　　

宇品西（六）　　　　

宇品町　　　　　　　

宇品東（一）　　　　

宇品東（五）　　　　

宇品東（三）　　　　

宇品東（四）　　　　宇品東（七）　　　　

宇品東（二）　　　　

羽衣町　　　　　　　

猿猴橋町　　　　　　

横川新町　　　　　　
横川町（一）　　　　

横川町（二）　　　　

黄金山町　　　　　　

加古町　　　　　　　

河原町　　　　　　　

霞（一）　　　　　　

霞（二）　　　　　　
皆実町（一）　　　　

皆実町（五）　　　　

皆実町（三）　　　　
皆実町（四）　　　　

皆実町（六）　　　　

観音新町（一）　　　

観音新町（三）　　　

観音新町（四）　　　

観音新町（二）　　　

観音町　　　　　　　

観音本町（一）　　　

観音本町（二）　　　

基町　　　　　　　　

吉島新町（一）　　　吉島新町（二）　　　

吉島西（一）　　　　

吉島西（三）　　　　

吉島西（二）　　　　

吉島町　　　　　　　

吉島東（一）　　　　

吉島東（二）　　　　

牛田旭（一）　　　　
牛田旭（二）　　　　牛田早稲田（一）　　

牛田早稲田（三）　　
牛田早稲田（二）　　

牛田中（二）　　　　

牛田東（一）　　　　
牛田東（三）　　　　
牛田東（四）　　　　牛田東（二）　　　　

牛田南（一）　　　　牛田南（二）　　　　

牛田本町（一）　　　

牛田本町（四）　　　

牛田本町（六）　　　

京橋町　　　　　　　
橋本町　　　　　　　

金屋町　　　　　　　銀山町　　　　　　　

元宇品町　　　　　　

古江上（一）　　　　

古江上（二）　　　　

古江新町　　　　　　

古江西町　　　　　　

古江東町　　　　　　古田台（一）　　　　

古田台（二）　　　　

己斐上（五）　　　　

己斐上（三）　　　　

己斐上（二）　　　　

己斐西町　　　　　　

己斐大迫（一）　　　

己斐大迫（三）　　　
己斐大迫（二）　　　

己斐中（一）　　　　

己斐中（三）　　　　己斐東（一）　　　　己斐東（二）　　　　

己斐本町（一）　　　

己斐本町（三）　　　

胡町　　　　　　　　

光が丘　　　　　　　

光町（一）　　　　　

光町（二）　　　　　

光南（一）　　　　　

光南（五）　　　　　

光南（三）　　　　　
光南（四）　　　　　

光南（二）　　　　　

光南（六）　　　　　

広瀬町　　　　　　　

広瀬北町　　　　　　

庚午中（一）　　　　
庚午中（三）　　　　

庚午中（四）　　　　

庚午中（二）　　　　

庚午南（一）　　　　庚午南（二）　　　　

庚午北（一）　　　　
庚午北（三）　　　　

庚午北（四）　　　　

庚午北（二）　　　　

江波栄町　　　　　　

江波沖町　　　　　　

江波西（一）　　　　

江波西（二）　　　　

江波東（一）　　　　

江波東（二）　　　　

江波南（一）　　　　

江波南（二）　　　　

江波二本松（一）　　

江波二本松（二）　　

江波本町　　　　　　

荒神町　　　　　　　

高須（一）　　　　　
高須（三）　　　　　

高須（四）　　　　　

高須（二）　　　　　

高須台（一）　　　　
高須台（三）　　　　

高須台（六）　　　　

国泰寺町（一）　　　

堺町（一）　　　　　

三篠町（一）　　　　

三篠町（三）　　　　

三篠町（二）　　　　

三川町　　　　　　　

三滝町　　　　　　　三滝本町（一）　　　

山根町　　　　　　　

山手町　　　　　　　

山城町　　　　　　　

山田新町（一）　　　

山田新町（二）　　　

山田町　　　　　　　

紙屋町（一）　　　　

寺町　　　　　　　　

若草町　　　　　　　

舟入幸町　　　　　　

舟入川口町　　　　　

舟入中町　　　　　　

舟入町　　　　　　　

舟入南（一）　　　　
舟入南（三）　　　　

舟入南（四）　　　　

舟入南（二）　　　　

舟入本町　　　　　　

住吉町　　　　　　　

十日市町（二）　　　

出汐（一）　　　　　

出汐（三）　　　　　
出汐（二）　　　　　

出島（一）　　　　　

出島（二）　　　　　

曙（一）　　　　　　

曙（五）　　　　　　
曙（三）　　　　　　

曙（二）　　　　　　

商工センター（一）　

商工センター（五）　

商工センター（四）　

商工センター（七）　

商工センター（二）　

商工センター（八）　

商工センター（六）　

小河内町（一）　　　
小河内町（二）　　　

小町　　　　　　　　

小網町　　　　　　　

松原町　　　　　　　

上大須賀町　　　　　

上天満町　　　　　　

上東雲町　　　　　　

上八丁堀　　　　　　
上幟町　　　　　　　

新天地　　　　　　　

仁保（一）　　　　　

仁保（三）　　　　　

仁保（二）　　　　　

仁保沖町　　　　　　

仁保新町（一）　　　

仁保南（一）　　　　仁保南（二）　　　　

翠（一）　　　　　　

翠（五）　　　　　　

翠（三）　　　　　　

翠（四）　　　　　　

翠（二）　　　　　　
西旭町　　　　　　　

西霞町　　　　　　　

西蟹屋（四）　　　　

西蟹屋（二）　　　　
西観音町　　　　　　

西十日市町　　　　　

西翠町　　　　　　　

西川口町　　　　　　

西白島町　　　　　　

西平塚町　　　　　　

西本浦町　　　　　　

石内南（一）　　　　
石内南（五）　　　　

石内南（四）　　　　

千田町（三）　　　　

千田町（二）　　　　

扇（二）　　　　　　

草津港（一）　　　　

草津港（三）　　　　

草津港（二）　　　　

草津新町（一）　　　草津新町（二）　　　

草津東（一）　　　　

草津東（二）　　　　

草津南（一）　　　　草津南（四）　　　　

草津梅が台　　　　　草津浜町　　　　　　
草津本町　　　　　　

打越町　　　　　　　

袋町　　　　　　　　

鯛尾（一）　　　　　

鯛尾（二）　　　　　

大手町（一）　　　　

大手町（五）　　　　
大手町（四）　　　　

大手町（二）　　　　

大州（一）　　　　　

大州（五）　　　　　

大州（三）　　　　　
大州（二）　　　　　

大洲（四）　　　　　

大須賀町　　　　　　

丹那新町　　　　　　

丹那町　　　　　　　

段原（三）　　　　　
段原（四）　　　　　

段原（二）　　　　　

段原山崎（二）　　　
段原山崎町　　　　　

段原南（一）　　　　段原南（二）　　　　
段原日出（一）　　　
段原日出町　　　　　

竹屋町　　　　　　　

中広町（一）　　　　

中広町（三）　　　　

中広町（二）　　　　

中山西（一）　　　　

中山西（二）　　　　

中山中町　　　　　　

中山南（一）　　　　

中島町　　　　　　　

鶴見町　　　　　　　

的場町（二）　　　　

鉄砲町　　　　　　　天満町　　　　　　　

田中町　　　　　　　

田方（一）　　　　　

田方（三）　　　　　

田方（二）　　　　　

都町　　　　　　　　

土橋町　　　　　　　

東雲（一）　　　　　

東雲（三）　　　　　

東雲（二）　　　　　

東雲本町（一）　　　東雲本町（二）　　　

東駅町　　　　　　　

東霞町　　　　　　　

東蟹屋町　　　　　　

東観音町　　　　　　

東荒神町　　　　　　

東山町　　　　　　　

東千田町（一）　　　

東白島町　　　　　　

東平塚町　　　　　　

東本浦町　　　　　　

南蟹屋（一）　　　　

南観音（一）　　　　

南観音（五）　　　　

南観音（三）　　　　
南観音（四）　　　　

南観音（七）　　　　

南観音（二）　　　　

南観音（八）　　　　

南観音町　　　　　　

南吉島（二）　　　　

南千田西町　　　　　
南千田東町　　　　　

南大河町　　　　　　

南竹屋町　　　　　　

楠那町　　　　　　　

楠木町（一）　　　　

楠木町（三）　　　　
楠木町（二）　　　　

二葉の里（三）　　　

二葉の里（二）　　　

日宇那町　　　　　　

猫屋町　　　　　　　

白島九軒町　　　　　
白島中町　　　　　　

白島北町　　　　　　

八丁堀　　　　　　　

比治山町　　　　　　

比治山本町　　　　　

尾長西（一）　　　　

尾長西（二）　　　　

尾長東（一）　　　　

尾長東（三）　　　　

尾長東（二）　　　　

美鈴が丘西（一）　　

美鈴が丘西（五）　　
美鈴が丘西（四）　　

美鈴が丘西（二）　　美鈴が丘東（五）　　

美鈴が丘東（三）　　

美鈴が丘東（二）　　

美鈴が丘南（一）　　美鈴が丘南（四）　　
美鈴が丘南（二）　　

美鈴が丘緑（一）　　
美鈴が丘緑（三）　　

美鈴が丘緑（二）　　

富士見町　　　　　　

福島町（一）　　　　

福島町（二）　　　　

平野町　　　　　　　

北大河町　　　　　　本浦町　　　　　　　

本川町（二）　　　　

本通　　　　　　　　

矢賀（一）　　　　　

矢賀（二）　　　　　

矢賀新町（一）　　　

薬研堀　　　　　　　

立町　　　　　　　　

流川町　　　　　　　

竜王町　　　　　　　

鈴が峰町　　　　　　

幟町　　　　　　　　

上中　　　　　　　　

牛田新町（一）　　　牛田早稲田（四）　　
五月が丘（一）　　　

三篠北町　　　　　　

三滝本町（二）　　　
石内南（三）　　　　石内南（二）　　　　

大芝（一）　　　　　
大芝公園　　　　　　

中山上（一）　　　　楠木町（四）　　　　

（仮）中山ＩＣ　　　

（仮）広島駅北口ＩＣ

広島市役所　　　　　

広島県庁　　　　　　
広島駅　　　　　　　

修大協創中高前駅　　

井口駅　　　　　　　
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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）
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警固屋　　　　　　　
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阿賀中央（三）　　　
阿賀中央（四）　　　

阿賀中央（八）　　　

阿賀中央（六）　　　

阿賀南（九）　　　　

阿賀南（五）　　　　

阿賀南（三）　　　　
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阿賀南（七）　　　　
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阿賀南（六）　　　　
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阿賀北（七）　　　　
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平谷（二）　　　　　

