
上尾市　　　　　　　

白岡市　　　　　　　

伊奈町　　　　　　　
桶川市　　　　　　　

柴山　　　　　　　　

高虫　　　　　　　　

上平野　　　　　　　

大針　　　　　　　　

小針内宿　　　　　　倉田　　　　　　　　

小針領家　　　　　　

坂田　　　　　　　　

篠津　　　　　　　　

加納　　　　　　　　

上日出谷　　　　　　川田谷　　　　　　　
石戸宿　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

高尾　　　　　　　　

下石戸　　　　　　　

北本　　　　　　　　

北中丸　　　　　　　

原馬室　　　　　　　

滝馬室　　　　　　　

八幡田　　　　　　　

鴻巣　　　　　　　　

郷地　　　　　　　　

笠原　　　　　　　　

常光　　　　　　　　上栢間　　　　　　　

下栢間　　　　　　　

柴山枝郷　　　　　　

上大崎　　　　　　　

三箇　　　　　　　　

菖蒲　　　　　　　　

小林　　　　　　　　

芋茎　　　　　　　　

種足　　　　　　　　

埼玉新都市交通伊奈線

桶川加納ＩＣ　　　　

大間（二）　　　　　

さかへど　　　　　　

茨田　　　　　　　　

下郷地　　　　　　　

下戸塚　　　　　　　

下手　　　　　　　　

下通　　　　　　　　

下辻　　　　　　　　

下之寺　　　　　　　

下矢足　　　　　　　

下閭　　　　　　　　

栢間小塚　　　　　　

丸谷　　　　　　　　

丸池　　　　　　　　

宮の脇　　　　　　　

宮替戸　　　　　　　

強田　　　　　　　　

原新田　　　　　　　

五軒　　　　　　　　

御の木　　　　　　　

高都原　　　　　　　

三軒　　　　　　　　

三番　　　　　　　　

四丁免　　　　　　　

寺田団地　　　　　　

舟塚　　　　　　　　

小下　　　　　　　　

小宮　　　　　　　　

小塚　　　　　　　　

小日洋　　　　　　　

沼向　　　　　　　　

沼尻　　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

菖蒲　　　　　　　　

上綾瀬　　　　　　　

上出　　　　　　　　

上川面　　　　　　　

上本郷　　　　　　　

上矢足　　　　　　　

上閭　　　　　　　　

常敷　　　　　　　　

神の木　　　　　　　

水下　　　　　　　　

西ヶ崎　　　　　　　

西後　　　　　　　　

西堀　　　　　　　　

川辺　　　　　　　　

前方　　　　　　　　

村内　　　　　　　　

台原　　　　　　　　

大加納　　　　　　　

大間原　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

大上　　　　　　　　

谷津　　　　　　　　

谷田　　　　　　　　

中斉　　　　　　　　

仲井　　　　　　　　

長島谷　　　　　　　

堤内　　　　　　　　

鉄砲宿　　　　　　　

天神下　　　　　　　

殿山　　　　　　　　

道郡　　　　　　　　

二ツ家上　　　　　　

二貫野　　　　　　　

二番　　　　　　　　

峰　　　　　　　　　

木鎌　　　　　　　　

木間金　　　　　　　

目沢　　　　　　　　

野新田　　　　　　　

野々宮　　　　　　　

ひばり野（一）　　　
ひばり野（二）　　　

安養寺　　　　　　　 下種足　　　　　　　

下石戸下　　　　　　

加美（一）　　　　　

加美（二）　　　　　

学園（三）　　　　　

学園（四）　　　　　

学園（二）　　　　　

逆川（一）　　　　　
逆川（二）　　　　　

宮地（五）　　　　　

宮地（三）　　　　　

宮地（四）　　　　　宮地（二）　　　　　

宮内（一）　　　　　

宮内（五）　　　　　

宮内（三）　　　　　

宮内（四）　　　　　

宮内（七）　　　　　

宮内（六）　　　　　

古市場（一）　　　　

古市場（三）　　　　

古市場（二）　　　　

五丁台　　　　　　　

荒井（一）　　　　　

荒井（五）　　　　　荒井（三）　　　　　

荒井（四）　　　　　
荒井（二）　　　　　

高尾（一）　　　　　

高尾（九）　　　　　

高尾（五）　　　　　

高尾（三）　　　　　

高尾（四）　　　　　

高尾（七）　　　　　

高尾（二）　　　　　

高尾（八）　　　　　

高尾（六）　　　　　

鴻巣　　　　　　　　

山中（一）　　　　　

山中（二）　　　　　

市ノ縄　　　　　　　

舎人新田　　　　　　

寿（一）　　　　　　

小松（一）　　　　　

小松（三）　　　　　

小松（四）　　　　　

小松（二）　　　　　

小針新宿　　　　　　

松原（四）　　　　　

菖蒲町菖蒲　　　　　

上谷　　　　　　　　

深井（一）　　　　　深井（三）　　　　　深井（四）　　　　　

深井（七）　　　　　

深井（八）　　　　　

深井（六）　　　　　

神明（一）　　　　　

神明（三）　　　　　
神明（二）　　　　　

人形（一）　　　　　
人形（三）　　　　　

人形（四）　　　　　

人形（二）　　　　　

須ケ谷（三）　　　　
須ケ谷（二）　　　　

菅谷（五）　　　　　
菅谷（四）　　　　　

菅谷（六）　　　　　

生出塚（一）　　　　

生出塚（二）　　　　

西高尾（一）　　　　

西高尾（四）　　　　
西高尾（八）　　　　

西高尾（六）　　　　

西小針（一）　　　　

西小針（五）　　　　

西小針（三）　　　　

西小針（四）　　　　

西小針（七）　　　　

西小針（二）　　　　

西小針（六）　　　　

西中曽根　　　　　　

石戸（一）　　　　　

石戸（九）　　　　　

石戸（五）　　　　　

石戸（三）　　　　　

石戸（四）　　　　　

石戸（七）　　　　　

石戸（二）　　　　　

石戸（八）　　　　　石戸（六）　　　　　

石戸宿（一）　　　　

石戸宿（五）　　　　

石戸宿（三）　　　　

石戸宿（四）　　　　

石戸宿（七）　　　　

石戸宿（二）　　　　

石戸宿（八）　　　　

石戸宿（六）　　　　

赤堀（一）　　　　　

赤堀（二）　　　　　

大間　　　　　　　　

大間（一）　　　　　

大間（三）　　　　　大間（四）　　　　　

中丸（一）　　　　　

中丸（九）　　　　　

中丸（五）　　　　　

中丸（三）　　　　　
中丸（四）　　　　　

中丸（七）　　　　　

中丸（十）　　　　　

中丸（八）　　　　　中丸（六）　　　　　

中種足　　　　　　　

朝日（一）　　　　　

朝日（二）　　　　　

天神（一）　　　　　
天神（五）　　　　　

天神（三）　　　　　
天神（四）　　　　　

天神（二）　　　　　

東間（四）　　　　　

東間（二）　　　　　

東間（八）　　　　　東間（六）　　　　　

内宿台（一）　　　　

内宿台（五）　　　　
内宿台（四）　　　　

内宿台（二）　　　　

内宿台（六）　　　　

二ッ家（一）　　　　
二ッ家（三）　　　　

二ッ家（四）　　　　

二ッ家（二）　　　　

氷川町　　　　　　　

北中丸（一）　　　　

北中丸（二）　　　　

北本（四）　　　　　

北本（二）　　　　　

北本宿　　　　　　　

本宮町　　　　　　　

本宿（五）　　　　　

本宿（四）　　　　　

本宿（七）　　　　　

本宿（二）　　　　　

本町（五）　　　　　
本町（七）　　　　　

本町（八）　　　　　

本町（六）　　　　　

末広（三）　　　　　

雷電（一）　　　　　

緑（二）　　　　　　

四番　　　　　　　　
七番　　　　　　　　

塚田　　　　　　　　

上種足　　　　　　　

鴻巣市役所　　　　　

北本市役所　　　　　

鴻巣駅　　　　　　　

北本駅　　　　　　　

羽貫駅　　　　　　　

内宿駅　　　　　　　

羽生市　　　　　　　

加須市　　　　　　　

埼玉　　　　　　　　

真名板　　　　　　　
小針　　　　　　　　

下須戸　　　　　　　下新郷　　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

須影　　　　　　　　

手子林　　　　　　　

北荻島　　　　　　　
三田ヶ谷　　　　　　

戸川　　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

岡古井　　　　　　　

不動岡　　　　　　　

志多見　　　　　　　

串作　　　　　　　　

阿良川　　　　　　　
平永　　　　　　　　

礼羽　　　　　　　　

加須　　　　　　　　

下高柳　　　　　　　

油井ヶ島　　　　　　

大室　　　　　　　　

町屋新田　　　　　　

鴻茎　　　　　　　　

牛重　　　　　　　　

根古屋　　　　　　　
下崎　　　　　　　　

騎西　　　　　　　　

上高柳　　　　　　　

戸崎　　　　　　　　

道地　　　　　　　　

内田ヶ谷　　　　　　

上崎　　　　　　　　

外田ヶ谷　　　　　　

広田　　　　　　　　

川里　　　　　　　　

屈巣　　　　　　　　

羽生ＩＣ　　　　　　

屋敷前　　　　　　　

下埼玉　　　　　　　

柿木　　　　　　　　

壱丁田　　　　　　　

壱町畑　　　　　　　

稲荷宮　　　　　　　

卯ノ森　　　　　　　

浦谷　　　　　　　　

押出　　　　　　　　

沖屋　　　　　　　　

下　　　　　　　　　

下小宮　　　　　　　

下川面　　　　　　　

下前　　　　　　　　

下道地　　　　　　　

下裏　　　　　　　　

割出　　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

郷尻　　　　　　　　

元屋敷　　　　　　　

元町裏　　　　　　　