望地町　　　　　　　

北塩屋町　　　　　　

弥生町　　　　　　　

横浜東（二）　　　　
坂西（二）　　　　　

坂東（四）　　　　　 出来庭（一）　　　　出来庭（九）　　　　

出来庭（五）　　　　

出来庭（四）　　　　

出来庭（十）　　　　
出来庭（八）　　　　

中溝（一）　　　　　中溝（二）　　　　　

平谷（五）　　　　　

平谷（四）　　　　　

吉浦駅　　　　　　　

天応駅　　　　　　　

小屋浦駅　　　　　　

呉ポートピア駅　　　

かるが浜駅　　　　　

水尻駅　　　　　　　

熊野町役場　　　　　

尾ノ鼻　　　　　　　

大地蔵　　　　　　　

▲ 七国見山　　　　　　

下蒲刈島　　　　　　

向　　　　　　　　　三之瀬　　　　　　　

田戸　　　　　　　　 宮盛　　　　　　　　
下島　　　　　　　　

見戸代　　　　　　　

白崎　　　　　　　　

アラメノ鼻　　　　　 女猫の瀬戸　　　　　小坪　　　　　　　　

犬戻が鼻　　　　　　

小仁方　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

名田　　　　　　　　 仁方　　　　　　　　

宮上　　　　　　　　
広　　　　　　　　　

久多田　　　　　　　
久筋　　　　　　　　

中迫　　　　　　　　

跡条　　　　　　　　

広古新開（九）　　　

広大広（二）　　　　

広大新開（一）　　　

広大新開（二）　　　

広中町　　　　　　　

広長浜（三）　　　　

広長浜（四）　　　　

広津久茂町　　　　　

広名田（一）　　　　

広名田（二）　　　　

宇都迫　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

丸谷　　　　　　　　

初神　　　　　　　　
小地蔵　　　　　　　

小島　　　　　　　　

大野　　　　　　　　

安浦町安登　　　　　

安浦町安登西（七）　
安浦町安登東（六）　

広駅前（一）　　　　
広駅前（二）　　　　

広吉松（一）　　　　
広吉松（二）　　　　

広杭本町　　　　　　

広三芦（一）　　　　

広三芦（二）　　　　

広小坪（一）　　　　広小坪（二）　　　　

広中新開（三）　　　

広中迫町　　　　　　

広長浜（五）　　　　

広白岳（一）　　　　

広白岳（五）　　　　
広白岳（三）　　　　

広白岳（四）　　　　

広白岳（二）　　　　

広白岳（六）　　　　

広白石（三）　　　　

広白石（四）　　　　
広白石（二）　　　　

広弁天橋町　　　　　

広両谷（二）　　　　

仁方皆実町　　　　　

仁方宮上町　　　　　

仁方錦町　　　　　　

仁方西神町　　　　　

仁方大歳町　　　　　

仁方中筋町　　　　　

仁方町　　　　　　　

仁方本町（一）　　　

仁方本町（三）　　　

仁方本町（二）　　　
仁方棧橋通　　　　　

川尻町久筋（一）　　

川尻町久筋（三）　　

川尻町久筋（二）　　

川尻町久俊（一）　　

川尻町久俊（三）　　

川尻町久俊（二）　　

川尻町原山（一）　　

川尻町原山（三）　　川尻町原山（二）　　

川尻町小仁方（一）　

川尻町小仁方（二）　

川尻町小用（一）　　川尻町小用（二）　　

川尻町森（一）　　　

川尻町森（三）　　　

川尻町森（四）　　　

川尻町森（二）　　　

川尻町西（一）　　　

川尻町西（五）　　　

川尻町西（三）　　　

川尻町西（四）　　　

川尻町西（二）　　　

川尻町西（六）　　　

川尻町東（一）　　　
川尻町東（三）　　　

川尻町東（四）　　　川尻町東（二）　　　

安浦町安登西（八）　

安浦町安登西（六）　
安浦町安登東（五）　

安浦町安登東（四）　

安浦町中央ハイツ　　

広塩焼（一）　　　　

仁方駅　　　　　　　

広駅　　　　　　　　

安芸川尻駅　　　　　

広町田　　　　　　　

さざなみスカイライン
安登　　　　　　　　

▲ 膳棚山　　　　　　　

野呂　　　　　　　　
野呂山　　　　　　　

中切　　　　　　　　
呉線　　　　　　　　

内平　　　　　　　　

原畑　　　　　　　　

安浦　　　　　　　　

内海　　　　　　　　

北川　　　　　　　　

芋福　　　　　　　　

郷原　　　　　　　　

市原　　　　　　　　

藤木　　　　　　　　

黒瀬川　　　　　　　
赤向坂　　　　　　　空条　　　　　　　　

女子畑　　　　　　　
市飯田　　　　　　　

兼沢　　　　　　　　
菅田　　　　　　　　

岡郷　　　　　　　　
宗近柳国　　　　　　

切田　　　　　　　　

黒瀬　　　　　　　　
津江　　　　　　　　

大多田　　　　　　　

黒瀬ＩＣ　　　　　　

郷原ＩＣ　　　　　　

シメノ松　　　　　　

岡条　　　　　　　　

岩谷　　　　　　　　

郷条　　　　　　　　

時不知　　　　　　　

渋　　　　　　　　　

水神　　　　　　　　

惣引谷　　　　　　　

惣上　　　　　　　　

長貫　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

田津原　　　　　　　

渡川　　　　　　　　
土休　　　　　　　　

峠条　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

保光　　　　　　　　

安浦町安登西（一）　

安浦町安登西（九）　安浦町安登西（五）　

安浦町安登西（三）　

安浦町安登西（四）　安浦町安登西（十）　

安浦町安登西（二）　

安浦町安登東（一）　

安浦町安登東（三）　

安浦町安登東（二）　

安浦町水尻（一）　　

安浦町中央（五）　　安浦町中央（三）　　
安浦町中央（二）　　

安浦町中央北（一）　

安浦町中央北（二）　

安浦町内海南（一）　

安浦町内海南（五）　

安浦町内海南（三）　

安浦町内海南（四）　安浦町内海南（二）　

安浦町内海南（六）　

安浦町内海北（一）　

安浦町内海北（五）　

安浦町内海北（三）　

安浦町内海北（四）　

安浦町内海北（七）　

安浦町内海北（二）　

安浦町内海北（六）　

郷原学びの丘（一）　

郷原学びの丘（二）　

郷原野路の里（一）　郷原野路の里（二）　

兼広　　　　　　　　

広塩焼（二）　　　　

広石内（一）　　　　

広石内（三）　　　　

広石内（四）　　　　

広石内（二）　　　　

広町田（一）　　　　
広町田（二）　　　　

広徳丸町　　　　　　

黒瀬学園台　　　　　

黒瀬桜が丘（一）　　黒瀬春日野（一）　　

黒瀬切田が丘（一）　

黒瀬切田が丘（三）　

黒瀬切田が丘（二）　

上保田　　　　　　　

黒瀬春日野（二）　　
黒瀬松ヶ丘　　　　　

黒瀬町　　　　　　　

安登駅　　　　　　　

安浦駅　　　　　　　

呉警察署

広警察署
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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▲