戸西　　　　　　　　

戸東　　　　　　　　五番　　　　　　　　

向領　　　　　　　　

広島　　　　　　　　

高道　　　　　　　　三ケ谷戸　　　　　　

三ツ家　　　　　　　

三重堀　　　　　　　

三反地　　　　　　　

三本木　　　　　　　

三俣　　　　　　　　

参番　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

寺浦　　　　　　　　

寺沼　　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

七釜戸　　　　　　　七反地　　　　　　　

拾参番　　　　　　　

舟橋　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

小々松　　　　　　　

沼附　　　　　　　　

上　　　　　　　　　

上郷　　　　　　　　

上小宮　　　　　　　

上川棚　　　　　　　

上前　　　　　　　　
上谷田　　　　　　　 上裏　　　　　　　　

新田脇　　　　　　　

新道上　　　　　　　

深沼　　　　　　　　

深町　　　　　　　　

星川　　　　　　　　

西前川　　　　　　　

千方　　　　　　　　

川棚　　　　　　　　

前志多見　　　　　　

前新田　　　　　　　

前川　　　　　　　　

前本村　　　　　　　

谷畑　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中宮　　　　　　　　

中川面　　　　　　　

中前　　　　　　　　

中通　　　　　　　　

中野島　　　　　　　

中裏　　　　　　　　

町並　　　　　　　　

長宮　　　　　　　　

長島　　　　　　　　

提内　　　　　　　　

天王前　　　　　　　

天神上　　　　　　　

東中通　　　　　　　
堂裏　　　　　　　　

道上　　　　　　　　 道通　　　　　　　　

道南　　　　　　　　

道北　　　　　　　　

内川　　　　　　　　

南深田　　　　　　　

南瀬田和　　　　　　

二田切　　　　　　　

入沼　　　　　　　　

八反田　　　　　　　 反沼　　　　　　　　

皮屋西　　　　　　　

樋尻　　　　　　　　

尾前　　　　　　　　

弁天　　　　　　　　

北手沼　　　　　　　

北瀬田和　　　　　　

北谷　　　　　　　　

北部　　　　　　　　

名倉　　　　　　　　

明願寺　　　　　　　

弥勒　　　　　　　　

柳下　　　　　　　　

立山　　　　　　　　

林之中　　　　　　　

六十軒　　　　　　　

六番　　　　　　　　

愛宕（一）　　　　　

下岩瀬　　　　　　　

下高柳（一）　　　　

下三俣　　　　　　　

下手子林　　　　　　

加羽ヶ崎　　　　　　

花崎（五）　　　　　
花崎（三）　　　　　

花崎（四）　　　　　

外川　　　　　　　　関新田　　　　　　　 騎西　　　　　　　　

久下（五）　　　　　
久下（三）　　　　　

久下（四）　　　　　
久下（六）　　　　　

境　　　　　　　　　

元町　　　　　　　　

向川岸町　　　　　　

秀安　　　　　　　　

小松台（一）　　　　

小松台（二）　　　　

上会下　　　　　　　

上三俣　　　　　　　

上手子林　　　　　　

上川崎　　　　　　　

常泉　　　　　　　　

諏訪（一）　　　　　

諏訪（二）　　　　　

正能　　　　　　　　

赤城台　　　　　　　

川崎（一）　　　　　
川崎（二）　　　　　

大門町　　　　　　　

中岩瀬　　　　　　　 中手子林　　　　　　

土手（一）　　　　　

土手（二）　　　　　

東栄（一）　　　　　

東栄（二）　　　　　

藤間　　　　　　　　

南（七）　　　　　　南（八）　　　　　　
南（六）　　　　　　

南羽生（一）　　　　

南羽生（三）　　　　

南羽生（四）　　　　
南羽生（二）　　　　

南小浜　　　　　　　

南町　　　　　　　　

日出安　　　　　　　

浜町　　　　　　　　

不動岡（一）　　　　

不動岡（三）　　　　
北小浜　　　　　　　

睦町（一）　　　　　

上岩瀬　　　　　　　西（三）　　　　　　

西（二）　　　　　　南（五）　　　　　　
南（四）　　　　　　 日野手新田　　　　　

加須市役所　　　　　

南羽生駅　　　　　　

加須駅　　　　　　　

太田新井　　　　　　実ヶ谷　　　　　　　

岡泉　　　　　　　　

南新宿　　　　　　　
閏戸　　　　　　　　

小久喜　　　　　　　

貝塚　　　　　　　　
蓮田市　　　　　　　 白岡　　　　　　　　

爪田ヶ谷　　　　　　

井沼　　　　　　　　 宮代　　　　　　　　
宮代町　　　　　　　根金　　　　　　　　

杉戸　　　　　　　　清地　　　　　　　　

粂原　　　　　　　　 倉松　　　　　　　　須賀　　　　　　　　

高岩　　　　　　　　
下大崎　　　　　　　

杉戸町　　　　　　　

国納　　　　　　　　

野牛　　　　　　　　

和戸　　　　　　　　

太田袋　　　　　　　
下高野　　　　　　　除堀　　　　　　　　

戸島　　　　　　　　
北青柳　　　　　　　

下野　　　　　　　　

上高野　　　　　　　久喜　　　　　　　　

平須賀　　　　　　　

久喜ＩＣ　　　　　　

久喜市　　　　　　　江面　　　　　　　　
所久喜　　　　　　　

吉羽　　　　　　　　 天神島　　　　　　　

幸手市　　　　　　　
六万部　　　　　　　 野久喜　　　　　　　

北中曽根　　　　　　

青毛　　　　　　　　

上吉羽　　　　　　　
幸手　　　　　　　　清久　　　　　　　　

川崎　　　　　　　　

久喜市飛地　　　　　

久喜白岡ＪＣＴ　　　

白岡菖蒲ＩＣ　　　　

幸手ＩＣ　　　　　　

宮五　　　　　　　　

細田山　　　　　　　

早川野　　　　　　　

駒崎　　　　　　　　

フレッシュタウン　　

安面　　　　　　　　
一ツ谷　　　　　　　

一番方　　　　　　　

羽山　　　　　　　　

沖山　　　　　　　　

沖野山　　　　　　　

下影　　　　　　　　

間野谷　　　　　　　

関根前　　　　　　　

関場　　　　　　　　

丸屋　　　　　　　　

宮山　　　　　　　　

金剛寺　　　　　　　

慶作前　　　　　　　

後塚　　　　　　　　

向芝原　　　　　　　

向野　　　　　　　　

江川西　　　　　　　

香取　　　　　　　　

高野島　　　　　　　

砂河原　　　　　　　

砂原　　　　　　　　

皿田　　　　　　　　

山　　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

鹿沼　　　　　　　　

湿気　　　　　　　　

出来野　　　　　　　小ヶ原井　　　　　　

小谷　　　　　　　　

小谷津　　　　　　　

上青毛　　　　　　　

織部前　　　　　　　

深戸　　　　　　　　

神山　　　　　　　　

仁丁町　　　　　　　

須郷　　　　　　　　

西前谷　　　　　　　

赤木裏　　　　　　　

前　　　　　　　　　

前内　　　　　　　　

前畑　　　　　　　　

足利　　　　　　　　

地蔵　　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　
塚本　　　　　　　　

的場　　　　　　　　

東浦　　　　　　　　

東砂畑　　　　　　　

東前谷　　　　　　　

桃山台団地　　　　　

藤井　　　　　　　　

堂沼　　　　　　　　

内谷　　　　　　　　

二本木　　　　　　　

八河内　　　　　　　

八貫野　　　　　　　

蛭子　　　　　　　　

浮合　　　　　　　　

平沼　　　　　　　　

平内島　　　　　　　

菩薩前　　　　　　　

北天神　　　　　　　

本村上　　　　　　　

野方　　　　　　　　

薬師前　　　　　　　

与左ヱ門　　　　　　

茨島　　　　　　　　

下清久　　　　　　　

下川崎　　　　　　　

下早見　　　　　　　

河原井町　　　　　　

学園台（一）　　　　

学園台（三）　　　　

笠原（一）　　　　　

吉羽（一）　　　　　

吉羽（五）　　　　　

吉羽（三）　　　　　

吉羽（四）　　　　　

吉羽（二）　　　　　

吉野　　　　　　　　

吉野（一）　　　　　

久喜中央（一）　　　

久喜中央（三）　　　

久喜中央（四）　　　

久喜中央（二）　　　
久喜東（一）　　　　

久喜東（五）　　　　

久喜東（三）　　　　

久喜東（四）　　　　

久喜東（二）　　　　

久喜東（六）　　　　

久喜北（一）　　　　

久喜北（二）　　　　

久喜本　　　　　　　

久本寺　　　　　　　

宮代（一）　　　　　

宮代（二）　　　　　

宮代台（一）　　　　
宮代台（三）　　　　

宮代台（二）　　　　

宮東　　　　　　　　

金原　　　　　　　　

栗原（一）　　　　　

栗原（三）　　　　　

栗原（四）　　　　　
栗原（二）　　　　　

古久喜　　　　　　　

戸島（一）　　　　　戸島（二）　　　　　

幸手　　　　　　　　

荒井新田　　　　　　

高野台西（一）　　　

高野台西（五）　　　

高野台西（三）　　　
高野台西（四）　　　

高野台西（六）　　　

高野台東（一）　　　
高野台東（二）　　　

高野台南（一）　　　

高野台南（五）　　　高野台南（二）　　　

寺塚　　　　　　　　

菖蒲町河原井　　　　

菖蒲町昭和沼　　　　

上高野（一）　　　　

上清久　　　　　　　

上早見　　　　　　　

新白岡（一）　　　　

新白岡（三）　　　　

新白岡（二）　　　　

神明内　　　　　　　

杉戸　　　　　　　　

杉戸（一）　　　　　杉戸（五）　　　　　

杉戸（三）　　　　　

杉戸（七）　　　　　

杉戸（二）　　　　　

清久町　　　　　　　

清地（一）　　　　　
清地（五）　　　　　

清地（三）　　　　　

清地（二）　　　　　

清地（六）　　　　　

西（九）　　　　　　

西（四）　　　　　　

西（七）　　　　　　

西（十）　　　　　　

西（八）　　　　　　
西（六）　　　　　　

西粂原　　　　　　　

西新宿（一）　　　　

西新宿（五）　　　　

西新宿（三）　　　　

西新宿（四）　　　　

西新宿（二）　　　　

西新宿（六）　　　　

青毛（一）　　　　　
青毛（三）　　　　　

青毛（四）　　　　　

青毛（二）　　　　　

青葉（一）　　　　　
青葉（五）　　　　　

青葉（三）　　　　　
青葉（四）　　　　　

青葉（二）　　　　　

千駄野　　　　　　　

川端（三）　　　　　

川端（二）　　　　　

倉松（一）　　　　　

倉松（五）　　　　　

倉松（三）　　　　　

中（一）　　　　　　

中（五）　　　　　　中（三）　　　　　　

中（四）　　　　　　

中（二）　　　　　　

中川崎　　　　　　　

天神島（一）　　　　

東粂原　　　　　　　

東姫宮（一）　　　　

道仏　　　　　　　　

内田（四）　　　　　

内田（二）　　　　　

南（三）　　　　　　

白岡　　　　　　　　

白岡東　　　　　　　

彦兵衛　　　　　　　

姫宮　　　　　　　　

百間（一）　　　　　

百間（三）　　　　　

百間（六）　　　　　

平須賀（一）　　　　

平須賀（二）　　　　

本町（四）　　　　　

本田（一）　　　　　

本田（四）　　　　　

緑台（一）　　　　　

緑台（二）　　　　　

和戸（五）　　　　　

和戸（三）　　　　　

和戸（四）　　　　　

青葉団地　　　　　　

下陰　　　　　　　　
間之道　　　　　　　 幸手工業団地　　　　

長倉　　　　　　　　 堤下　　　　　　　　
香日向（一）　　　　香日向（二）　　　　

桜田（五）　　　　　

桜田（四）　　　　　西大輪　　　　　　　
北（一）　　　　　　

北（二）　　　　　　

白岡市役所　　　　　

宮代町役場　　　　　

杉戸町役場　　　　　

久喜市役所　　　　　

幸手市役所　　　　　

白岡駅　　　　　　　

新白岡駅　　　　　　

久喜駅　　　　　　　

和戸駅　　　　　　　

杉戸高野台駅　　　　

幸手駅　　　　　　　

東武動物公園駅　　　

姫宮駅　　　　　　　

上内　　　　　　　　

今鉾　　　　　　　　

千塚　　　　　　　　 土与部　　　　　　　

円藤内　　　　　　　北辻　　　　　　　　 葛梅　　　　　　　　

大輪　　　　　　　　
水深　　　　　　　　

鷲宮　　　　　　　　

冬木　　　　　　　　

松石　　　　　　　　

八甫　　　　　　　　

元栗橋　　　　　　　

島川　　　　　　　　
花崎　　　　　　　　

南大桑　　　　　　　

北広島　　　　　　　
新幸谷　　　　　　　

新井新田　　　　　　

南篠崎　　　　　　　
間鎌　　　　　　　　 小手指　　　　　　　

北大桑　　　　　　　

川妻　　　　　　　　

加須ＩＣ　　　　　　
間口　　　　　　　　

生出　　　　　　　　

阿佐間　　　　　　　
北篠崎　　　　　　　多門寺　　　　　　　

琴寄　　　　　　　　

大利根　　　　　　　

前林　　　　　　　　
北下新井　　　　　　

旗井　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

道目　　　　　　　　 中田　　　　　　　　

上砂井　　　　　　　中渡　　　　　　　　
中田新田　　　　　　

樋遣川　　　　　　　

細間　　　　　　　　

新川通　　　　　　　

砂井新田　　　　　　
鳥喰　　　　　　　　

弥兵衛　　　　　　　
新久田　　　　　　　

新幹線　　　　　　　

嵯峨　　　　　　　　

仲通　　　　　　　　

又根　　　　　　　　

下樋遣川　　　　　　

南篠崎（二）　　　　

わし宮団地　　　　　

粟原　　　　　　　　

壱両野　　　　　　　

稲荷台　　　　　　　

榎戸　　　　　　　　

横木　　　　　　　　

下出　　　　　　　　

下新井　　　　　　　

下谷那　　　　　　　

希望ヶ丘　　　　　　

休城　　　　　　　　

宮ノ下　　　　　　　

熊坂　　　　　　　　

古宮　　　　　　　　
才塚　　　　　　　　

三分野　　　　　　　

四番縄　　　　　　　

舟戸坪　　　　　　　

十壱貫　　　　　　　

小川台　　　　　　　

上谷那　　　　　　　

西磯部　　　　　　　

青葉台　　　　　　　

赤法花　　　　　　　

大山（一）　　　　　

大山（三）　　　　　

大山（四）　　　　　

大山（二）　　　　　

第一　　　　　　　　

第五　　　　　　　　

第三　　　　　　　　

第四　　　　　　　　

第二　　　　　　　　

第六　　　　　　　　

池成　　　　　　　　

中磯部　　　　　　　

中田（一）　　　　　

中内出　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

椎名　　　　　　　　

東岡　　　　　　　　

東大輪下　　　　　　
東大輪上　　　　　　

東大輪新田　　　　　

白倉　　　　　　　　

八島　　　　　　　　

八甫上　　　　　　　

八甫新田　　　　　　
八甫本郷　　　　　　

八甫本村　　　　　　

鳩山　　　　　　　　

本樋遣　　　　　　　

立野前　　　　　　　

けやき平（一）　　　

けやき平（二）　　　

伊坂　　　　　　　　

栄（一）　　　　　　

河原代　　　　　　　花崎（一）　　　　　

花崎（二）　　　　　

花崎北（三）　　　　

花崎北（四）　　　　

花崎北（二）　　　　

外記新田　　　　　　

外国府間　　　　　　

葛梅（一）　　　　　

葛梅（三）　　　　　葛梅（二）　　　　　

栗橋　　　　　　　　

栗橋中央（一）　　　

栗橋中央（二）　　　

栗橋東（一）　　　　
栗橋東（五）　　　　

栗橋東（三）　　　　

栗橋東（四）　　　　

栗橋東（二）　　　　

栗橋東（六）　　　　

栗橋北（一）　　　　栗橋北（二）　　　　

原宿台（一）　　　　

原宿台（三）　　　　

原宿台（四）　　　　原宿台（二）　　　　

古川（一）　　　　　

古川（二）　　　　　

狐塚　　　　　　　　

香日向（三）　　　　香日向（四）　　　　

高須賀　　　　　　　

砂原（一）　　　　　

坂間　　　　　　　　

桜田（一）　　　　　

桜田（三）　　　　　

桜田（二）　　　　　

三和　　　　　　　　

杓子木　　　　　　　

釈迦　　　　　　　　

小右衛門　　　　　　

松永　　　　　　　　

松永新田　　　　　　

上樋遣川　　　　　　

川口（一）　　　　　

川口（三）　　　　　川口（四）　　　　　

川口（二）　　　　　

大桑（一）　　　　　

茶屋新田　　　　　　

中樋遣川　　　　　　

東大輪　　　　　　　

内国府間　　　　　　

南栗橋（一）　　　　

南栗橋（九）　　　　

南栗橋（五）　　　　

南栗橋（三）　　　　

南栗橋（四）　　　　

南栗橋（七）　　　　

南栗橋（十）　　　　

南栗橋（十一）　　　南栗橋（十二）　　　

南栗橋（二）　　　　

南栗橋（八）　　　　
南栗橋（六）　　　　

南篠崎（一）　　　　

八甫（一）　　　　　

八甫（五）　　　　　

八甫（三）　　　　　八甫（四）　　　　　

八甫（二）　　　　　

北平野　　　　　　　

緑（一）　　　　　　

鷲宮　　　　　　　　

鷲宮（一）　　　　　

鷲宮（五）　　　　　

鷲宮（三）　　　　　
鷲宮（四）　　　　　

鷲宮（二）　　　　　
鷲宮（六）　　　　　

鷲宮中央（一）　　　
鷲宮中央（二）　　　

堤崎　　　　　　　　 北磯部　　　　　　　

ひばりが丘　　　　　
新久田（三）　　　　

新久田（二）　　　　

五霞町役場　　　　　

花崎駅　　　　　　　

鷲宮駅　　　　　　　

東鷲宮駅　　　　　　

栗橋駅　　　　　　　

南栗橋駅　　　　　　

鴻巣警察署

加須警察署

幸手警察署

杉戸警察署

久喜警察署
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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▲



北袋　　　　　　　　

羽生　　　　　　　　
喜右衛門新田　　　　

上新郷　　　　　　　

小須賀　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

上川俣　　　　　　　
大越　　　　　　　　

本川俣　　　　　　　

稲子　　　　　　　　

上村君　　　　　　　
川俣　　　　　　　　

梅原　　　　　　　　 名　　　　　　　　　

下村君　　　　　　　

江口　　　　　　　　

千津井　　　　　　　

明和　　　　　　　　
矢島　　　　　　　　

飯野　　　　　　　　新　　　　　　　　　

江黒　　　　　　　　南大島　　　　　　　
斗合田　　　　　　　

板倉　　　　　　　　下三林　　　　　　　

東武伊勢崎線　　　　

堀工　　　　　　　　
館林ＩＣ　　　　　　

青柳　　　　　　　　

籾谷　　　　　　　　
小桑原　　　　　　　 羽附　　　　　　　　松原　　　　　　　　館林市　　　　　　　

館林　　　　　　　　
当郷　　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　 細谷　　　　　　　　大荷場　　　　　　　
成島　　　　　　　　