坂町　　　　　　　　広島呉道路　　　　　

熊野町　　　　　　　

海田町　　　　　　　

安芸区　　　　　　　

東区　　　　　　　　温品　　　　　　　　

船越　　　　　　　　

畑賀　　　　　　　　

鹿子垣内　　　　　　

中野　　　　　　　　 川筋　　　　　　　　

山陽本線　　　　　　

矢野　　　　　　　　

向洋　　　　　　　　

横浜　　　　　　　　

府中　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

鹿籠　　　　　　　　

明神　　　　　　　　 南幸　　　　　　　　

畝　　　　　　　　　瀬野川　　　　　　　

▲ 金ヶ燈篭山　　　　　

中溝　　　　　　　　
能野　　　　　　　　

城之堀　　　　　　　
萩原　　　　　　　　

海田　　　　　　　　
上市　　　　　　　　

広島・熊野道路　　　

坂北ＩＣ　　　　　　

間所出入口　　　　　

温品出入口　　　　　

仁保出入口　　　　　

大州出入口　　　　　

府中出入口　　　　　

矢賀出入口　　　　　

温品ＪＣＴ　　　　　

海田西ＩＣ　　　　　

海田東ＩＣ　　　　　

中野ＩＣ　　　　　　

中野東ＩＣ　　　　　

瀬野西ＩＣ　　　　　
瀬野東ＩＣ　　　　　

横浜西（一）　　　　

仁保（四）　　　　　

大須（三）　　　　　

大須（二）　　　　　

中山鏡が丘　　　　　

矢賀（三）　　　　　

イラスケ　　　　　　

為角　　　　　　　　

稲荷谷　　　　　　　

下深原　　　　　　　

下切　　　　　　　　

加良地　　　　　　　

海上側　　　　　　　
宮前　　　　　　　　

郷原地　　　　　　　

空地　　　　　　　　

畦地　　　　　　　　

山代　　　　　　　　

山本地　　　　　　　

時光地　　　　　　　

小迫地　　　　　　　

庄賀地　　　　　　　上深原　　　　　　　

水谷　　　　　　　　

赤野地　　　　　　　

舛越　　　　　　　　

前地　　　　　　　　

中郷原　　　　　　　

追分　　　　　　　　

鶴ヶ沢　　　　　　　

道上　　　　　　　　

伯耆谷　　　　　　　

富田地　　　　　　　

里側　　　　　　　　

つくも町　　　　　　

みくまり（三）　　　

みくまり（二）　　　

阿戸町　　　　　　　

稲荷町　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

横浜中央（一）　　　
横浜中央（二）　　　

横浜東（一）　　　　

温品（一）　　　　　

温品（五）　　　　　

温品（三）　　　　　温品（四）　　　　　

温品（二）　　　　　

蟹原（一）　　　　　
蟹原（二）　　　　　

宮の町（四）　　　　宮の町（二）　　　　

窪町　　　　　　　　

月見町　　　　　　　

向洋沖町　　　　　　

向洋新町（一）　　　

向洋新町（三）　　　向洋新町（二）　　　向洋大原町　　　　　

向洋中町　　　　　　
向洋本町　　　　　　

国信（一）　　　　　

国信（二）　　　　　

砂走　　　　　　　　

坂西（一）　　　　　

坂東（一）　　　　　

坂東（三）　　　　　

坂東（二）　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

三迫（一）　　　　　

三迫（三）　　　　　

三迫（二）　　　　　

山田（五）　　　　　

山田（四）　　　　　

山田（二）　　　　　

寺迫（一）　　　　　

寺迫（二）　　　　　

鹿籠（一）　　　　　
鹿籠（二）　　　　　

寿町　　　　　　　　

出来庭（七）　　　　

曙町　　　　　　　　

小磯町　　　　　　　
昭和中町　　　　　　昭和町　　　　　　　

城ヶ丘　　　　　　　

新地　　　　　　　　

新町　　　　　　　　

瀬戸ハイム（三）　　
瀬戸ハイム（四）　　

瀬戸ハイム（二）　　

瀬野南町　　　　　　

畝（一）　　　　　　

畝（二）　　　　　　

成本　　　　　　　　

清水ヶ丘　　　　　　

西明神町　　　　　　

青崎（一）　　　　　青崎（二）　　　　　

青崎中　　　　　　　青崎東　　　　　　　
青崎南　　　　　　　

石井城（一）　　　　

石原　　　　　　　　

千代　　　　　　　　

船越（一）　　　　　

船越（五）　　　　　

船越（三）　　　　　船越（四）　　　　　

船越（二）　　　　　
船越（六）　　　　　

船越南（一）　　　　

船越南（五）　　　　

船越南（三）　　　　

船越南（四）　　　　

船越南（二）　　　　
曽田　　　　　　　　

大須（一）　　　　　

大正町　　　　　　　

大通（二）　　　　　

大立町　　　　　　　

中溝（五）　　　　　

中溝（三）　　　　　

中溝（四）　　　　　

中山東（三）　　　　

中店　　　　　　　　

中野（一）　　　　　

中野（五）　　　　　

中野（三）　　　　　

中野（四）　　　　　

中野（二）　　　　　

中野（六）　　　　　

中野東（一）　　　　

中野東（五）　　　　

中野東（三）　　　　

中野東（四）　　　　

中野東（七）　　　　

中野東（二）　　　　

中野東（六）　　　　

鶴江（一）　　　　　

東（一）　　　　　　
東（二）　　　　　　

東昭和町　　　　　　

東青崎町　　　　　　

桃山（一）　　　　　桃山（二）　　　　　

南つくも町　　　　　
南幸町　　　　　　　

南昭和町　　　　　　
南大正町　　　　　　南堀川町　　　　　　

南本町　　　　　　　
南明神町　　　　　　

日の出町　　　　　　

畑賀（一）　　　　　

畑賀（三）　　　　　

畑賀（二）　　　　　

畑賀町　　　　　　　

浜角　　　　　　　　

浜田（一）　　　　　

浜田（三）　　　　　

浜田（四）　　　　　

浜田（二）　　　　　

浜田本町　　　　　　

平成ヶ浜（一）　　　

平成ヶ浜（五）　　　

平成ヶ浜（三）　　　

平成ヶ浜（四）　　　

平成ヶ浜（二）　　　

北新地（一）　　　　

北新地（三）　　　　

北新地（四）　　　　

北新地（二）　　　　

堀越（一）　　　　　

堀越（三）　　　　　

堀越（二）　　　　　

堀川町　　　　　　　

本町（一）　　　　　

本町（四）　　　　　

明神町　　　　　　　

茂陰（一）　　　　　

矢賀（六）　　　　　

矢野新町（一）　　　

矢野新町（二）　　　

矢野西（一）　　　　

矢野西（五）　　　　

矢野西（三）　　　　

矢野西（四）　　　　

矢野西（七）　　　　

矢野西（二）　　　　

矢野西（六）　　　　

矢野町　　　　　　　矢野東（一）　　　　

矢野東（五）　　　　

矢野東（三）　　　　

矢野東（四）　　　　

矢野東（七）　　　　

矢野東（二）　　　　

矢野東（六）　　　　

矢野南（一）　　　　

矢野南（五）　　　　

矢野南（三）　　　　

矢野南（四）　　　　

矢野南（二）　　　　

柳ヶ丘　　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

中山上（二）　　　　
温品（七）　　　　　
温品（八）　　　　　

温品（六）　　　　　
瀬野南（一）　　　　

坂町役場　　　　　　

海田町役場　　　　　

府中町役場　　　　　

海田市駅　　　　　　

矢野駅　　　　　　　

向洋駅　　　　　　　

安芸中野駅　　　　　

矢賀駅　　　　　　　

坂駅　　　　　　　　

中野東駅　　　　　　

天神川駅　　　　　　

府中町　　　　　　　
▲ 呉娑々宇山　　　　　

広島東ＩＣ　　　　　

榎ノ山峠　　　　　　福田　　　　　　　　

小河原　　　　　　　

上深川　　　　　　　

狩留家　　　　　　　

小椿　　　　　　　　

馬木出入口　　　　　

戸坂新町（二）　　　

口田（二）　　　　　

口田南（四）　　　　

口田南（七）　　　　

八木（五）　　　　　

八木（四）　　　　　

みつぎ団地　　　　　

越原　　　　　　　　

榎ノ山　　　　　　　

郷　　　　　　　　　

菰口　　　　　　　　

細野　　　　　　　　

氏ノ原　　　　　　　

西　　　　　　　　　

北部　　　　　　　　

麻下　　　　　　　　

友光　　　　　　　　

温品町　　　　　　　

可部南（一）　　　　

亀崎（一）　　　　　

亀崎（三）　　　　　

亀崎（四）　　　　　

亀崎（二）　　　　　

戸坂新町（三）　　　

口田（五）　　　　　

口田（三）　　　　　

口田（四）　　　　　

口田南（九）　　　　

口田南（五）　　　　

口田南（八）　　　　

口田南（六）　　　　

狩留家町　　　　　　

小河原町　　　　　　

上温品（一）　　　　

上温品（三）　　　　
上温品（四）　　　　

上温品（二）　　　　

上深川町　　　　　　

上瀬野（一）　　　　

上瀬野（二）　　　　

上瀬野南（一）　　　

上瀬野南（二）　　　

深川（一）　　　　　

深川（五）　　　　　

深川（三）　　　　　

深川（四）　　　　　

深川（七）　　　　　

深川（二）　　　　　

深川（八）　　　　　

深川（六）　　　　　真亀（一）　　　　　

真亀（五）　　　　　

真亀（三）　　　　　

真亀（四）　　　　　

真亀（二）　　　　　

瀬野（一）　　　　　

瀬野（五）　　　　　

瀬野（三）　　　　　

瀬野（四）　　　　　

瀬野（二）　　　　　

瀬野西（一）　　　　

瀬野西（五）　　　　瀬野西（三）　　　　

瀬野西（四）　　　　
瀬野西（二）　　　　

瀬野西（六）　　　　

瀬野町　　　　　　　

倉掛（一）　　　　　

倉掛（三）　　　　　

倉掛（二）　　　　　

中山新町（三）　　　

中野（七）　　　　　

馬木（一）　　　　　

馬木（九）　　　　　

馬木（五）　　　　　

馬木（三）　　　　　

馬木（四）　　　　　

馬木（七）　　　　　

馬木（二）　　　　　
馬木（八）　　　　　

馬木（六）　　　　　

八木（九）　　　　　

八木（七）　　　　　

八木（八）　　　　　

八木（六）　　　　　

福田（一）　　　　　

福田（五）　　　　　

福田（三）　　　　　

福田（四）　　　　　福田（七）　　　　　

福田（二）　　　　　

福田（八）　　　　　
福田（六）　　　　　

落合（一）　　　　　

落合（五）　　　　　

落合（三）　　　　　

落合（四）　　　　　

落合（二）　　　　　

落合南（一）　　　　

落合南（九）　　　　

落合南（五）　　　　

落合南（三）　　　　
落合南（四）　　　　

落合南（七）　　　　

落合南（二）　　　　

落合南（八）　　　　

落合南（六）　　　　

下大椿　　　　　　　
福永　　　　　　　　

可部南（三）　　　　
八木町　　　　　　　

瀬野駅　　　　　　　

上深川駅　　　　　　

中深川駅　　　　　　
玖村駅　　　　　　　

狩留家駅　　　　　　

下深川駅　　　　　　

中島駅　　　　　　　 白木山駅　　　　　　

みどり口駅　　　　　

みどり中街駅　　　　

みどり中央駅　　　　

上八木駅　　　　　　

新宮　　　　　　　　

▲ 小田山　　　　　　　

八畝ヶ畑　　　　　　

乃美尾　　　　　　　

南方　　　　　　　　

国近　　　　　　　　

保田　　　　　　　　

中横野　　　　　　　

昼原　　　　　　　　 下見　　　　　　　　

御薗宇　　　　　　　

田口　　　　　　　　

下横野　　　　　　　吉川　　　　　　　　

上横野　　　　　　　

市ノ畑　　　　　　　

郷曽　　　　　　　　

森近　　　　　　　　

福本　　　　　　　　

馬木　　　　　　　　

▲ 水ケ丸山　　　　　　

馬木ＩＣ　　　　　　

葛谷　　　　　　　　

香路原地　　　　　　

水落迫　　　　　　　

伊勢宮　　　　　　　

為実　　　　　　　　

為則　　　　　　　　

為本　　　　　　　　

井ノ邑　　　　　　　

猿取　　　　　　　　

奥田　　　　　　　　

黄幡　　　　　　　　

下掛　　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下野原　　　　　　　

河内田　　　　　　　

梶　　　　　　　　　

梶屋迫　　　　　　　

吉ノ郷　　　　　　　

金清　　　　　　　　古河　　　　　　　　

光路　　　　　　　　

行貞　　　　　　　　

国草　　　　　　　　

今田　　　　　　　　

三升原　　　　　　　

市ノ堂　　　　　　　

市条　　　　　　　　

実森　　　　　　　　

宗近　　　　　　　　

出ヶ原　　　　　　　

小関　　　　　　　　

小滝原　　　　　　　

小比曽　　　　　　　

上郷　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

清水原　　　　　　　

西山　　　　　　　　

西側　　　　　　　　

西方地迫　　　　　　

千野丸　　　　　　　

前長沢　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

大竹　　　　　　　　

大槇　　　　　　　　

竹中　　　　　　　　
竹保　　　　　　　　

中鶴　　　　　　　　

長者　　　　　　　　

東子　　　　　　　　

徳市谷　　　　　　　

二神　　　　　　　　

畑地　　　　　　　　

樋ノ詰　　　　　　　

武士　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

柳国　　　　　　　　

吉川工業団地　　　　

鏡山（一）　　　　　

鏡山（三）　　　　　

鏡山（二）　　　　　

鏡山北　　　　　　　

小多田　　　　　　　

西条下見（五）　　　

西条下見（七）　　　
西条下見（六）　　　

西条中央（五）　　　
西条中央（四）　　　

西大沢（一）　　　　
西大沢（二）　　　　

大沢　　　　　　　　

田口研究団地　　　　

安出河　　　　　　　馬場台　　　　　　　
上瀬野町　　　　　　

西条中央（三）　　　西条中央（七）　　　

西条中央（八）　　　
西条中央（六）　　　

八本松町　　　　　　

東広島市　　　　　　

志和西　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

志和堀　　　　　　　

長松　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

志和東　　　　　　　

内　　　　　　　　　

寺地　　　　　　　　

有田　　　　　　　　

篠　　　　　　　　　
▲ 深堂山　　　　　　　

志和　　　　　　　　

別府　　　　　　　　

奥屋　　　　　　　　

六条　　　　　　　　

冠　　　　　　　　　

入野　　　　　　　　

志和ＩＣ　　　　　　七条椛坂　　　　　　

宗吉　　　　　　　　

八本松　　　　　　　

飯田　　　　　　　　

正力　　　　　　　　

米満　　　　　　　　

▲ 龍王山　　　　　　　

西条　　　　　　　　

東広島　　　　　　　

寺家　　　　　　　　

後谷　　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

米山　　　　　　　　

阿原　　　　　　　　

椛坂　　　　　　　　

上瀬野　　　　　　　

上瀬野ＩＣ　　　　　

八本松ＩＣ　　　　　

側　　　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

延末　　　　　　　　

下寺家　　　　　　　

下有田　　　　　　　

賀志尾　　　　　　　

椛坂下　　　　　　　

椛坂上　　　　　　　

椛坂先　　　　　　　
冠上条　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

宮東　　　　　　　　

宮迫　　　　　　　　

兼持　　　　　　　　

元広　　　　　　　　

後長沢　　　　　　　

三歩　　　　　　　　

上ヶ尾　　　　　　　

上寺家　　　　　　　

上曾場　　　　　　　

上中川　　　　　　　

上有田　　　　　　　

乗本　　　　　　　　植木松原　　　　　　

政光　　　　　　　　

青谷　　　　　　　　

川下　　　　　　　　

前原　　　　　　　　

則重　　　　　　　　

只　　　　　　　　　

猪伏　　　　　　　　

塚の峠　　　　　　　

塚土　　　　　　　　

貞岡　　　　　　　　

田房　　　　　　　　

東正　　　　　　　　

湯谷善正寺　　　　　

道下　　　　　　　　

二歩　　　　　　　　

馬宿　　　　　　　　

八条原　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

表条　　　　　　　　

六日市　　　　　　　

志和町　　　　　　　

志和流通　　　　　　

西条栄町　　　　　　

西条岡町　　　　　　

西条御条町　　　　　
西条昭和町　　　　　

西条西本町　　　　　

西条中央（一）　　　
西条中央（二）　　　

西条朝日町　　　　　

西条東　　　　　　　

西条東北町　　　　　
西条本町　　　　　　

八本松東（一）　　　
八本松東（五）　　　

八本松東（三）　　　

八本松東（四）　　　

八本松東（七）　　　

八本松東（二）　　　

八本松東（六）　　　

八本松南（一）　　　

八本松南（三）　　　
八本松南（四）　　　

八本松南（七）　　　

八本松南（二）　　　

八本松南（八）　　　

八本松南（六）　　　

八本松飯田（一）　　

八本松飯田（九）　　
八本松飯田（五）　　

八本松飯田（三）　　

八本松飯田（四）　　

八本松飯田（七）　　八本松飯田（二）　　

八本松飯田（八）　　

八本松飯田（六）　　

後休　　　　　　　　 寺東　　　　　　　　堀市　　　　　　　　

東広島市役所　　　　

西条駅　　　　　　　

八本松駅　　　　　　

寺家駅　　　　　　　

海田警察署

東広島警察署
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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▲



上根　　　　　　　　

▲ 備前坊山　　　　　　

根之谷　　　　　　　

浜ヶ谷　　　　　　　

大林　　　　　　　　

代田　　　　　　　　

南原　　　　　　　　

滑の下　　　　　　　

高谷　　　　　　　　

桐原　　　　　　　　

可部　　　　　　　　

渡場　　　　　　　　

▲ 白木山　　　　　　　

林　　　　　　　　　大椿　　　　　　　　

海戸　　　　　　　　

桧山　　　　　　　　

野平谷　　　　　　　

上倉　　　　　　　　

横谷　　　　　　　　

桐山　　　　　　　　

栃谷　　　　　　　　

正木　　　　　　　　

志路　　　　　　　　

横畠　　　　　　　　

安佐北区　　　　　　

芸備線　　　　　　　

亀山（一）　　　　　

岡　　　　　　　　　

下海戸　　　　　　　

下狭平　　　　　　　

外原　　　　　　　　

滑の上　　　　　　　

寄立　　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

穴郷　　　　　　　　

荒川　　　　　　　　

市表　　　　　　　　

上狭平　　　　　　　

上大椿　　　　　　　

草田　　　　　　　　

大屋敷　　　　　　　

大槌　　　　　　　　

大薄　　　　　　　　

中ノ村　　　　　　　

中応寺　　　　　　　

昼谷　　　　　　　　

土井　　　　　　　　

馬湯　　　　　　　　

平原　　　　　　　　
余井　　　　　　　　

冷畠　　　　　　　　

綾ヶ谷　　　　　　　

可部（一）　　　　　

可部（九）　　　　　

可部（五）　　　　　可部（三）　　　　　可部（四）　　　　　

可部（七）　　　　　

可部（二）　　　　　

可部（八）　　　　　

可部（六）　　　　　

可部町　　　　　　　

可部東（一）　　　　

可部東（五）　　　　

可部東（三）　　　　

可部東（四）　　　　

可部東（二）　　　　

可部東（六）　　　　

可部南（五）　　　　

可部南（四）　　　　
可部南（二）　　　　

亀山（三）　　　　　

亀山（二）　　　　　

三入（一）　　　　　

三入（五）　　　　　

三入（三）　　　　　

三入（四）　　　　　

三入（七）　　　　　

三入（二）　　　　　

三入（六）　　　　　

三入東（一）　　　　

三入東（二）　　　　

三入南（一）　　　　三入南（二）　　　　

上町屋　　　　　　　

大林（一）　　　　　

大林（三）　　　　　

大林（四）　　　　　

大林（二）　　　　　

大林町　　　　　　　

白木町　　　　　　　

市裏　　　　　　　　
末石　　　　　　　　 茱び谷　　　　　　　

可部駅　　　　　　　
中三田駅　　　　　　

河戸帆待川駅　　　　

下佐々井　　　　　　

佐々井　　　　　　　

下根　　　　　　　　

出口　　　　　　　　

高平寺　　　　　　　

額田部　　　　　　　

奥今田　　　　　　　

千坊　　　　　　　　

栃田　　　　　　　　

石井谷　　　　　　　

小木次　　　　　　　

木次　　　　　　　　

出原　　　　　　　　

本地　　　　　　　　

改新　　　　　　　　

浜田自動車道　　　　

千代田ＪＣＴ　　　　

伊勢坊谷　　　　　　

下畑　　　　　　　　

下本地　　　　　　　

岸本　　　　　　　　

見の木　　　　　　　

五郎丸　　　　　　　

広能　　　　　　　　

国安　　　　　　　　

市下　　　　　　　　

実宗　　　　　　　　

上恩地　　　　　　　

上佐々井　　　　　　

上畑　　　　　　　　

常盤　　　　　　　　

新光　　　　　　　　

須倉　　　　　　　　

水無　　　　　　　　

政国　　　　　　　　
太郎丸　　　　　　　

中の谷　　　　　　　

中佐々井　　　　　　

中千道　　　　　　　

都合谷　　　　　　　

湯船谷　　　　　　　

保森　　　　　　　　

新都　　　　　　　　

貞広　　　　　　　　

八千代町　　　　　　

新郷　　　　　　　　

▲ 安駄山　　　　　　　

杉坂　　　　　　　　

▲ 金明山　　　　　　　

関川　　　　　　　　
鳥井原　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

上竹仁　　　　　　　
下竹仁　　　　　　　

牛岩　　　　　　　　

吉永　　　　　　　　

秋山　　　　　　　　

落尻　　　　　　　　須沢　　　　　　　　
有留　　　　　　　　

小越　　　　　　　　
市川　　　　　　　　

三篠川　　　　　　　

▲ 鷹ノ巣山　　　　　　

見張　　　　　　　　

江地　　　　　　　　
粟森谷　　　　　　　

大寺　　　　　　　　

岡谷　　　　　　　　

丸畠　　　　　　　　
井原　　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

梶名　　　　　　　　 中束　　　　　　　　
保垣　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

木原　　　　　　　　

弥谷　　　　　　　　

横路　　　　　　　　

下吉井　　　　　　　

下組　　　　　　　　

汗平　　　　　　　　

弓投　　　　　　　　

郷谷　　　　　　　　

近友　　　　　　　　

公領　　　　　　　　

向瀬戸　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　
合路　　　　　　　　

三日市　　　　　　　

山根　　　　　　　　

市組　　　　　　　　

十日市　　　　　　　

上吉井　　　　　　　

新城今田　　　　　　

杉坂下　　　　　　　

杉坂上　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

谷政　　　　　　　　

竹森谷　　　　　　　

中保垣　　　　　　　

土居迫　　　　　　　

日浦　　　　　　　　

八幡原　　　　　　　

八幡谷　　　　　　　

尾神　　　　　　　　

坊地　　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

免山　　　　　　　　

野光谷　　　　　　　

三田　　　　　　　　

奥谷　　　　　　　　甲田　　　　　　　　
小田　　　　　　　　

正地　　　　　　　　

上三田駅　　　　　　

志和口駅　　　　　　

井原市駅　　　　　　

上長田　　　　　　　

東林寺　　　　　　　

長田　　　　　　　　

▲ 赤柴山　　　　　　　

大又　　　　　　　　

上入江　　　　　　　 負根　　　　　　　　

下入江　　　　　　　

勝田　　　　　　　　

戸島　　　　　　　　向桂　　　　　　　　 長谷木　　　　　　　小山　　　　　　　　長屋　　　　　　　　

谷桂　　　　　　　　

滝川　　　　　　　　

安芸高田市　　　　　

川本　　　　　　　　

土師　　　　　　　　

江の川　　　　　　　

山手沖　　　　　　　
竹原　　　　　　　　 上小原　　　　　　　

国司　　　　　　　　中馬　　　　　　　　

下迫　　　　　　　　
常友　　　　　　　　

常楽寺　　　　　　　

下小原　　　　　　　安芸高田　　　　　　

下土師　　　　　　　

井山　　　　　　　　

越門　　　　　　　　

奥梶名　　　　　　　

横川　　　　　　　　

下小山　　　　　　　

下中馬　　　　　　　

下長田　　　　　　　

下福原　　　　　　　

下保垣　　　　　　　

岩屋寺側　　　　　　

久保　　　　　　　　

宮之城　　　　　　　

金広　　　　　　　　

桂峠　　　　　　　　

戸石　　　　　　　　

向田淵　　　　　　　

甲元　　　　　　　　

高大地　　　　　　　

坂巻　　　　　　　　

山手日南　　　　　　

小草　　　　　　　　

沼　　　　　　　　　

上山田　　　　　　　

上小山　　　　　　　

上中馬　　　　　　　

上福原　　　　　　　

城平　　　　　　　　

常友日南　　　　　　

浄安寺　　　　　　　

新屋郷　　　　　　　

真栄根　　　　　　　

人次　　　　　　　　

正学　　　　　　　　

川之内　　　　　　　

池の内　　　　　　　

中山田　　　　　　　

道敬　　　　　　　　

徳久　　　　　　　　

徳田　　　　　　　　

内長見　　　　　　　

日詰　　　　　　　　 迫　　　　　　　　　

八東戸　　　　　　　

尾原　　　　　　　　

表桂　　　　　　　　

平沖　　　　　　　　

明神谷　　　　　　　 門出　　　　　　　　

里栗　　　　　　　　

吉田町　　　　　　　

甲田町　　　　　　　

柿原　　　　　　　　

青迫　　　　　　　　安芸高田市役所　　　

向原駅　　　　　　　

吉田口駅　　　　　　

安佐北警察署

安芸高田警察署

183

37

253

5

68

54

5

69

54

2

261

319

25

46
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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）
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印内　　　　　　　　