稲荷木　　　　　　　

雲間　　　　　　　　

雲雀　　　　　　　　

下山　　　　　　　　

下志柄　　　　　　　

下新田　　　　　　　

下堀工　　　　　　　

開拓　　　　　　　　

丸屋敷　　　　　　　

原宿　　　　　　　　
骨稽　　　　　　　　

笹原　　　　　　　　
子ノ神　　　　　　　

侍辺　　　　　　　　

小平　　　　　　　　

松崎　　　　　　　　

上ノ前　　　　　　　

上志柄　　　　　　　

上寺前　　　　　　　

上堀工　　　　　　　

陣谷　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

大袋　　　　　　　　

大同　　　　　　　　中三　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

中内　　　　　　　　

町谷　　　　　　　　

長竹　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

東正伝木　　　　　　

道堀　　　　　　　　
鳶替　　　　　　　　

南　　　　　　　　　

八丁目　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　

浮戸　　　　　　　　

風張　　　　　　　　

本　　　　　　　　　

本合　　　　　　　　

本宿　　　　　　　　
籾谷下　　　　　　　

籾谷上　　　　　　　

籾谷中　　　　　　　

林　　　　　　　　　

つつじ町　　　　　　

羽附旭町　　　　　　

羽附町　　　　　　　

下江黒　　　　　　　

下三林町　　　　　　

加法師町　　　　　　

花山町　　　　　　　

近藤町　　　　　　　

桑崎　　　　　　　　

小桑原町　　　　　　

松原（一）　　　　　

松原（三）　　　　　松原（二）　　　　　

上江黒　　　　　　　

上赤生田町　　　　　

城町　　　　　　　　

新宿（一）　　　　　新宿（二）　　　　　

諏訪町　　　　　　　

成島町　　　　　　　

西（一）　　　　　　

西（五）　　　　　　

西美園町　　　　　　

赤生田町　　　　　　

赤生田本町　　　　　

赤土町　　　　　　　
千代田町　　　　　　

大高嶋　　　　　　　

大佐貴　　　　　　　

大手町　　　　　　　

大谷町　　　　　　　

中央（一）　　　　　

中央（五）　　　　　

中谷　　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

東（一）　　　　　　

東（九）　　　　　　東（五）　　　　　　

東（三）　　　　　　東（四）　　　　　　

東（七）　　　　　　

東（二）　　　　　　

東（八）　　　　　　

東美園町　　　　　　

藤井下組　　　　　　

藤井上組　　　　　　

内蔵新田　　　　　　

南美園町　　　　　　

楠町　　　　　　　　

入ヶ谷　　　　　　　入ヶ谷町　　　　　　

発戸　　　　　　　　

板倉　　　　　　　　

尾曳町　　　　　　　

美園町　　　　　　　

苗木町　　　　　　　

富士原町　　　　　　

分福町　　　　　　　

北（三）　　　　　　

堀工町　　　　　　　

本町（三）　　　　　

本町（二）　　　　　

与兵衛新田　　　　　

四ッ谷町　　　　　　

代官町　　　　　　　

当郷町　　　　　　　

北成島町　　　　　　

館林市役所　　　　　

明和町役場　　　　　

板倉町役場　　　　　

羽生市役所　　　　　

成島駅　　　　　　　

新郷駅　　　　　　　
羽生駅　　　　　　　

西羽生駅　　　　　　

川俣駅　　　　　　　

茂林寺前駅　　　　　

館林駅　　　　　　　

大久保　　　　　　　

野田　　　　　　　　

瑞穂野　　　　　　　

奥戸　　　　　　　　

寺岡　　　　　　　　

西場　　　　　　　　

稲岡　　　　　　　　 菊川　　　　　　　　
堀米　　　　　　　　

大栗　　　　　　　　

犬伏下　　　　　　　

黒袴　　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

佐野藤岡ＩＣ　　　　

越名　　　　　　　　

馬門　　　　　　　　

飯田　　　　　　　　

伊保内　　　　　　　

船津川　　　　　　　

東武佐野線　　　　　

植上　　　　　　　　

浅沼　　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

花岡　　　　　　　　

君田　　　　　　　　

上羽田　　　　　　　

村上　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

下羽田　　　　　　　

早川田　　　　　　　

正儀内　　　　　　　

大島　　　　　　　　

田谷　　　　　　　　

足次　　　　　　　　

傍示塚　　　　　　　

木戸　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

高根　　　　　　　　

西岡　　　　　　　　

佐野ＳＡＳＩＣ　　　

東久保田　　　　　　

馬場　　　　　　　　

川崎町　　　　　　　

大沼田町　　　　　　

安良町下　　　　　　
安良町上　　　　　　

稲荷前　　　　　　　

下稲岡　　　　　　　

下日向　　　　　　　
下野田　　　　　　　

寄居　　　　　　　　

休泊　　　　　　　　

荒萩　　　　　　　　

山王　　　　　　　　

市街道　　　　　　　

七軒町　　　　　　　

朱雀　　　　　　　　

渋沢　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

小野茂木　　　　　　

上新田　　　　　　　

新田　　　　　　　　

西幡張　　　　　　　

台沼　　　　　　　　

大谷田　　　　　　　

鷹巣　　　　　　　　

中日向　　　　　　　

内堀米　　　　　　　

二ッ家　　　　　　　

日向新田　　　　　　

堀之内　　　　　　　

免鳥　　　　　　　　

伊賀町　　　　　　　

伊勢山町　　　　　　

伊保内町　　　　　　

稲岡町　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

越名町　　　　　　　

奥戸町　　　　　　　

岡野町　　　　　　　

下羽田町　　　　　　

下早川田町　　　　　

関川町　　　　　　　

亀井町　　　　　　　

久保町　　　　　　　

金井上町　　　　　　金屋下町　　　　　　
金屋仲町　　　　　　

金吹町　　　　　　　

駒場町　　　　　　　

君田町　　　　　　　

犬伏下町　　　　　　犬伏新町　　　　　　犬伏中町　　　　　　

広内町　　　　　　　

庚申塚町　　　　　　

高橋町　　　　　　　

高根町　　　　　　　

高砂町　　　　　　　

高山町　　　　　　　

高萩町　　　　　　　

黒袴町　　　　　　　

細内町　　　　　　　

坂下町　　　　　　　

寺岡町　　　　　　　

寺中町　　　　　　　

若宮下町　　　　　　

若宮上町　　　　　　

若宮町　　　　　　　

若松町　　　　　　　

除川　　　　　　　　

松沼町　　　　　　　

上羽田町　　　　　　

上早川田町　　　　　

上台町　　　　　　　

植下町　　　　　　　

植上町　　　　　　　

植野町　　　　　　　

瑞穂野町　　　　　　

瀬戸谷町　　　　　　

西浦町　　　　　　　

西岡新田　　　　　　

西高根町　　　　　　

西場町　　　　　　　

赤坂町　　　　　　　

千塚町　　　　　　　

浅沼町　　　　　　　

船津川町　　　　　　

足次町　　　　　　　

村上町　　　　　　　

多田木町　　　　　　

台宿町　　　　　　　
大街道（一）　　　　

大街道（三）　　　　

大街道（二）　　　　

大久保町　　　　　　

大橋町　　　　　　　

大栗町　　　　　　　

大古屋町　　　　　　

大祝町　　　　　　　

大新田町　　　　　　

大蔵町　　　　　　　

大島町　　　　　　　

大伏上町　　　　　　

大和町　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

天神町　　　　　　　

天明町　　　　　　　

田谷町　　　　　　　東広内町　　　　　　

鐙塚町　　　　　　　

日向町　　　　　　　

馬門町　　　　　　　

迫間町　　　　　　　

飯田町　　　　　　　

富岡町　　　　　　　

米山南町　　　　　　

傍示塚町　　　　　　

北茂呂町　　　　　　

堀米町　　　　　　　

免鳥町　　　　　　　

茂呂山町　　　　　　