蚊無　　　　　　　　▲ 蚊無奥山　　　　　　

市之畑　　　　　　　

伏尾　　　　　　　　

岩伏　　　　　　　　 正司畑　　　　　　　

有屋谷　　　　　　　

竹原市　　　　　　　

福成寺　　　　　　　

仁賀　　　　　　　　

下三永　　　　　　　

上仁賀　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　西野　　　　　　　　

上三永　　　　　　　

吉光　　　　　　　　 田万里　　　　　　　
上田万里　　　　　　

鋳師原　　　　　　　

大矢　　　　　　　　

助実　　　　　　　　 木梨　　　　　　　　

下三永福本ＩＣ　　　

上三永ＩＣ　　　　　

勝谷　　　　　　　　

引地　　　　　　　　

桶田　　　　　　　　

下仁賀　　　　　　　

下西谷　　　　　　　

下田万里　　　　　　

河田　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

宮根　　　　　　　　

溝下　　　　　　　　

溝上　　　　　　　　
高尾　　　　　　　　

鹿庭　　　　　　　　

松賀　　　　　　　　

上戸　　　　　　　　

上城　　　　　　　　

上西谷　　　　　　　

信曽　　　　　　　　

新開　　　　　　　　

仁賀峠　　　　　　　
諏訪　　　　　　　　

早稲木　　　　　　　

大宮　　　　　　　　
大橋　　　　　　　　

大矢中　　　　　　　

池田　　　　　　　　

中仁賀　　　　　　　

中西谷　　　　　　　

中田万里　　　　　　

湯坂　　　　　　　　

堀坂　　　　　　　　

本頭　　　　　　　　

末釜　　　　　　　　

三永（一）　　　　　

三永（三）　　　　　

三永（二）　　　　　

三津　　　　　　　　

仁賀町　　　　　　　

西野町　　　　　　　

田万里町　　　　　　

西条町　　　　　　　
円城寺団地　　　　　上助実　　　　　　　 大矢東　　　　　　　

東広島駅　　　　　　

猿田　　　　　　　　
土与丸　　　　　　　

打森　　　　　　　　

小谷　　　　　　　　
溝口　　　　　　　　

重兼　　　　　　　　

吉行　　　　　　　　 宮領　　　　　　　　

西条ＩＣ　　　　　　

日名条　　　　　　　

中島　　　　　　　　稲木　　　　　　　　

失平　　　　　　　　
白市　　　　　　　　

杵原　　　　　　　　

山手　　　　　　　　
高屋東　　　　　　　高屋堀　　　　　　　

久保谷　　　　　　　
丸内　　　　　　　　

貞重　　　　　　　　

国広　　　　　　　　

造賀　　　　　　　　

後畑　　　　　　　　小竹　　　　　　　　

河戸　　　　　　　　
亀岡　　　　　　　　 前畑　　　　　　　　

津辻　　　　　　　　
堂条　　　　　　　　

出合の宮　　　　　　

河内ＩＣ　　　　　　

高屋ＪＣＴ　　　　　

下助実　　　　　　　

西条上市町　　　　　

西条大坪町　　　　　

マツダタウン　　　　

扱和　　　　　　　　

伊柳谷　　　　　　　

隠地　　　　　　　　

下郷　　　　　　　　

下市　　　　　　　　

下堀　　　　　　　　

河尻　　　　　　　　

河内臨空団地　　　　
刈安　　　　　　　　

宮原　　　　　　　　

宮西　　　　　　　　

近信　　　　　　　　

栗本　　　　　　　　

月ノ瀬　　　　　　　

鍵谷　　　　　　　　

元清　　　　　　　　

五十石　　　　　　　

広田　　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

才ヶ迫　　　　　　　

産湯川　　　　　　　

志村　　　　　　　　

寺沖　　　　　　　　

寺野前　　　　　　　

次郎丸　　　　　　　

小寺　　　　　　　　

小林　　　　　　　　

松永　　　　　　　　

松行　　　　　　　　

上三谷　　　　　　　

上徳広　　　　　　　

城　　　　　　　　　

正原　　　　　　　　

清水川　　　　　　　

西組　　　　　　　　

西本　　　　　　　　

石挾　　　　　　　　

切畠　　　　　　　　

惣田地　　　　　　　

大通寺　　　　　　　

大福寺　　　　　　　

大矢後　　　　　　　

茶木原　　　　　　　

中屋谷　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

中山台　　　　　　　

中条　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

中野町　　　　　　　

貞兼　　　　　　　　

貞政　　　　　　　　

田尾側　　　　　　　

東田　　　　　　　　

東部　　　　　　　　

峠条西　　　　　　　峠条東　　　　　　　

徳光　　　　　　　　

徳広　　　　　　　　

徳前　　　　　　　　

二百石　　　　　　　

入寺　　　　　　　　

迫谷　　　　　　　　

迫田谷　　　　　　　

武則　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

毎井谷　　　　　　　

門　　　　　　　　　

友安谷　　　　　　　

友広　　　　　　　　

有田陰地　　　　　　

力善　　　　　　　　

恋文字　　　　　　　

槇ヶ坪　　　　　　　

河内町　　　　　　　

高屋うめの辺　　　　

高屋高美が丘（一）　

高屋高美が丘（九）　

高屋高美が丘（三）　

高屋高美が丘（四）　

高屋高美が丘（八）　

高屋高美が丘（六）　

高屋台（一）　　　　

高屋台（二）　　　　
高屋町　　　　　　　

西条吉行東（一）　　

西条吉行東（二）　　

西条土与丸（一）　　

西条土与丸（五）　　

西条土与丸（三）　　
西条土与丸（四）　　西条土与丸（二）　　

西条土与丸（六）　　

西条末広町　　　　　

九の組　　　　　　　
桑井　　　　　　　　

十一の組　　　　　　

津辻先　　　　　　　

津辻前　　　　　　　
八の組　　　　　　　

龍王　　　　　　　　

西高屋駅　　　　　　

白市駅　　　　　　　

入野駅　　　　　　　

忠海　　　　　　　　

大乗　　　　　　　　
竹原　　　　　　　　

成井　　　　　　　　

▲ 平家山　　　　　　　下野　　　　　　　　
▲ 朝日山　　　　　　　

宿根　　　　　　　　

小梨　　　　　　　　

在屋　　　　　　　　 受矢　　　　　　　　

甲原　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

柏野　　　　　　　　

蟇沼　　　　　　　　

惣定　　　　　　　　
青田　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　
金九郎　　　　　　　

沼田西町　　　　　　

日名内　　　　　　　

葛子　　　　　　　　

上北方　　　　　　　

阿此比　　　　　　　

榎町　　　　　　　　

横大道　　　　　　　

沖条　　　　　　　　

下大畠　　　　　　　

加古　　　　　　　　

河崎　　　　　　　　

垣井　　　　　　　　

楽音寺　　　　　　　

関屋　　　　　　　　

錦泉　　　　　　　　

広井　　　　　　　　

今井谷　　　　　　　

秋重　　　　　　　　
十八原　　　　　　　

小舟木　　　　　　　

小吹　　　　　　　　

小迫　　　　　　　　

松橋　　　　　　　　

松原西　　　　　　　
松原東　　　　　　　

上三田　　　　　　　
上大畠　　　　　　　 常円寺　　　　　　　

水之口　　　　　　　

正部　　　　　　　　

西下岡　　　　　　　

西上条　　　　　　　

西町　　　　　　　　

大福地　　　　　　　

池ノ内　　　　　　　

中岡　　　　　　　　

塔之岡　　　　　　　

東下岡　　　　　　　

東上条　　　　　　　

東本通　　　　　　　

日名内下　　　　　　

日名内上　　　　　　

尾原下　　　　　　　

尾原上　　　　　　　

尾原中　　　　　　　

片山谷　　　　　　　

宝器　　　　　　　　末京　　　　　　　　

末宗　　　　　　　　

椋原　　　　　　　　

蟇沼下　　　　　　　
蟇沼上　　　　　　　

塩町（一）　　　　　塩町（二）　　　　　

下北方（一）　　　　

下北方（二）　　　　

小泉町　　　　　　　

小梨町　　　　　　　

沼田西町小原　　　　

沼田西町松江　　　　

新庄町　　　　　　　

中央（四）　　　　　

中央（二）　　　　　

忠海中町（三）　　　

忠海中町（四）　　　

忠海中町（二）　　　忠海長浜（一）　　　
忠海長浜（三）　　　 忠海東町（一）　　　

忠海東町（三）　　　

田ノ浦（一）　　　　

田ノ浦（三）　　　　

田ノ浦（二）　　　　

東野町　　　　　　　

南方（一）　　　　　

南方（三）　　　　　

南方（二）　　　　　

福田町　　　　　　　

本郷町下北方　　　　

本町（三）　　　　　

乙井谷　　　　　　　 江良　　　　　　　　日山地　　　　　　　
入野地　　　　　　　

竹原市役所　　　　　

竹原駅　　　　　　　
大乗駅　　　　　　　

本郷駅　　　　　　　

忠海駅　　　　　　　
安芸長浜駅　　　　　

枌谷　　　　　　　　

真良　　　　　　　　

清井　　　　　　　　

茅田　　　　　　　　

善入寺　　　　　　　

三原市　　　　　　　

元兼　　　　　　　　 船木　　　　　　　　

用倉　　　　　　　　大内原　　　　　　　

沼田川　　　　　　　

姥ヶ原　　　　　　　
定ヶ原　　　　　　　河内　　　　　　　　

平坂　　　　　　　　

広石　　　　　　　　

河頭　　　　　　　　

大草　　　　　　　　

本郷ＩＣ　　　　　　

大道　　　　　　　　

一夜原　　　　　　　

芋堀　　　　　　　　

奥条　　　　　　　　

下大内原　　　　　　

花園　　　　　　　　

亀津　　　　　　　　

金売　　　　　　　　

駒原　　　　　　　　

串ヶ平　　　　　　　

佐用　　　　　　　　

鷺谷　　　　　　　　

上大内原　　　　　　

上福田　　　　　　　

菅　　　　　　　　　正広　　　　　　　　

正尺　　　　　　　　

清兼　　　　　　　　

川西下　　　　　　　

川西上　　　　　　　

大和原　　　　　　　

中之谷　　　　　　　

鉄南　　　　　　　　

土梶　　　　　　　　

堂谷　　　　　　　　

平坂西　　　　　　　

平坂東　　　　　　　

片側　　　　　　　　

免開　　　　　　　　

門田　　　　　　　　

野々原　　　　　　　

養老　　　　　　　　

杣木　　　　　　　　

下河内　　　　　　　

本郷町船木　　　　　

四の組　　　　　　　
下福田　　　　　　　二の組　　　　　　　

河内駅　　　　　　　

竹原警察署
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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▲



久津　　　　　　　　

二窓　　　　　　　　

佐木島　　　　　　　

宇和島　　　　　　　
辛崎　　　　　　　　 久和喜　　　　　　　

鷺浦　　　　　　　　

渡瀬　　　　　　　　

相川　　　　　　　　
須波　　　　　　　　

須波西　　　　　　　

小佐木島　　　　　　

登町　　　　　　　　

玉城　　　　　　　　
末光　　　　　　　　

生田　　　　　　　　 田野浦　　　　　　　

貝野　　　　　　　　

宗郷　　　　　　　　

両名　　　　　　　　 尾道糸崎港　　　　　

沼田東　　　　　　　

糸崎　　　　　　　　七宝　　　　　　　　

本市　　　　　　　　
沼田川　　　　　　　

新倉　　　　　　　　頼兼　　　　　　　　

三原　　　　　　　　
三和　　　　　　　　

広友　　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

西野　　　　　　　　
木々津　　　　　　　

中之町　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

余井　　　　　　　　

ダイヤハイツ　　　　

一丁畑　　　　　　　

近広　　　　　　　　

後路　　　　　　　　

向条　　　　　　　　

行乗　　　　　　　　

小佐木　　　　　　　

松原　　　　　　　　

迫　　　　　　　　　平原　　　　　　　　

平佐　　　　　　　　平木谷　　　　　　　

末広　　　　　　　　

木々津沖　　　　　　

旭町（一）　　　　　旭町（二）　　　　　

円一町（一）　　　　

円一町（五）　　　　

円一町（二）　　　　

沖浦町　　　　　　　

皆実（一）　　　　　

皆実（五）　　　　　
皆実（三）　　　　　

皆実（四）　　　　　皆実（二）　　　　　

皆実（六）　　　　　

貝野町　　　　　　　

学園町　　　　　　　

舘町（二）　　　　　
宮浦（一）　　　　　

宮浦（五）　　　　　

宮浦（三）　　　　　宮浦（四）　　　　　

宮浦（二）　　　　　

宮浦（六）　　　　　

宮沖（一）　　　　　

宮沖（五）　　　　　

宮沖（三）　　　　　

宮沖（四）　　　　　

駒ヶ原町　　　　　　

古浜（一）　　　　　
古浜（三）　　　　　古浜（二）　　　　　

幸崎久和喜　　　　　
幸崎渡瀬　　　　　　

幸崎能地（一）　　　

幸崎能地（三）　　　

幸崎能地（七）　　　

幸崎能地（二）　　　

港町（一）　　　　　
港町（三）　　　　　 糸崎（一）　　　　　

糸崎（五）　　　　　

糸崎（三）　　　　　

糸崎（四）　　　　　

糸崎（七）　　　　　

糸崎（二）　　　　　

糸崎（六）　　　　　

糸崎南（一）　　　　

糸崎南（二）　　　　

宗郷（一）　　　　　

宗郷（五）　　　　　

宗郷（三）　　　　　

宗郷（四）　　　　　宗郷（二）　　　　　

小泉町　　　　　　　

沼田（一）　　　　　

沼田（二）　　　　　

沼田東町釜山　　　　

沼田東町納所　　　　

沼田東町末広　　　　

城町（一）　　　　　

城町（三）　　　　　

城町（二）　　　　　

新倉（一）　　　　　

新倉（三）　　　　　

新倉（二）　　　　　

須波（一）　　　　　須波（二）　　　　　

須波ハイツ（一）　　須波ハイツ（三）　　

須波ハイツ（四）　　須波ハイツ（二）　　

須波西（一）　　　　須波西（二）　　　　

西宮（一）　　　　　

西宮（二）　　　　　

西町（一）　　　　　
西町（二）　　　　　

西野（一）　　　　　

西野（五）　　　　　
西野（三）　　　　　

西野（四）　　　　　

西野（二）　　　　　

青葉台　　　　　　　

中之町（一）　　　　

中之町（三）　　　　

中之町（四）　　　　

中之町（二）　　　　

忠海東町（四）　　　

長谷（一）　　　　　

長谷（五）　　　　　

長谷（三）　　　　　

長谷（四）　　　　　

長谷（二）　　　　　

田野浦（一）　　　　

田野浦（三）　　　　

田野浦（二）　　　　

東町（一）　　　　　東町（三）　　　　　

東町（二）　　　　　本町（三）　　　　　

本町（二）　　　　　

明神（一）　　　　　

明神（五）　　　　　

明神（三）　　　　　

明神（四）　　　　　

明神（二）　　　　　

頼兼（一）　　　　　

頼兼（二）　　　　　

和田（三）　　　　　和田（二）　　　　　和田沖町　　　　　　

小坂町　　　　　　　

中之町（五）　　　　
中之町（七）　　　　

中之町（六）　　　　

三原市役所　　　　　

安芸幸崎駅　　　　　

須波駅　　　　　　　

糸崎駅　　　　　　　

三原駅　　　　　　　

干川　　　　　　　　

重　　　　　　　　　

真良　　　　　　　　

許山　　　　　　　　

馬井谷　　　　　　　 ▲ 大峰山　　　　　　　

龍王山　　　　　　　

垣内　　　　　　　　用水　　　　　　　　
土取　　　　　　　　

美生　　　　　　　　

熊原　　　　　　　　

山中野　　　　　　　

篝　　　　　　　　　

坂井原　　　　　　　

室町　　　　　　　　
田上　　　　　　　　

有光　　　　　　　　 丸門田　　　　　　　
丸河南　　　　　　　

植野　　　　　　　　

三原市　　　　　　　

三原久井ＩＣ　　　　

トチ谷　　　　　　　

安藤　　　　　　　　

井両　　　　　　　　

引迫　　　　　　　　

陰地　　　　　　　　

沖谷下組　　　　　　

皆井田　　　　　　　

亀ヶ久保　　　　　　

魚ヶ平　　　　　　　

原上り　　　　　　　

三反田　　　　　　　

清水頭　　　　　　　

西側下組　　　　　　

西側上組　　　　　　

石走　　　　　　　　

倉戸　　　　　　　　

大長寺　　　　　　　

長所　　　　　　　　

東下　　　　　　　　

東上　　　　　　　　

堂ノ前　　　　　　　

道之上　　　　　　　

末近谷　　　　　　　

六日市　　　　　　　

沼田（三）　　　　　

中之町（九）　　　　

八幡町屋中　　　　　

八幡町野串　　　　　

沖谷上組　　　　　　

原谷　　　　　　　　
薩摩　　　　　　　　

市谷　　　　　　　　坊蔵　　　　　　　　
本郷平　　　　　　　

梶ノ鼻　　　　　　　

重井　　　　　　　　

小細島　　　　　　　
観音崎　　　　　　　

布刈瀬戸　　　　　　

細島　　　　　　　　 立花　　　　　　　　

▲ 高見山　　　　　　　

津部田　　　　　　　

干汐　　　　　　　　 加島　　　　　　　　

向島ＩＣ　　　　　　
岩子島　　　　　　　

向島　　　　　　　　

道越　　　　　　　　

宇立　　　　　　　　

▲ 鉢ヶ峰　　　　　　　
向島　　　　　　　　

向東　　　　　　　　

兼吉　　　　　　　　
寺内　　　　　　　　

福地　　　　　　　　
彦ノ上　　　　　　　 歌　　　　　　　　　

肥浜　　　　　　　　
則頭　　　　　　　　

尾道　　　　　　　　吉和　　　　　　　　

山波　　　　　　　　

尾道大橋出入口　　　

向東出入口　　　　　

尾道市　　　　　　　

中之町（八）　　　　

伊浜　　　　　　　　

沖条　　　　　　　　

郷条　　　　　　　　

桑田　　　　　　　　

古江奥　　　　　　　

古江浜　　　　　　　

江ノ浦　　　　　　　

江奥　　　　　　　　

江郷　　　　　　　　

高頭　　　　　　　　

昆沙郷　　　　　　　

才越　　　　　　　　

細　　　　　　　　　

細口　　　　　　　　

小歌島　　　　　　　
新浜（一）　　　　　新浜（二）　　　　　

森金　　　　　　　　

須越　　　　　　　　

西富浜　　　　　　　

川口　　　　　　　　

倉谷　　　　　　　　

倉之内　　　　　　　

沢崎　　　　　　　　

谷水　　　　　　　　

中浜　　　　　　　　

中富浜　　　　　　　

天女浜　　　　　　　土堂（一）　　　　　

東御所町　　　　　　

東町　　　　　　　　

東富浜　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

尾崎本町　　　　　　

彦ノ上一区　　　　　

彦ノ上三区　　　　　

彦ノ上二区　　　　　

北浜　　　　　　　　

鳴滝　　　　　　　　

矢立　　　　　　　　

因島大浜町　　　　　

沖側町　　　　　　　

吉浦町　　　　　　　

吉和西元町　　　　　

吉和町　　　　　　　

久保（三）　　　　　久保（二）　　　　　

栗原西（一）　　　　

栗原西（二）　　　　
栗原東（一）　　　　

栗原東（二）　　　　

古浜町　　　　　　　

向島町岩子島　　　　

向東町　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

三軒家町　　　　　　

糸崎（八）　　　　　

手崎町　　　　　　　

神田町　　　　　　　

正徳町　　　　　　　

西久保町　　　　　　

西御所町　　　　　　

西土堂町　　　　　　

川尻　　　　　　　　

潮見町　　　　　　　

長江（一）　　　　　

長江（二）　　　　　

土堂（二）　　　　　

東久保町　　　　　　

東元町　　　　　　　

東土堂町　　　　　　

日比崎町　　　　　　

福地町　　　　　　　

平原（一）　　　　　

平原（三）　　　　　

平原（二）　　　　　

木原（一）　　　　　

木原（五）　　　　　
木原（三）　　　　　

木原（四）　　　　　

木原（二）　　　　　

木原（六）　　　　　

新高山（一）　　　　
新高山（二）　　　　

東則末町　　　　　　

平原（四）　　　　　
防地町　　　　　　　門田町　　　　　　　

尾道市役所　　　　　

尾道駅　　　　　　　

東尾道　　　　　　　

向峠　　　　　　　　久山田　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

深町　　　　　　　　

高須　　　　　　　　

阿草　　　　　　　　

高西　　　　　　　　阿吹　　　　　　　　

三成　　　　　　　　

美ノ郷　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

猪子迫　　　　　　　

西藤　　　　　　　　

木門田　　　　　　　

市原　　　　　　　　
末政　　　　　　　　

木梨　　　　　　　　

行実　　　　　　　　

木ノ庄　　　　　　　

梶山田　　　　　　　

原田　　　　　　　　

諸原　　　　　　　　

国守　　　　　　　　

福山西ＩＣ　　　　　

西瀬戸尾道ＩＣ　　　

白江　　　　　　　　

尾道ＩＣ　　　　　　
尾道ＪＣＴ　　　　　

阿草下　　　　　　　

阿草上　　　　　　　

安延　　　　　　　　

伊予兼　　　　　　　

一里塚　　　　　　　

宇戸　　　　　　　　

宇根成　　　　　　　

延江　　　　　　　　

延倉　　　　　　　　

横浜　　　　　　　　

下組　　　　　　　　

家政　　　　　　　　

家貞　　　　　　　　
花安　　　　　　　　

花田　　　　　　　　

割石　　　　　　　　

吉井谷　　　　　　　

金光　　　　　　　　

畦ノ迫　　　　　　　

元広　　　　　　　　

戸田　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

広保　　　　　　　　

高西町南　　　　　　

高塚　　　　　　　　

国定　　　　　　　　

今宮　　　　　　　　

今免　　　　　　　　

才原　　　　　　　　

三成ヶ丘団地　　　　

三美園団地　　　　　

市　　　　　　　　　

実角　　　　　　　　

宗正　　　　　　　　

松岡　　　　　　　　

城徳　　　　　　　　

新沖田　　　　　　　

森実　　　　　　　　

森脇　　　　　　　　

瀬儀　　　　　　　　瀬戸下　　　　　　　

瀬戸上　　　　　　　

清宗　　　　　　　　

西新涯　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

石畦　　　　　　　　

石原谷　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

大山田　　　　　　　
大新　　　　　　　　

大町　　　　　　　　

竹屋　　　　　　　　

中迫　　　　　　　　

東新涯　　　　　　　

虹が丘　　　　　　　

納屋　　　　　　　　

馬場向　　　　　　　

尾越　　　　　　　　

兵庫　　　　　　　　

片側　　　　　　　　

防地　　　　　　　　

末森　　　　　　　　

矢原　　　　　　　　

立神　　　　　　　　

竜泉寺谷　　　　　　

久山田町　　　　　　

久保町　　　　　　　栗原町　　　　　　　

高須町　　　　　　　

高西町（一）　　　　

高西町（三）　　　　

高西町（二）　　　　
高西町川尻　　　　　

今津町（七）　　　　

今津町（六）　　　　

山波町　　　　　　　

十四日町　　　　　　

新高山（三）　　　　

西則末町　　　　　　

西藤町　　　　　　　

池の浦新田　　　　　

長江（三）　　　　　

長者原（一）　　　　

長者原（二）　　　　

東新涯（一）　　　　

東新涯（三）　　　　

東新涯（四）　　　　

東新涯（二）　　　　

東村町　　　　　　　

南今津町　　　　　　

本郷町　　　　　　　

木ノ庄町木梨山方　　

四通路　　　　　　　

多田野　　　　　　　

矢形　　　　　　　　矢内　　　　　　　　

新尾道駅　　　　　　

東尾道駅　　　　　　

三原警察署

尾道警察署
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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▲