木戸町　　　　　　　

野田町　　　　　　　

小見町　　　　　　　

小中町　　　　　　　
奈良渕町　　　　　　 富士町　　　　　　　

佐野市役所　　　　　

多々良駅　　　　　　

富田駅　　　　　　　

渡瀬駅　　　　　　　

田島駅　　　　　　　

佐野市駅　　　　　　

佐野駅　　　　　　　

堀米駅　　　　　　　

あしかがフラワーパ駅

佐波　　　　　　　　 下辺見　　　　　　　

外野　　　　　　　　 伊賀袋　　　　　　　

大堤　　　　　　　　

牧野地　　　　　　　

上辺見　　　　　　　

向古河　　　　　　　

麦倉　　　　　　　　

飯積　　　　　　　　 北川辺　　　　　　　

古河　　　　　　　　

柏戸　　　　　　　　

牛谷　　　　　　　　柳生　　　　　　　　大高島　　　　　　　
下五箇　　　　　　　

野渡　　　　　　　　

野木原　　　　　　　

南赤塚　　　　　　　野木　　　　　　　　

海老瀬　　　　　　　

丸林　　　　　　　　

友沼　　　　　　　　

渡良瀬遊水池　　　　

離　　　　　　　　　

生井　　　　　　　　

下寺前　　　　　　　

高鳥　　　　　　　　

陣屋　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

宇那根　　　　　　　

栄西　　　　　　　　

下耕地　　　　　　　
下柏戸　　　　　　　

外野下　　　　　　　

間田　　　　　　　　

久保山　　　　　　　

近新田　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

五箇　　　　　　　　

御林　　　　　　　　

高間　　　　　　　　

山越　　　　　　　　

思案橋　　　　　　　

鹿養台　　　　　　　

宿通　　　　　　　　

小合地　　　　　　　

小出山　　　　　　　

上柏戸　　　　　　　

赤保呂　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

胎蔵　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

大堀　　　　　　　　

谷新田　　　　　　　

地蔵堀　　　　　　　

築道　　　　　　　　

中下　　　　　　　　

中新田　　　　　　　

中之内　　　　　　　

中柏戸　　　　　　　

仲伊谷田　　　　　　

通　　　　　　　　　

天王宮　　　　　　　

土々原　　　　　　　

土部　　　　　　　　

藤畑　　　　　　　　

内野　　　　　　　　

南山　　　　　　　　

南八ッ田　　　　　　

峯　　　　　　　　　

北海老瀬　　　　　　

北八ッ田　　　　　　

本村　　　　　　　　

本中　　　　　　　　

矢畑　　　　　　　　

柳生新田　　　　　　

頼母子　　　　　　　

筌場　　　　　　　　

旭町（一）　　　　　
旭町（二）　　　　　

栄　　　　　　　　　

横山町（一）　　　　

横山町（三）　　　　

下山町　　　　　　　

下生井　　　　　　　

駒ヶ崎　　　　　　　

古河　　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

三杉町（一）　　　　

三杉町（二）　　　　小野袋　　　　　　　 松並（一）　　　　　

松並（二）　　　　　

西牛谷　　　　　　　

静町　　　　　　　　

泉野（一）　　　　　

中央町（一）　　　　

中央町（三）　　　　

中央町（二）　　　　

朝日野（一）　　　　

朝日野（三）　　　　朝日野（四）　　　　

朝日野（二）　　　　

長谷町　　　　　　　

東本町（一）　　　　東本町（三）　　　　
東本町（四）　　　　

東本町（二）　　　　

藤岡町下宮　　　　　

藤岡町内野　　　　　

平和町　　　　　　　

陽光台　　　　　　　

雷電町　　　　　　　

寒沢　　　　　　　　宮前　　　　　　　　

城山　　　　　　　　新町　　　　　　　　

野木町役場　　　　　

柳生駅　　　　　　　

新古河駅　　　　　　
古河駅　　　　　　　

野木駅　　　　　　　

板倉東洋大前駅　　　

板倉町　　　　　　　

都賀　　　　　　　　

高取　　　　　　　　

石川　　　　　　　　

新波　　　　　　　　
部屋　　　　　　　　

西前原　　　　　　　

緑川　　　　　　　　

富吉　　　　　　　　

中根　　　　　　　　

赤麻　　　　　　　　

甲　　　　　　　　　

大田和　　　　　　　

太田　　　　　　　　

下津原　　　　　　　
静　　　　　　　　　

曲ヶ島　　　　　　　

静戸　　　　　　　　

静和　　　　　　　　
岩舟　　　　　　　　

畳岡　　　　　　　　

古江　　　　　　　　

新里　　　　　　　　 友田　　　　　　　　

西野田　　　　　　　

西水代　　　　　　　

伯仲　　　　　　　　

榎本　　　　　　　　
南小林　　　　　　　

上泉　　　　　　　　

下泉　　　　　　　　

鏡　　　　　　　　　

寒川　　　　　　　　

迫間田　　　　　　　

生良　　　　　　　　

楢木　　　　　　　　

白鳥　　　　　　　　 本新田　　　　　　　

口傳　　　　　　　　

志山　　　　　　　　

川沼　　　　　　　　

東幡張　　　　　　　

北原　　　　　　　　

町谷町　　　　　　　

いすず　　　　　　　

宇佐宮　　　　　　　

羽黒　　　　　　　　

羽抜　　　　　　　　

瓜畑　　　　　　　　

下川岸　　　　　　　

角新田　　　　　　　

学校通　　　　　　　

株久根　　　　　　　

岸内　　　　　　　　

曲新田　　　　　　　

古橋　　　　　　　　

五区本郷　　　　　　

五斗内　　　　　　　 鯉ヶ島　　　　　　　

向山　　　　　　　　荒立　　　　　　　　

国造西　　　　　　　

国造東　　　　　　　

三横　　　　　　　　

山の腰　　　　　　　

山合　　　　　　　　

志辺　　　　　　　　

芝宮　　　　　　　　

手洗窪　　　　　　　
宿下　　　　　　　　

宿上　　　　　　　　

上サ坪　　　　　　　

上の一　　　　　　　上の二　　　　　　　
新井本郷　　　　　　

新区　　　　　　　　

水掛　　　　　　　　

西　　　　　　　　　

西の一　　　　　　　

西の二　　　　　　　

西原　　　　　　　　

西原上　　　　　　　
西原中　　　　　　　

西江川　　　　　　　

西南　　　　　　　　

静和駅前　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

赤塚　　　　　　　　

川岸　　　　　　　　

川入　　　　　　　　

太田南　　　　　　　

太田北　　　　　　　

台　　　　　　　　　

大の下　　　　　　　

大の上　　　　　　　

大の田　　　　　　　

大前向　　　　　　　

大前本郷　　　　　　

中ノ島　　　　　　　

中耕地　　　　　　　

追切　　　　　　　　

通山合　　　　　　　

鶴巻　　　　　　　　

堤外　　　　　　　　

底谷　　　　　　　　

田迎　　　　　　　　

東　　　　　　　　　

東の一　　　　　　　

東の下　　　　　　　
東の向　　　　　　　

東の上　　　　　　　

東の二　　　　　　　

東原　　　　　　　　

東江川　　　　　　　

道神　　　　　　　　

内町　　　　　　　　

馬宿　　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

部屋上　　　　　　　

部屋野　　　　　　　

並木　　　　　　　　

法花　　　　　　　　

豊後　　　　　　　　

北原下　　　　　　　

北原上　　　　　　　

北原中　　　　　　　

北中　　　　　　　　

北尾　　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

本郷西　　　　　　　

本郷東　　　　　　　

本明　　　　　　　　

茂呂　　　　　　　　

門成　　　　　　　　

林中原　　　　　　　

六人内　　　　　　　

和泉日立　　　　　　

五十畑　　　　　　　

上生井　　　　　　　藤岡町藤岡　　　　　

西友田　　　　　　　東友田　　　　　　　
大平町下高島　　　　

藤岡駅　　　　　　　

岩舟駅　　　　　　　

静和駅　　　　　　　

羽生警察署

館林警察署

佐野警察署

古河警察署

藤岡警察署
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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▲