横島　　　　　　　　

▲ 高山　　　　　　　　

坊地ノ瀬戸　　　　　坊地　　　　　　　　

田島　　　　　　　　

内浦　　　　　　　　

釜谷　　　　　　　　

阿伏兎ノ瀬戸　　　　
狐崎　　　　　　　　

百島　　　　　　　　

福田　　　　　　　　 敷名　　　　　　　　

能登原　　　　　　　

草深　　　　　　　　

常石　　　　　　　　

海老　　　　　　　　

満越　　　　　　　　

灘　　　　　　　　　浦崎　　　　　　　　

下山南　　　　　　　

花咲堂　　　　　　　横倉　　　　　　　　

中山南　　　　　　　

藤江　　　　　　　　

八反　　　　　　　　

浦崎町　　　　　　　

阿引　　　　　　　　

永田　　　　　　　　

奥江　　　　　　　　

奥上　　　　　　　　

奥組　　　　　　　　

横引　　　　　　　　

下横倉　　　　　　　

下森迫　　　　　　　

家廻　　　　　　　　

海老呑　　　　　　　

開谷　　　　　　　　

樫隈　　　　　　　　

岩谷　　　　　　　　

久師　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

郷頭　　　　　　　　

向　　　　　　　　　

幸崎　　　　　　　　

高尾　　　　　　　　

根引　　　　　　　　

桜　　　　　　　　　

志垣　　　　　　　　

室浜　　　　　　　　

小箱　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

小尾越　　　　　　　

小用地　　　　　　　

上横倉　　　　　　　

上森迫　　　　　　　

新田　　　　　　　　

菅野　　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

大越　　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

鍛治屋　　　　　　　

檀原　　　　　　　　

中横倉　　　　　　　

中組　　　　　　　　

通畑　　　　　　　　

土生　　　　　　　　

堂尾　　　　　　　　

入双　　　　　　　　

泊　　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

番川原　　　　　　　

樋の上　　　　　　　

浜沖　　　　　　　　

浜組　　　　　　　　

平迫　　　　　　　　

片山　　　　　　　　

明神　　　　　　　　

矢川　　　　　　　　

矢操　　　　　　　　

立河内　　　　　　　

立畑　　　　　　　　

林崎　　　　　　　　

鞆路　　　　　　　　

槇尾　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

熊野町　　　　　　　

沼隈町　　　　　　　

町　　　　　　　　　

内海町　　　　　　　

百島町　　　　　　　

坂東　　　　　　　　
上山田　　　　　　　植松　　　　　　　　 八日谷　　　　　　　 両谷　　　　　　　　

瀬丸　　　　　　　　前之浜　　　　　　　
上之原上　　　　　　

野島　　　　　　　　 上山南　　　　　　　

四ッ辻　　　　　　　金江　　　　　　　　
▲ 熊ヶ峰　　　　　　　

菅田　　　　　　　　

熊野　　　　　　　　
奈良木　　　　　　　

柳津　　　　　　　　
▲ 彦山　　　　　　　　

▲ 馬背山　　　　　　　
松永　　　　　　　　

木原　　　　　　　　高下　　　　　　　　

七区　　　　　　　　

今津　　　　　　　　
六区　　　　　　　　

別所　　　　　　　　
十区　　　　　　　　

福山市　　　　　　　 洗谷　　　　　　　　二区　　　　　　　　

神村　　　　　　　　

宮迫　　　　　　　　瀬戸　　　　　　　　

御領　　　　　　　　

佐波　　　　　　　　十四区　　　　　　　

福山　　　　　　　　

津之郷　　　　　　　
十三区　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

杢原　　　　　　　　

長者原　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

芦田川　　　　　　　

松永湾　　　　　　　

みろくの里　　　　　

長波　　　　　　　　

松永町（二）　　　　

南松永町（一）　　　

安井　　　　　　　　

一区　　　　　　　　

一番組　　　　　　　

稲木　　　　　　　　

延広町　　　　　　　

加屋平　　　　　　　

霞町（一）　　　　　

霞町（三）　　　　　

鴨尾　　　　　　　　

吉津町　　　　　　　

近居　　　　　　　　

九区　　　　　　　　

元町　　　　　　　　

胡町　　　　　　　　

虎　　　　　　　　　五区　　　　　　　　

後西　　　　　　　　

後東　　　　　　　　

光南町（一）　　　　

江木　　　　　　　　

江良　　　　　　　　

甲谷　　　　　　　　

紅葉町　　　　　　　

合戸　　　　　　　　 今町　　　　　　　　

今津町（五）　　　　
今津町（二）　　　　 佐鳥　　　　　　　　

才戸　　　　　　　　

坂部　　　　　　　　

三区　　　　　　　　

山庄　　　　　　　　

四区　　　　　　　　

市場組　　　　　　　

志田原　　　　　　　

十一区　　　　　　　

十二区　　　　　　　

小森　　　　　　　　

小水呑　　　　　　　

小林　　　　　　　　

松永町（一）　　　　

上組　　　　　　　　

上之原下　　　　　　

水越　　　　　　　　

川谷　　　　　　　　

前組　　　　　　　　

前之濱　　　　　　　

早戸上組　　　　　　

大黒町　　　　　　　

大富西　　　　　　　

大富東　　　　　　　

鷹ノ巣　　　　　　　

谷尻　　　　　　　　

地方　　　　　　　　

池之内　　　　　　　

竹之下　　　　　　　

猪之子　　　　　　　

津ノ尾　　　　　　　

堤　　　　　　　　　
土橋　　　　　　　　

筒井　　　　　　　　

道三町　　　　　　　

梅之木　　　　　　　

八区　　　　　　　　

半坂　　　　　　　　

伏見町　　　　　　　

平田　　　　　　　　

宝町　　　　　　　　

本谷下　　　　　　　

本谷上　　　　　　　

鳴　　　　　　　　　

門西　　　　　　　　門東　　　　　　　　

矢捨　　　　　　　　

柳津町（一）　　　　
柳津町（五）　　　　

柳津町（三）　　　　

柳津町（四）　　　　

柳津町（二）　　　　

夕倉　　　　　　　　

立屋坂　　　　　　　

鈴谷　　　　　　　　

六本堂　　　　　　　

枠田　　　　　　　　

沖野上町（五）　　　

沖野上町（三）　　　

沖野上町（四）　　　
沖野上町（六）　　　

加屋　　　　　　　　

丸之内（一）　　　　

丸之内（二）　　　　

宮前町（二）　　　　

金見　　　　　　　　金江町　　　　　　　

古野上町　　　　　　

御船町（一）　　　　

御門町（二）　　　　

光南町（三）　　　　

今津町（三）　　　　

今津町（四）　　　　

佐波町　　　　　　　

桜馬場町　　　　　　

三吉町（二）　　　　

三之丸町　　　　　　

山手町（一）　　　　
山手町（五）　　　　

山手町（三）　　　　

山手町（四）　　　　

山手町（七）　　　　

山手町（二）　　　　

山手町（六）　　　　

若松町　　　　　　　

住吉町　　　　　　　昭和町　　　　　　　

松永町（五）　　　　

松永町（三）　　　　

松永町（四）　　　　

松永町（七）　　　　

松永町（六）　　　　

城見町（一）　　　　

神村町　　　　　　　

神島町　　　　　　　

水呑町　　　　　　　

瀬戸町　　　　　　　

西桜町（一）　　　　

西町（三）　　　　　

赤坂町　　　　　　　
千代田町（一）　　　

船町　　　　　　　　

早戸　　　　　　　　

草戸町　　　　　　　

草戸町（一）　　　　

草戸町（五）　　　　

草戸町（三）　　　　

草戸町（四）　　　　

草戸町（二）　　　　

地吹町　　　　　　　

地頭分　　　　　　　

長者町　　　　　　　

長和　　　　　　　　

津之郷町　　　　　　

東桜町　　　　　　　

東明王台　　　　　　

藤江町　　　　　　　

南松永町（三）　　　

南松永町（四）　　　

南松永町（二）　　　

南本庄（一）　　　　

南本庄（五）　　　　

南本庄（三）　　　　
南本庄（四）　　　　

南本庄（二）　　　　

北吉津町（一）　　　

北吉津町（五）　　　
北吉津町（三）　　　北吉津町（四）　　　

北本庄（一）　　　　

北本庄（二）　　　　

本庄町中（一）　　　

本庄町中（三）　　　本庄町中（四）　　　

本庄町中（二）　　　

明王台（一）　　　　明王台（五）　　　　

明王台（三）　　　　
明王台（四）　　　　

明王台（二）　　　　

明治町　　　　　　　

木之庄町（一）　　　

木之庄町（五）　　　

野上町（一）　　　　

野上町（三）　　　　

柳津町　　　　　　　

緑町　　　　　　　　

藁江　　　　　　　　

久松台（一）　　　　
久松台（三）　　　　

山手町　　　　　　　 奈良津町（一）　　　北美台　　　　　　　
北本庄（五）　　　　

木之圧町（三）　　　木之庄町（二）　　　
木之庄町（六）　　　

福山ＳＡスマートＩＣ

福山市役所　　　　　

福山駅　　　　　　　

松永駅　　　　　　　

備後赤坂駅　　　　　

備後本庄駅　　　　　

走島　　　　　　　　

鳥ノ口岬　　　　　　

鞆ノ浦　　　　　　　

仙酔島　　　　　　　

後地　　　　　　　　鞆　　　　　　　　　

白茅　　　　　　　　

グリーンライン　　　

西中　　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

平町　　　　　　　　

ギボシ　　　　　　　

浦友　　　　　　　　

関町　　　　　　　　

祇園町　　　　　　　

原町　　　　　　　　

江之浦町　　　　　　

小松浦　　　　　　　

石井町　　　　　　　

中村　　　　　　　　

道越町　　　　　　　

彦浦　　　　　　　　
焚場町　　　　　　　

走島町　　　　　　　

中東　　　　　　　　

里　　　　　　　　　

明地島　　　　　　　

竹ヶ端　　　　　　　
福山港　　　　　　　

水呑向丘　　　　　　

御崎　　　　　　　　

水呑　　　　　　　　

見崎　　　　　　　　

寺間　　　　　　　　

新涯　　　　　　　　

多治米　　　　　　　
曙町　　　　　　　　

笠岡市　　　　　　　

阿浜　　　　　　　　

手城　　　　　　　　 引野　　　　　　　　

茂平　　　　　　　　

野々浜　　　　　　　

大宜　　　　　　　　

高浦　　　　　　　　

多治米町（六）　　　

平木　　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

花園町（二）　　　　

三吉町（五）　　　　

松浜町（一）　　　　

千代田町（二）　　　

多治米町（五）　　　

東吉津町　　　　　　

入船町（一）　　　　

阿濱　　　　　　　　

沖新涯　　　　　　　

釜屋　　　　　　　　

旗涯地　　　　　　　

栗ノ木　　　　　　　

高　　　　　　　　　

国繁　　　　　　　　

皿山　　　　　　　　

山之上　　　　　　　

西　　　　　　　　　

西ノ谷　　　　　　　

西組　　　　　　　　
青木　　　　　　　　

浅王　　　　　　　　

前川　　　　　　　　

太浜　　　　　　　　

大谷西　　　　　　　

宅部　　　　　　　　

鍛冶屋　　　　　　　

竹ノ内　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

銅山　　　　　　　　

奈目良　　　　　　　

南浦　　　　　　　　

南丘　　　　　　　　

二子　　　　　　　　

日之出丘　　　　　　

矢ノ平　　　　　　　

カブト中央町　　　　

カブト東町　　　　　

一文字町　　　　　　

引野町　　　　　　　

引野町（一）　　　　

引野町（五）　　　　

引野町（三）　　　　

引野町（四）　　　　

引野町（二）　　　　
引野町東　　　　　　

引野町南（一）　　　

引野町南（三）　　　

引野町南（二）　　　

王子町（二）　　　　

沖野上町（一）　　　

卸町　　　　　　　　

港町（二）　　　　　

鋼管町　　　　　　　

三吉町（三）　　　　

三吉町（四）　　　　

三吉町南（一）　　　

三吉町南（二）　　　

手城町（一）　　　　
手城町（三）　　　　手城町（四）　　　　手城町（二）　　　　

曙町（一）　　　　　

曙町（五）　　　　　

曙町（三）　　　　　

曙町（四）　　　　　

曙町（二）　　　　　

曙町（六）　　　　　

松浜町（三）　　　　

松浜町（四）　　　　

城見台　　　　　　　

新涯町（一）　　　　

新涯町（五）　　　　

新涯町（三）　　　　

新涯町（四）　　　　

新涯町（二）　　　　

新涯町（六）　　　　

新浜町（二）　　　　

西新涯町（一）　　　
西新涯町（二）　　　

西深津町（五）　　　

西深津町（四）　　　西深津町（二）　　　

西茂平　　　　　　　

川口町（一）　　　　

川口町（五）　　　　
川口町（三）　　　　

多治米町（一）　　　

多治米町（三）　　　

大門町（一）　　　　

大門町（五）　　　　

大門町（三）　　　　

大門町（四）　　　　

大門町（七）　　　　大門町（二）　　　　大門町（八）　　　　

大門町（六）　　　　

大門町旭　　　　　　

大門町城興ヶ丘　　　

津之下　　　　　　　

田尻町　　　　　　　

東手城町（一）　　　

東手城町（三）　　　

東手城町（四）　　　

東手城町（二）　　　

東深津町（五）　　　

東深津町（三）　　　

東深津町（四）　　　

東深津町（七）　　　
東深津町（二）　　　

東深津町（六）　　　

東川口町（一）　　　

東川口町（五）　　　

東川口町（三）　　　

南手城町（一）　　　
南手城町（三）　　　

南手城町（四）　　　南手城町（二）　　　

南蔵王町（四）　　　

平成台　　　　　　　

平成町　　　　　　　

別中　　　　　　　　

箕沖町　　　　　　　

箕島町　　　　　　　

明神町（一）　　　　
明神町（二）　　　　

横道　　　　　　　　長陽　　　　　　　　伊勢丘（一）　　　　
引野町北（三）　　　

引野町北（二）　　　
西深津町（七）　　　

西深津町（六）　　　東深津町（一）　　　
南蔵王町（三）　　　

南蔵王町（二）　　　

南蔵王町（六）　　　

東福山駅　　　　　　

大門駅　　　　　　　

福山西警察署

福山東警察署
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386
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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▲



▲ 高増山　　　　　　　

三斗木　　　　　　　

郷分　　　　　　　　

横尾　　　　　　　　

上有地　　　　　　　
芦田　　　　　　　　 今岡　　　　　　　　向永谷　　　　　　　

中津原　　　　　　　

下山守　　　　　　　
上山守　　　　　　　 御幸　　　　　　　　

下有地　　　　　　　

才町　　　　　　　　
久田谷　　　　　　　

近田　　　　　　　　 岩成　　　　　　　　
倉光　　　　　　　　相方　　　　　　　　

万能倉　　　　　　　

徳田　　　　　　　　

戸手　　　　　　　　

中須　　　　　　　　

法成寺　　　　　　　

上加茂　　　　　　　新山　　　　　　　　

広谷　　　　　　　　

鵜飼　　　　　　　　
宮内　　　　　　　　 中野　　　　　　　　

下安井　　　　　　　

下加茂　　　　　　　
助元　　　　　　　　

服部永谷　　　　　　

鴫谷　　　　　　　　

あしな台団地　　　　

ウロウギ　　　　　　

安光　　　　　　　　

井之端　　　　　　　

稲荷木　　　　　　　

羽賀　　　　　　　　

横路　　　　　　　　

王子　　　　　　　　

沖組　　　　　　　　

下割石　　　　　　　

下郷　　　　　　　　

下三斗木　　　　　　

下枝広　　　　　　　

下足水　　　　　　　

下東之面　　　　　　
下福田地　　　　　　

下本郷　　　　　　　

河原　　　　　　　　

河西　　　　　　　　

花立　　　　　　　　

掛迫　　　　　　　　

梶久　　　　　　　　

刈山　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

宮ヶ峠　　　　　　　

境　　　　　　　　　

郷　　　　　　　　　

琴森　　　　　　　　

栗江　　　　　　　　

桑木　　　　　　　　

古南　　　　　　　　

後　　　　　　　　　 溝下　　　　　　　　

甲田　　　　　　　　

行延　　　　　　　　

黒尾　　　　　　　　

坂田北　　　　　　　

坂梨　　　　　　　　

三軒家　　　　　　　

山方　　　　　　　　

寺迫　　　　　　　　

七社　　　　　　　　

十九軒屋　　　　　　

十念　　　　　　　　

俊英　　　　　　　　

小山田　　　　　　　

小平　　　　　　　　

上河原　　　　　　　

上割石　　　　　　　

上郷　　　　　　　　

上三斗木　　　　　　

上枝広　　　　　　　

上東之面　　　　　　

上福田地　　　　　　上本郷　　　　　　　

新家　　　　　　　　

新造　　　　　　　　

新茶屋　　　　　　　

深安　　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

正戸　　　　　　　　

西下組　　　　　　　

西江良　　　　　　　

西才町　　　　　　　

西上組　　　　　　　

西中組　　　　　　　

石神　　　　　　　　

川内　　　　　　　　

相峠　　　　　　　　

草木　　　　　　　　

大上　　　　　　　　

大田志　　　　　　　

大迫　　　　　　　　

大附　　　　　　　　

大坊　　　　　　　　

段坪　　　　　　　　

池口　　　　　　　　

池平　　　　　　　　

竹ノ下　　　　　　　

中割石　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

中市　　　　　　　　

仲　　　　　　　　　

猪子　　　　　　　　

鳥羽　　　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

渡上　　　　　　　　

東　　　　　　　　　

東江良　　　　　　　

東才町　　　　　　　

東中　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

鍋屋　　　　　　　　

農栄　　　　　　　　

迫田　　　　　　　　

箱田川西　　　　　　

八反田　　　　　　　

飯田屋　　　　　　　

尾部　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

北條　　　　　　　　

牧谷　　　　　　　　

堀町　　　　　　　　

本永谷　　　　　　　

本宮　　　　　　　　
万中　　　　　　　　

万南　　　　　　　　

明が端　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

六反田　　　　　　　

駅家町　　　　　　　

横尾（一）　　　　　横尾（二）　　　　　

横尾町　　　　　　　

下岩成　　　　　　　

加茂町　　　　　　　

久松台（二）　　　　

郷分町　　　　　　　

御幸町　　　　　　　

向陽台　　　　　　　

向陽町（一）　　　　

向陽町（二）　　　　

広谷町　　　　　　　

高美台　　　　　　　

十三軒屋　　　　　　
上岩成　　　　　　　

新市　　　　　　　　

新徳田　　　　　　　

清水ヶ丘　　　　　　

千田町　　　　　　　千田町（一）　　　　

千田町（二）　　　　

中須町　　　　　　　

奈良津町（二）　　　

坊寺　　　　　　　　

北本庄町（四）　　　

弥生ヶ丘　　　　　　

緑陽町（一）　　　　

緑陽町（二）　　　　

藪路　　　　　　　　

下木之内　　　　　　
仲間　　　　　　　　

尾中　　　　　　　　

妙言　　　　　　　　明字　　　　　　　　 勇言　　　　　　　　

横尾駅　　　　　　　

湯田村駅　　　　　　
道上駅　　　　　　　

万能倉駅　　　　　　

駅家駅　　　　　　　

近田駅　　　　　　　戸手駅　　　　　　　

上戸手駅　　　　　　

新市駅　　　　　　　

高木駅　　　　　　　

上安井　　　　　　　 広畑　　　　　　　　 芦原　　　　　　　　

常　　　　　　　　　
四川　　　　　　　　

百谷　　　　　　　　 粟根　　　　　　　　
雨木　　　　　　　　

海谷　　　　　　　　

服部本郷　　　　　　

刈光　　　　　　　　
金丸　　　　　　　　 滝　　　　　　　　　▲ 蛇円山　　　　　　　

▲ 天神山　　　　　　　

柴目　　　　　　　　楠田　　　　　　　　

神子原　　　　　　　 松尾谷　　　　　　　姫谷　　　　　　　　

菅町　　　　　　　　

▲ 笠木山　　　　　　　 七谷　　　　　　　　

山野　　　　　　　　

上原谷　　　　　　　

▲ 京ノ上山　　　　　　

坂瀬川　　　　　　　
▲ 馬乗山　　　　　　　

丸沢田　　　　　　　

犬塚　　　　　　　　

下原谷　　　　　　　

粟井　　　　　　　　

一ノ井手　　　　　　

芋原西　　　　　　　

芋原東　　　　　　　

下郷地　　　　　　　

笠木谷　　　　　　　

軒田　　　　　　　　

後ヶ市　　　　　　　

高迫　　　　　　　　

寺側　　　　　　　　

種　　　　　　　　　

重入　　　　　　　　

上木之内　　　　　　

深山口　　　　　　　

神末　　　　　　　　

中原谷　　　　　　　

日和　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

望　　　　　　　　　

本郷下　　　　　　　

本郷上　　　　　　　

本郷中　　　　　　　

末金　　　　　　　　

矢川下　　　　　　　
矢川上　　　　　　　

矢川中　　　　　　　

柳峠　　　　　　　　

新市町　　　　　　　

用之江　　　　　　　

能島　　　　　　　　 生江浜　　　　　　　

福山東ＩＣ　　　　　
蔵王　　　　　　　　▲ 蔵王山　　　　　　　

金浦　　　　　　　　

吉浜　　　　　　　　山陽新幹線　　　　　

有田　　　　　　　　浦上　　　　　　　　
江戸野　　　　　　　

宇山　　　　　　　　岩田　　　　　　　　 坪生　　　　　　　　

大河　　　　　　　　

内砂子　　　　　　　 西大戸　　　　　　　仁井　　　　　　　　轟　　　　　　　　　

入田　　　　　　　　▲ 権現山　　　　　　　

神辺　　　　　　　　

上竹田　　　　　　　
釆山　　　　　　　　下竹田　　　　　　　

上稲木　　　　　　　

湯野　　　　　　　　

女官　　　　　　　　高鳥　　　　　　　　

八尋　　　　　　　　
下御領　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　郷の前　　　　　　　
西中条　　　　　　　

下稲木　　　　　　　

門田　　　　　　　　

西方　　　　　　　　

淀　　　　　　　　　

上御領　　　　　　　

張田　　　　　　　　

惣谷　　　　　　　　国地　　　　　　　　
東中条　　　　　　　

千田大峠　　　　　　

早田　　　　　　　　

中條坊　　　　　　　

箱田川原　　　　　　

千田町（三）　　　　

千田町（四）　　　　
タブロキ　　　　　　

ヒジヤ　　　　　　　

旭　　　　　　　　　

粟田　　　　　　　　

安原　　　　　　　　

安森　　　　　　　　

井之木　　　　　　　

隠居　　　　　　　　

烏山　　　　　　　　

沖湯野　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

家元　　　　　　　　

家後屋　　　　　　　

芥子　　　　　　　　

柿迫　　　　　　　　

梶草　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

丸池　　　　　　　　

帰　　　　　　　　　

久貝　　　　　　　　

久熊　　　　　　　　

久原　　　　　　　　

宮ノ端　　　　　　　

宮ノ峠　　　　　　　

宮講　　　　　　　　

狭間　　　　　　　　

銀山　　　　　　　　

畦ヶ市　　　　　　　
兼安　　　　　　　　

見詰　　　　　　　　

源代　　　　　　　　

古市　　　　　　　　

古城　　　　　　　　

狐原　　　　　　　　

鼓　　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

江草　　　　　　　　

高淵　　　　　　　　

国行　　　　　　　　

国分寺　　　　　　　

紺屋　　　　　　　　

砂子　　　　　　　　

崎山　　　　　　　　

三田地　　　　　　　

三日市　　　　　　　

山地　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

実相　　　　　　　　

秋丸　　　　　　　　

春日池　　　　　　　

小角　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

小谷　　　　　　　　

小迫　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

松川　　　　　　　　

松葉左　　　　　　　

上手樋　　　　　　　

城之端　　　　　　　

信定　　　　　　　　

慎ノ峠　　　　　　　

新川　　　　　　　　

深水　　　　　　　　

仁古谷　　　　　　　

仁伍　　　　　　　　

瀬名田　　　　　　　

正尻　　　　　　　　

清友　　　　　　　　

西池平　　　　　　　

西迫　　　　　　　　

西平　　　　　　　　

誠和　　　　　　　　

青草　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

先之谷　　　　　　　

船隠　　　　　　　　

僧都　　　　　　　　

蔵本　　　　　　　　

足永　　　　　　　　

袖解　　　　　　　　

太和　　　　　　　　

泰砂子　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大木　　　　　　　　

滝山　　　　　　　　

池迫　　　　　　　　

竹工　　　　　　　　

竹政　　　　　　　　

中ノ坊　　　　　　　中光坊　　　　　　　

中耕地　　　　　　　中講　　　　　　　　

猪ノ尻　　　　　　　

丁屋　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　
長迫　　　　　　　　

長畑　　　　　　　　

天神端　　　　　　　

田村　　　　　　　　

唐橋　　　　　　　　

塔谷　　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

東池平　　　　　　　

東迫　　　　　　　　

東林坊　　　　　　　

当辺　　　　　　　　

当摩　　　　　　　　

藤森　　　　　　　　

堂ノ内　　　　　　　

道城　　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

南札場　　　　　　　

南四ッ分　　　　　　

二ッ川　　　　　　　

納所　　　　　　　　

馬場崎　　　　　　　

馬場迫　　　　　　　

梅谷　　　　　　　　

白塚　　　　　　　　

箱田川東　　　　　　

八幡原　　　　　　　

表川　　　　　　　　

浜川　　　　　　　　

丙　　　　　　　　　

平賀市　　　　　　　

辺木　　　　　　　　

法童寺　　　　　　　

豊久保　　　　　　　

北札場　　　　　　　

北四ッ分　　　　　　

北迫　　　　　　　　

本湯野　　　　　　　

名越　　　　　　　　

鳴渕　　　　　　　　

木田　　　　　　　　

野々上　　　　　　　

野呂　　　　　　　　

矢ノ側　　　　　　　

矢掛屋　　　　　　　

淀水　　　　　　　　

裸　　　　　　　　　

梨ノ木　　　　　　　

和名木　　　　　　　

湾頭　　　　　　　　

旭が丘　　　　　　　

旭丘　　　　　　　　

伊勢丘（五）　　　　

伊勢丘（三）　　　　伊勢丘（四）　　　　

伊勢丘（七）　　　　

伊勢丘（八）　　　　伊勢丘（六）　　　　

引野町北（四）　　　

押撫　　　　　　　　

下稲木町　　　　　　

下出部町（二）　　　

岩倉町　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

高屋町（一）　　　　
高屋町（五）　　　　
高屋町（三）　　　　

高屋町（四）　　　　

高屋町（二）　　　　

篠坂　　　　　　　　

春日台　　　　　　　

春日町（一）　　　　

春日町（五）　　　　

春日町（三）　　　　

春日町（四）　　　　

春日町（七）　　　　
春日町（二）　　　　

春日町（六）　　　　

上稲木町　　　　　　

上出部町四季が丘　　

新湯野　　　　　　　

神辺町　　　　　　　

西方町　　　　　　　

青葉台（一）　　　　

青葉台（三）　　　　青葉台（四）　　　　
青葉台（二）　　　　

千田　　　　　　　　

相生　　　　　　　　

蔵王町（一）　　　　

蔵王町（五）　　　　

蔵王町（三）　　　　

蔵王町（四）　　　　

蔵王町（二）　　　　

蔵王町（六）　　　　

大江町　　　　　　　

大谷台（一）　　　　

大谷台（三）　　　　大谷台（二）　　　　

大門町　　　　　　　

坪生町　　　　　　　

坪生町（一）　　　　

坪生町（五）　　　　

坪生町（三）　　　　

坪生町（四）　　　　

坪生町（二）　　　　

坪生町（六）　　　　

坪生町南（一）　　　坪生町南（三）　　　
坪生町南（二）　　　

東陽台（一）　　　　
東陽台（二）　　　　

奈良津町（三）　　　
南蔵王町（一）　　　

南蔵王町（五）　　　

日吉台（一）　　　　日吉台（三）　　　　

日吉台（二）　　　　

能島（一）　　　　　

能島（三）　　　　　

能島（二）　　　　　

幕山台（一）　　　　幕山台（五）　　　　

幕山台（三）　　　　幕山台（四）　　　　

幕山台（七）　　　　

幕山台（二）　　　　

幕山台（八）　　　　

幕山台（六）　　　　

西高月　　　　　　　
大東　　　　　　　　堂砂子　　　　　　　

道々原　　　　　　　
下出部町　　　　　　

神辺駅　　　　　　　

湯野駅　　　　　　　

御領駅　　　　　　　

子守唄の里高屋駅　　

出部　　　　　　　　

木之子　　　　　　　
伊地　　　　　　　　 七日市　　　　　　　

明地　　　　　　　　
笹賀　　　　　　　　

井原　　　　　　　　

落石　　　　　　　　

清迫　　　　　　　　

平砂　　　　　　　　
戸倉　　　　　　　　

丹生　　　　　　　　 賀山　　　　　　　　

西江原　　　　　　　

簗瀬　　　　　　　　 藤ノ木　　　　　　　

山井田　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

片屋　　　　　　　　

追崎　　　　　　　　
青野　　　　　　　　才児　　　　　　　　吉井　　　　　　　　

大仏　　　　　　　　 与井　　　　　　　　

天神山　　　　　　　
稗原　　　　　　　　

黒瀬　　　　　　　　

野宮　　　　　　　　

日尾　　　　　　　　
宇戸川　　　　　　　 稲葉　　　　　　　　

川相　　　　　　　　

片塚　　　　　　　　

野畑　　　　　　　　

二五山　　　　　　　
井山　　　　　　　　

米山　　　　　　　　

花龍　　　　　　　　

七曲　　　　　　　　

伊賀寺　　　　　　　

宇内塚　　　　　　　

下三谷　　　　　　　

下市　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

加戸　　　　　　　　

火打岩　　　　　　　

花木　　　　　　　　 花野　　　　　　　　

灰ヶ峠　　　　　　　

貝迫　　　　　　　　

掛木　　　　　　　　

梶江　　　　　　　　

苅屋原　　　　　　　

勘定井　　　　　　　

岩野　　　　　　　　

吉谷　　　　　　　　

宮ノ元　　　　　　　

宮賀　　　　　　　　

宮草　　　　　　　　
琴原　　　　　　　　

金鴫　　　　　　　　

銀山谷　　　　　　　

栗元　　　　　　　　

畦地　　　　　　　　

鯨　　　　　　　　　

見瀬側　　　　　　　

古屋　　　　　　　　戸儀　　　　　　　　

向町　　　　　　　　

広間　　　　　　　　

香蓮地　　　　　　　

高船　　　　　　　　

高草　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

佐原　　　　　　　　

砂畑　　　　　　　　

才ノ窪　　　　　　　

才谷　　　　　　　　

才之元　　　　　　　
笹井　　　　　　　　

三本森　　　　　　　

寺岡　　　　　　　　

寺戸　　　　　　　　

篠原　　　　　　　　

若林　　　　　　　　

寿恵宗　　　　　　　

松風呂　　　　　　　

上三谷　　　　　　　

上市　　　　　　　　

城ヶ蔵　　　　　　　

新代　　　　　　　　

森谷　　　　　　　　

神戸　　　　　　　　

仁井山　　　　　　　

仁郷　　　　　　　　

水ヶ迫　　　　　　　

雛迫　　　　　　　　

杉ノ平　　　　　　　

正ガン　　　　　　　

石谷　　　　　　　　

赤向土　　　　　　　

折道　　　　　　　　

川附　　　　　　　　

倉掛　　　　　　　　

相谷　　　　　　　　

大社　　　　　　　　

大正　　　　　　　　

大段　　　　　　　　

大末　　　　　　　　

瀧ノ口　　　　　　　

沢岡　　　　　　　　

谷山　　　　　　　　

築井　　　　　　　　

竹ノ丸　　　　　　　

中ノ窪　　　　　　　

中町　　　　　　　　

猪原　　　　　　　　

殿川内　　　　　　　

田ノ迫　　　　　　　

東高月　　　　　　　

東免　　　　　　　　

洞々　　　　　　　　

銅　　　　　　　　　

峠村　　　　　　　　

奈良原　　　　　　　

八体　　　　　　　　

八斗畑　　　　　　　

飯名　　　　　　　　

飯名向　　　　　　　

毘沙門　　　　　　　

美園　　　　　　　　

福良　　　　　　　　

芳井ハイツ　　　　　

本新町　　　　　　　

名郷　　　　　　　　

名原山　　　　　　　

木割谷　　　　　　　

野崎　　　　　　　　

野々迫　　　　　　　

矢ノ目　　　　　　　

薬師　　　　　　　　

有年ノ鼻　　　　　　

龍頭　　　　　　　　

鈴松　　　　　　　　

燒山　　　　　　　　

井原町　　　　　　　

下出部町（一）　　　

笹賀町　　　　　　　

笹賀町（一）　　　　

笹賀町（二）　　　　

山野町　　　　　　　

七日市町　　　　　　

上出部町　　　　　　

西江原町　　　　　　

青野町　　　　　　　
稗原町　　　　　　　

芳井町梶江　　　　　

北山町　　　　　　　

野上町　　　　　　　

井阪　　　　　　　　

戸石　　　　　　　　
請松　　　　　　　　

野呂花滝　　　　　　

井原市役所　　　　　

井原駅　　　　　　　

いずえ駅　　　　　　

福山北警察署

井原警察署

157

9
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313

158
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9
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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▲