八潮市　　　　　　　

越谷市　　　　　　　

吉川市　　　　　　　

松伏町　　　　　　　

南荻島　　　　　　　

大林　　　　　　　　

大房　　　　　　　　

弥十郎　　　　　　　

増林　　　　　　　　

増森　　　　　　　　

大成　　　　　　　　

川柳　　　　　　　　

蒲生　　　　　　　　
大間野　　　　　　　

七左　　　　　　　　

東武伊勢崎線　　　　

越谷　　　　　　　　

西新井　　　　　　　

釣上　　　　　　　　

西立野　　　　　　　

赤山　　　　　　　　安行領家　　　　　　

安行原　　　　　　　

長栄　　　　　　　　

金明　　　　　　　　

新善　　　　　　　　

弁天　　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

柿木　　　　　　　　

八篠　　　　　　　　

上口　　　　　　　　

彦川戸　　　　　　　

彦成　　　　　　　　

釆女　　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

高久　　　　　　　　

富新田　　　　　　　

皿沼　　　　　　　　

関新田　　　　　　　

深井新田　　　　　　

川富　　　　　　　　

川藤　　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

吉川　　　　　　　　

外環三郷西ＩＣ　　　

草加ＩＣ　　　　　　

埼玉高速鉄道線　　　

西前　　　　　　　　

道下　　　　　　　　

安行慈林　　　　　　

戸塚（五）　　　　　

戸塚（三）　　　　　

戸塚（二）　　　　　戸塚東（一）　　　　

長蔵新田　　　　　　

釣上新田　　　　　　

東川口（二）　　　　

堰場　　　　　　　　

屋敷附　　　　　　　

外河原　　　　　　　

岩平　　　　　　　　

境地垣根添　　　　　

戸井　　　　　　　　

根谷　　　　　　　　

根通　　　　　　　　

左敷田　　　　　　　

三輪作　　　　　　　

出津　　　　　　　　

小清水　　　　　　　

沼迎　　　　　　　　
城ノ上　　　　　　　

新栄町団地　　　　　

西川　　　　　　　　

折越　　　　　　　　

大落向　　　　　　　

中窪　　　　　　　　

中道西　　　　　　　

土合　　　　　　　　

内谷　　　　　　　　

内野合　　　　　　　

八間堀向　　　　　　

半縄下　　　　　　　

菱沼　　　　　　　　

立山　　　　　　　　

六升蒔　　　　　　　

きよみ野（一）　　　

きよみ野（三）　　　

きよみ野（四）　　　

きよみ野（二）　　　

さつき平（一）　　　さつき平（二）　　　

旭町（四）　　　　　

安行　　　　　　　　

安行吉岡　　　　　　

安行吉蔵　　　　　　安行出羽（一）　　　
安行出羽（五）　　　

安行出羽（三）　　　

安行出羽（四）　　　安行出羽（二）　　　

安行小山　　　　　　

安行西立野　　　　　

安行藤八　　　　　　

安行北谷　　　　　　

伊原（一）　　　　　

伊原（二）　　　　　

稲荷（六）　　　　　

越ヶ谷　　　　　　　

越ヶ谷（一）　　　　

越ヶ谷（五）　　　　

越ヶ谷（三）　　　　

越ヶ谷（四）　　　　
越ヶ谷本町　　　　　

下赤岩　　　　　　　

花栗（三）　　　　　花栗（四）　　　　　

花田（一）　　　　　

花田（五）　　　　　

花田（三）　　　　　

花田（四）　　　　　
花田（七）　　　　　

花田（二）　　　　　

花田（六）　　　　　

会野谷（一）　　　　

柿木町　　　　　　　

学園町　　　　　　　

蒲生（一）　　　　　

蒲生（三）　　　　　
蒲生（四）　　　　　

蒲生（二）　　　　　

蒲生愛宕町　　　　　

蒲生茜町　　　　　　
蒲生旭町　　　　　　

蒲生寿町　　　　　　

蒲生西町（一）　　　蒲生西町（二）　　　

蒲生東町　　　　　　

蒲生南町　　　　　　

蒲生本町　　　　　　

瓦曽根（一）　　　　

瓦曽根（三）　　　　

瓦曽根（二）　　　　

関新田（一）　　　　

吉川　　　　　　　　
吉川（一）　　　　　

吉川（二）　　　　　

吉川団地　　　　　　

久左衛門新田　　　　

宮本町（一）　　　　

宮本町（五）　　　　

宮本町（三）　　　　

宮本町（四）　　　　

金明町　　　　　　　

駒形　　　　　　　　

元柳田町　　　　　　

戸塚（六）　　　　　
戸塚境町　　　　　　

戸塚東（三）　　　　

戸塚東（四）　　　　

戸塚東（二）　　　　

戸塚鋏町　　　　　　

御殿町　　　　　　　

高久（一）　　　　　
高久（二）　　　　　

高富　　　　　　　　

高富（一）　　　　　

高富（二）　　　　　

笹塚　　　　　　　　

七左町（一）　　　　

七左町（五）　　　　七左町（三）　　　　
七左町（四）　　　　

七左町（七）　　　　

七左町（二）　　　　

七左町（八）　　　　

七左町（六）　　　　

松江（一）　　　　　

松江（三）　　　　　
松江（四）　　　　　

松江（六）　　　　　

上笹塚（一）　　　　上笹塚（三）　　　　

上彦名　　　　　　　

新栄（一）　　　　　

新栄（二）　　　　　

新栄町　　　　　　　

新三郷ららシティ（三

新三郷ららシティ（二

新川町（一）　　　　

新善町　　　　　　　

神明町（一）　　　　
神明町（三）　　　　

須賀　　　　　　　　

西方（一）　　　　　

西方（二）　　　　　

青柳（四）　　　　　

青柳（八）　　　　　

青柳（六）　　　　　

赤山町（一）　　　　

赤山町（五）　　　　

赤山町（三）　　　　

赤山町（四）　　　　

赤山町（二）　　　　
赤山本町　　　　　　

川柳町（一）　　　　

川柳町（五）　　　　

川柳町（三）　　　　川柳町（四）　　　　

川柳町（二）　　　　

川柳町（六）　　　　

相模町（一）　　　　

相模町（五）　　　　相模町（三）　　　　

相模町（四）　　　　

相模町（七）　　　　

相模町（二）　　　　

相模町（六）　　　　

草加（三）　　　　　草加（四）　　　　　

増森（一）　　　　　

増森（二）　　　　　

増林（一）　　　　　

増林（三）　　　　　

増林（二）　　　　　

大間野町（一）　　　
大間野町（五）　　　

大間野町（三）　　　

大間野町（四）　　　大間野町（二）　　　

大成町（一）　　　　

大成町（七）　　　　

大成町（二）　　　　
大成町（八）　　　　大成町（六）　　　　

谷中町（一）　　　　

谷中町（三）　　　　

谷中町（四）　　　　谷中町（二）　　　　

中井（一）　　　　　

中根（三）　　　　　

中川台　　　　　　　

中曽根（一）　　　　

中曽根（二）　　　　

中島（一）　　　　　
中島（三）　　　　　

長栄町　　　　　　　

長蔵（一）　　　　　
長蔵（三）　　　　　長蔵（二）　　　　　

長島　　　　　　　　

天神（一）　　　　　

登戸町　　　　　　　

東越谷（一）　　　　
東越谷（九）　　　　東越谷（五）　　　　

東越谷（三）　　　　

東越谷（四）　　　　

東越谷（七）　　　　

東越谷（十）　　　　

東越谷（二）　　　　

東越谷（八）　　　　
東越谷（六）　　　　

東川口（六）　　　　

東大沢（一）　　　　

東大沢（五）　　　　

東大沢（三）　　　　

東大沢（四）　　　　

東大沢（二）　　　　

東柳田町　　　　　　

藤兵衛新田　　　　　

道庭（一）　　　　　

鍋小路　　　　　　　

南越谷（一）　　　　

南越谷（五）　　　　

南越谷（三）　　　　

南越谷（四）　　　　

南越谷（二）　　　　

南蓮沼　　　　　　　

釆女（一）　　　　　

彦音（一）　　　　　
彦音（二）　　　　　

彦糸（一）　　　　　彦糸（二）　　　　　

彦成（一）　　　　　

彦成（三）　　　　　

彦成（四）　　　　　
彦成（二）　　　　　

彦川戸（一）　　　　彦川戸（二）　　　　

彦倉（一）　　　　　

彦野（一）　　　　　

弁天（五）　　　　　
弁天（六）　　　　　

保　　　　　　　　　保（一）　　　　　　

北越谷（一）　　　　

北越谷（五）　　　　

北越谷（三）　　　　北越谷（四）　　　　

北越谷（二）　　　　北後谷　　　　　　　

北谷（一）　　　　　

北谷（三）　　　　　

北谷（二）　　　　　

末田　　　　　　　　

木売（二）　　　　　

木売新田　　　　　　

弥栄町（一）　　　　

流通団地（一）　　　

流通団地（三）　　　

流通団地（四）　　　

流通団地（二）　　　

稲荷（五）　　　　　

青柳（二）　　　　　

弁天（二）　　　　　

旭町（五）　　　　　

原町（三）　　　　　

清門町　　　　　　　

青柳（五）　　　　　青柳（七）　　　　　

永宮　　　　　　　　外野合　　　　　　　

ゆめみ野東（四）　　
小曽川　　　　　　　 松伏　　　　　　　　上赤岩　　　　　　　 南広島　　　　　　　

八子新田　　　　　　

吉川市役所　　　　　

越谷市役所　　　　　

南越谷駅　　　　　　 吉川駅　　　　　　　

北越谷駅　　　　　　

越谷駅　　　　　　　

新越谷駅　　　　　　

蒲生駅　　　　　　　

新田駅　　　　　　　

獨協大学前駅　　　　

新三郷駅　　　　　　戸塚安行駅　　　　　

越谷レイクタウン駅　

吉川美南駅　　　　　

不動院野　　　　　　

牛島　　　　　　　　

春日部　　　　　　　

一ノ割　　　　　　　

大枝　　　　　　　　

備後　　　　　　　　

藤塚　　　　　　　　

銚子口　　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

大落古利根川　　　　

船渡　　　　　　　　
大泊　　　　　　　　

間久里　　　　　　　

恩間　　　　　　　　

大里　　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

松伏　　　　　　　　

大川戸　　　　　　　

魚沼　　　　　　　　築比地　　　　　　　

上内川　　　　　　　

下内川　　　　　　　

上花輪　　　　　　　

吉春　　　　　　　　

岩名　　　　　　　　

五木　　　　　　　　

七光台　　　　　　　

東金野井　　　　　　

西金野井　　　　　　

新宿新田　　　　　　

水角　　　　　　　　

永沼　　　　　　　　

下柳　　　　　　　　

庄和　　　　　　　　

上柳　　　　　　　　

庄和ＩＣ　　　　　　

増田新田　　　　　　

大沼（二）　　　　　
谷原（三）　　　　　

粕壁（四）　　　　　

野島　　　　　　　　

愛宕　　　　　　　　

安西　　　　　　　　

浦　　　　　　　　　

浦道　　　　　　　　

横手前　　　　　　　

沖通　　　　　　　　

荻原　　　　　　　　

屋敷前　　　　　　　

下町　　　　　　　　

干上　　　　　　　　
久太郎　　　　　　　

古川端　　　　　　　

古川通　　　　　　　

戸崎前　　　　　　　

五屋　　　　　　　　

向通　　　　　　　　

香取　　　　　　　　

香取谷　　　　　　　

今上上　　　　　　　

根郷下　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

作谷津　　　　　　　

作之内　　　　　　　

三反田　　　　　　　

山谷前　　　　　　　
宿通　　　　　　　　

沼回　　　　　　　　

沼端　　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

新川通　　　　　　　

森田前　　　　　　　

深町　　　　　　　　

水汲　　　　　　　　

水溜　　　　　　　　

勢至前　　　　　　　

西谷津　　　　　　　

船形上　　　　　　　

船形中　　　　　　　
前　　　　　　　　　

曽根田　　　　　　　

掃部　　　　　　　　

太子堂　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

築回　　　　　　　　

中居宮　　　　　　　

中里下　　　　　　　

中里上　　　　　　　

追堀　　　　　　　　

堤下　　　　　　　　

田島東　　　　　　　

島添　　　　　　　　

東前　　　　　　　　

道向　　　　　　　　

道中　　　　　　　　

禿地　　　　　　　　

内前野　　　　　　　

内田　　　　　　　　

南代　　　　　　　　

八丁目　　　　　　　

八反　　　　　　　　

武里団地　　　　　　

風早　　　　　　　　

風目　　　　　　　　

堀向　　　　　　　　

堀之内東　　　　　　

本宮　　　　　　　　

民部　　　　　　　　

野銭　　　　　　　　

柳島　　　　　　　　

溜川　　　　　　　　

六ッ割　　　　　　　

六畝　　　　　　　　

葭下　　　　　　　　

葭沼　　　　　　　　

ゆめみ野（一）　　　
ゆめみ野（五）　　　

ゆめみ野（三）　　　

ゆめみ野（二）　　　

ゆめみ野東（一）　　

ゆめみ野東（三）　　

一ノ割（一）　　　　

一ノ割（三）　　　　

一ノ割（四）　　　　

恩間新田　　　　　　

下間久里　　　　　　

岩名（一）　　　　　
岩名（二）　　　　　

宮崎　　　　　　　　

五木新町　　　　　　

五木新田　　　　　　

向畑　　　　　　　　

座生　　　　　　　　

三野宮　　　　　　　

拾壱軒　　　　　　　

春日町　　　　　　　

松葉（一）　　　　　

松葉（二）　　　　　

上花輪新町　　　　　

上間久里　　　　　　

上金崎　　　　　　　

赤崎　　　　　　　　

千間（一）　　　　　千間台西（一）　　　

千間台西（五）　　　

千間台西（三）　　　
千間台西（四）　　　

千間台西（二）　　　
千間台西（六）　　　

千間台東（一）　　　

千間台東（三）　　　
千間台東（四）　　　

千間台東（二）　　　

袋山　　　　　　　　 大吉　　　　　　　　

大松　　　　　　　　

大沼（五）　　　　　

大沼（三）　　　　　
大沼（四）　　　　　

大沼（六）　　　　　

大衾　　　　　　　　

谷吉　　　　　　　　

中野台　　　　　　　

中野台鹿島町　　　　

堤台　　　　　　　　

田中（三）　　　　　

南（五）　　　　　　

粕壁（一）　　　　　

粕壁（三）　　　　　粕壁（二）　　　　　

粕壁東（一）　　　　

粕壁東（五）　　　　
粕壁東（三）　　　　

粕壁東（四）　　　　
粕壁東（二）　　　　

粕壁東（六）　　　　

薄谷　　　　　　　　

飯沼　　　　　　　　

蕃昌　　　　　　　　

樋堀　　　　　　　　

樋籠　　　　　　　　

備後西（一）　　　　

備後西（五）　　　　

備後西（三）　　　　
備後西（四）　　　　

備後西（二）　　　　

備後東（一）　　　　

備後東（五）　　　　

備後東（三）　　　　

備後東（四）　　　　

備後東（七）　　　　

備後東（二）　　　　

備後東（八）　　　　

備後東（六）　　　　

尾崎台　　　　　　　

武里中野　　　　　　

平方　　　　　　　　

平方南町　　　　　　

米崎　　　　　　　　

米島　　　　　　　　

豊野町（一）　　　　

豊野町（三）　　　　

豊野町（二）　　　　

北川崎　　　　　　　

本田町（一）　　　　本田町（二）　　　　

弥栄町（三）　　　　

弥栄町（四）　　　　

弥栄町（二）　　　　

柳沢　　　　　　　　

緑町（六）　　　　　
六軒町　　　　　　　

一ノ割（二）　　　　

阿部　　　　　　　　
古川　　　　　　　　次郎右衛門　　　　　修理　　　　　　　　

春日部市役所　　　　

松伏町役場　　　　　

春日部駅　　　　　　

一ノ割駅　　　　　　

武里駅　　　　　　　

せんげん台駅　　　　

大袋駅　　　　　　　

藤の牛島駅　　　　　 南桜井駅　　　　　　
川間駅　　　　　　　

七光台駅　　　　　　

清水公園駅　　　　　

愛宕駅　　　　　　　

野田市駅　　　　　　

常磐自動車道　　　　

柏市　　　　　　　　

我孫子市　　　　　　

守谷市　　　　　　　

我孫子市飛地　　　　

今上　　　　　　　　

半割　　　　　　　　

半田　　　　　　　　

小谷堀　　　　　　　

早稲田　　　　　　　

鰭ケ崎　　　　　　　

流鉄流山線　　　　　

名都借　　　　　　　

流山　　　　　　　　

加　　　　　　　　　

市野谷　　　　　　　

下花輪　　　　　　　

大畔　　　　　　　　

東武野田線　　　　　

十余二　　　　　　　

中野久木　　　　　　

利根運河　　　　　　

こうのす台　　　　　

大青田　　　　　　　

柏ＩＣ　　　　　　　

小青田　　　　　　　

大室　　　　　　　　

花野井　　　　　　　

若柴　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

豊四季　　　　　　　

名戸ヶ谷　　　　　　

増尾　　　　　　　　

戸張　　　　　　　　

柏　　　　　　　　　

松ヶ崎　　　　　　　

根戸　　　　　　　　

布施　　　　　　　　

流山ＩＣ　　　　　　

三郷料金所ＳＩＣ　　

関新田（二）　　　　

鹿見塚　　　　　　　

新三郷ららシティ（一

伊勢原　　　　　　　

翁原　　　　　　　　

下大塚　　　　　　　

館林　　　　　　　　

宮ノ内　　　　　　　

原畑　　　　　　　　

呼塚　　　　　　　　

向根　　　　　　　　

鴻ノ巣　　　　　　　

笹原　　　　　　　　

寺下前　　　　　　　

宿ノ後　　　　　　　

宿畑　　　　　　　　

小川向　　　　　　　

小渡　　　　　　　　

上野台子　　　　　　

台ノ山　　　　　　　
中花崎　　　　　　　

天王前　　　　　　　

殿内　　　　　　　　

東下ノ台　　　　　　

入谷津　　　　　　　

北庚塚　　　　　　　

北小橋　　　　　　　

葉能田　　　　　　　

あかね町　　　　　　

あけぼの（一）　　　

あけぼの（五）　　　

あけぼの（三）　　　

あけぼの（四）　　　

あけぼの（二）　　　

かやの町　　　　　　

つくしが丘（一）　　
つくしが丘（四）　　

ひばりが丘　　　　　

みどり台（一）　　　
みどり台（三）　　　

みどり台（四）　　　

みどり台（二）　　　

旭町（八）　　　　　

旭町（六）　　　　　

永楽台（一）　　　　
永楽台（三）　　　　

永楽台（二）　　　　

加（一）　　　　　　

加（五）　　　　　　

加（三）　　　　　　
加（四）　　　　　　

加（二）　　　　　　

加（六）　　　　　　

加藤　　　　　　　　

関場町　　　　　　　

亀甲台町（一）　　　
亀甲台町（二）　　　

吉屋　　　　　　　　
吉屋（二）　　　　　

吉野沢　　　　　　　

宮園（一）　　　　　

宮園（三）　　　　　

宮園（二）　　　　　

桐ヶ谷　　　　　　　

駒木台　　　　　　　

古間木　　　　　　　

後谷　　　　　　　　

後平井　　　　　　　

向原町　　　　　　　

向小金（一）　　　　

向小金（三）　　　　

向小金（二）　　　　

幸田　　　　　　　　

幸田（一）　　　　　幸田（五）　　　　　

幸田（三）　　　　　
幸田（二）　　　　　

江戸川台西（一）　　

江戸川台西（三）　　江戸川台西（四）　　

江戸川台西（二）　　江戸川台東（一）　　

江戸川台東（三）　　

江戸川台東（四）　　

江戸川台東（二）　　

今谷上町　　　　　　

三郷（一）　　　　　

三郷（三）　　　　　

三郷（二）　　　　　

三輪野江　　　　　　

三輪野江（二）　　　

三輪野山　　　　　　

三輪野山（一）　　　

三輪野山（五）　　　

三輪野山（三）　　　
三輪野山（四）　　　

三輪野山（二）　　　

思井　　　　　　　　

篠籠田　　　　　　　

芝崎　　　　　　　　

若葉台　　　　　　　

十太夫　　　　　　　

宿連寺　　　　　　　

小屋　　　　　　　　

松ヶ丘（五）　　　　

松ヶ丘（六）　　　　

松葉町（一）　　　　
松葉町（五）　　　　

松葉町（三）　　　　

松葉町（四）　　　　
松葉町（七）　　　　

松葉町（二）　　　　

松葉町（六）　　　　

上貝塚　　　　　　　

上新宿　　　　　　　

上新宿新田　　　　　

新十余二　　　　　　

新柏（一）　　　　　

新柏（三）　　　　　

新柏（四）　　　　　

新柏（二）　　　　　

新富町（二）　　　　

仁蔵　　　　　　　　

正連寺　　　　　　　

西原（五）　　　　　
西原（四）　　　　　

西原（七）　　　　　
西原（六）　　　　　

西初石（一）　　　　

西初石（五）　　　　

西初石（三）　　　　
西初石（四）　　　　

西初石（二）　　　　

西初石（六）　　　　

西松ヶ丘（一）　　　

西深井　　　　　　　

西柏台（一）　　　　
西柏台（二）　　　　

西平井　　　　　　　

青田　　　　　　　　

千代田（一）　　　　

千代田（三）　　　　

前ヶ崎　　　　　　　

前間　　　　　　　　

前平井　　　　　　　

早稲田（一）　　　　

早稲田（五）　　　　
早稲田（三）　　　　

早稲田（四）　　　　

早稲田（七）　　　　

早稲田（二）　　　　

早稲田（八）　　　　

早稲田（六）　　　　

台田（三）　　　　　

大金平（五）　　　　

大金平（四）　　　　

大広戸　　　　　　　

大山台（一）　　　　

大山台（二）　　　　

大津ケ丘（三）　　　

大塚町　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中央町　　　　　　　

中金杉（一）　　　　

中金杉（三）　　　　

中十余二　　　　　　

中島（二）　　　　　

長崎（二）　　　　　

土場　　　　　　　　

東初石（一）　　　　

東初石（五）　　　　

東初石（三）　　　　

東初石（四）　　　　

東初石（二）　　　　

東初石（六）　　　　

東上町　　　　　　　

東深井　　　　　　　

東台本町　　　　　　

東柏（一）　　　　　

東柏（二）　　　　　

南柏（一）　　　　　南柏（二）　　　　　

南流山（一）　　　　

南流山（五）　　　　

南流山（三）　　　　
南流山（四）　　　　南流山（七）　　　　

南流山（八）　　　　南流山（六）　　　　

二ツ沼（二）　　　　

日立台（一）　　　　

日立台（二）　　　　

柏　　　　　　　　　

柏（一）　　　　　　

柏（五）　　　　　　

柏（三）　　　　　　

柏（四）　　　　　　柏（七）　　　　　　

柏（二）　　　　　　

柏（六）　　　　　　

柏の葉（一）　　　　

柏の葉（五）　　　　

柏の葉（三）　　　　

柏の葉（四）　　　　

柏の葉（二）　　　　

柏の葉（六）　　　　

柏下　　　　　　　　

飯島　　　　　　　　

美原（一）　　　　　

美原（三）　　　　　
美原（四）　　　　　

美原（二）　　　　　

美田　　　　　　　　

彦成（五）　　　　　

富里（一）　　　　　
富里（三）　　　　　

平賀　　　　　　　　

平方新田　　　　　　

平方村新田　　　　　

平和台（五）　　　　

豊四季台（一）　　　

豊四季台（三）　　　

豊四季台（四）　　　豊四季台（二）　　　

豊住（一）　　　　　
豊住（五）　　　　　

豊住（三）　　　　　

豊住（四）　　　　　

豊住（二）　　　　　

豊上町　　　　　　　

豊町（一）　　　　　

豊町（二）　　　　　

豊平町　　　　　　　

北柏（一）　　　　　

北柏（五）　　　　　

北柏（三）　　　　　

北柏（四）　　　　　

北柏（二）　　　　　

北柏台　　　　　　　

名戸ヶ谷（一）　　　

明原（一）　　　　　

明原（三）　　　　　

明原（四）　　　　　明原（二）　　　　　

茂田井　　　　　　　

野々下（一）　　　　

野々下（五）　　　　野々下（三）　　　　

野々下（四）　　　　

野々下（二）　　　　
野々下（六）　　　　

流山（一）　　　　　

流山（九）　　　　　

流山（三）　　　　　

流山（七）　　　　　

流山（八）　　　　　

流山（六）　　　　　 緑ヶ丘　　　　　　　

幸田（四）　　　　　

今上下　　　　　　　
島　　　　　　　　　

流山市役所　　　　　

柏市役所　　　　　　

三郷駅　　　　　　　

南流山駅　　　　　　

南柏駅　　　　　　　

北柏駅　　　　　　　

運河駅　　　　　　　

江戸川台駅　　　　　

初石駅　　　　　　　

豊四季駅　　　　　　

柏駅　　　　　　　　

新柏駅　　　　　　　

流山駅　　　　　　　

平和台駅　　　　　　

鰭ヶ崎駅　　　　　　

南流山駅　　　　　　

流山セントラルパーク

流山おおたかの森駅　

柏の葉キャンパス駅　

柏たなか駅　　　　　

坂東市　　　　　　　

野田市　　　　　　　

常総市　　　　　　　

つくばみらい市　　　
矢作新田　　　　　　

船形　　　　　　　　

目吹　　　　　　　　

利根川　　　　　　　

木野崎　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

鶴奉　　　　　　　　

大殿井　　　　　　　

二ッ塚　　　　　　　

三ッ堀　　　　　　　

三ヶ尾　　　　　　　

船戸　　　　　　　　

高野　　　　　　　　

鈴塚　　　　　　　　

大柏　　　　　　　　
野木崎　　　　　　　

立沢　　　　　　　　

関東鉄道常総線　　　

板戸井　　　　　　　

内守谷　　　　　　　

鹿小路　　　　　　　

鬼怒川　　　　　　　

谷和原ＩＣ　　　　　
筒戸　　　　　　　　

鬼長　　　　　　　　

小絹　　　　　　　　

寺畑　　　　　　　　

細代　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

船形下　　　　　　　

下香　　　　　　　　

下川岸　　　　　　　

下馬木　　　　　　　

下矢作　　　　　　　

灰毛　　　　　　　　

角釜　　　　　　　　

亀山　　　　　　　　

宮戸本田　　　　　　

古箸　　　　　　　　

後田　　　　　　　　

向崎　　　　　　　　

向地　　　　　　　　

向坪　　　　　　　　

今上上下谷　　　　　

根崎　　　　　　　　

根切　　　　　　　　

上坪　　　　　　　　

新山　　　　　　　　

西新田　　　　　　　

西板戸井　　　　　　

赤松　　　　　　　　

前坪　　　　　　　　

台川端　　　　　　　

大柏新田　　　　　　

大並　　　　　　　　

樽井　　　　　　　　

中地　　　　　　　　

中之台　　　　　　　

仲坪　　　　　　　　

長ノ入　　　　　　　

天神　　　　　　　　

東新田　　　　　　　

東板戸井　　　　　　

内宿　　　　　　　　

二重堀　　　　　　　

白田　　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　

米の城　　　　　　　

辺田前　　　　　　　

本田　　　　　　　　

目吹一区　　　　　　

目吹五区　　　　　　

目吹三区　　　　　　

目吹四区　　　　　　

目吹二区　　　　　　

目吹六区　　　　　　

野口　　　　　　　　

柳耕地　　　　　　　

けやき台（五）　　　

けやき台（三）　　　

けやき台（四）　　　

けやき台（六）　　　

ひがし野（一）　　　

下三ケ尾　　　　　　

花井　　　　　　　　
花井（一）　　　　　

久保ヶ丘（一）　　　久保ヶ丘（三）　　　

久保ヶ丘（四）　　　

久保ヶ丘（二）　　　

金杉　　　　　　　　

絹の台（一）　　　　

絹の台（五）　　　　

絹の台（三）　　　　

絹の台（四）　　　　

絹の台（七）　　　　

絹の台（二）　　　　

絹の台（六）　　　　

御所ヶ丘（五）　　　
御所ヶ丘（三）　　　

御所ヶ丘（四）　　　御所ヶ丘（二）　　　

山崎貝塚町　　　　　

山崎梅の台　　　　　

守谷　　　　　　　　

松ヶ丘（七）　　　　

松前台（一）　　　　松前台（五）　　　　

松前台（三）　　　　

松前台（四）　　　　

松前台（七）　　　　

松前台（二）　　　　
松前台（六）　　　　

松並　　　　　　　　

上三ケ尾　　　　　　

上小目　　　　　　　杉下　　　　　　　　西ノ台　　　　　　　

西ノ台南　　　　　　

西三ケ尾　　　　　　

船戸山高野　　　　　

大山新田　　　　　　

大木　　　　　　　　

堤根　　　　　　　　

内守谷町　　　　　　

内守谷町きぬの里（一

内守谷町きぬの里（三内守谷町きぬの里（二

百合ヶ丘（一）　　　

百合ヶ丘（三）　　　

百合ヶ丘（二）　　　

法師戸　　　　　　　

薬師台（一）　　　　

薬師台（五）　　　　

薬師台（四）　　　　薬師台（七）　　　　

薬師台（六）　　　　

莚打　　　　　　　　

下　　　　　　　　　

古谷　　　　　　　　
中矢作　　　　　　　

田新田　　　　　　　

米山　　　　　　　　
十和　　　　　　　　

梅郷駅　　　　　　　

小絹駅　　　　　　　

新守谷駅　　　　　　

野田市役所　　　　　

守谷市役所　　　　　
守谷駅　　　　　　　

越谷警察署

草加警察署

吉川警察署

春日部警察署

流山警察署

柏警察署

野田警察署
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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▲



野田市　　　　　　　

春日部市　　　　　　

境町　　　　　　　　

木立　　　　　　　　

下吉羽　　　　　　　

惣新田　　　　　　　

神扇　　　　　　　　

長間　　　　　　　　

鷲巣　　　　　　　　

木野川　　　　　　　

深輪　　　　　　　　

椿　　　　　　　　　

佐左エ門　　　　　　

並塚　　　　　　　　

才羽　　　　　　　　

北蓮沼　　　　　　　

榎　　　　　　　　　

倉常　　　　　　　　

椚　　　　　　　　　

神間　　　　　　　　

宝珠花　　　　　　　

関宿　　　　　　　　東宝珠花　　　　　　

次本　　　　　　　　

柏寺　　　　　　　　
江戸川　　　　　　　

中戸　　　　　　　　

高野　　　　　　　　

新田戸　　　　　　　

桐ヶ作　　　　　　　

古布内　　　　　　　

前村　　　　　　　　

木間ヶ瀬　　　　　　

丸井　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

寺久　　　　　　　　

長須　　　　　　　　

百戸　　　　　　　　

金岡　　　　　　　　

外郷内裏　　　　　　

裏本郷　　　　　　　

本島　　　　　　　　

メ切　　　　　　　　
粟怒田　　　　　　　

一ッ谷　　　　　　　

茨台　　　　　　　　

烏内　　　　　　　　

羽貫　　　　　　　　

羽金　　　　　　　　

運上野新田　　　　　

屋敷添　　　　　　　

下根　　　　　　　　

下谷中　　　　　　　

下納谷　　　　　　　

街道　　　　　　　　

丸井下　　　　　　　

郷台　　　　　　　　

原田　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

古川通　　　　　　　

五斗蒔　　　　　　　

向ノ内　　　　　　　

向地　　　　　　　　

荒久　　　　　　　　
荒京　　　　　　　　

香取前　　　　　　　

高須賀新田　　　　　

鴻ノ巣　　　　　　　

根羽　　　　　　　　

根橋　　　　　　　　

砂島　　　　　　　　

砂南　　　　　　　　

三角山　　　　　　　

山坪　　　　　　　　

志多田　　　　　　　

志部前堀　　　　　　

七曲　　　　　　　　

若林新田　　　　　　

若林本田　　　　　　

若林蓮台　　　　　　

出洲　　　　　　　　

小作　　　　　　　　
小沼　　　　　　　　

松ノ台　　　　　　　

松野木　　　　　　　

照市　　　　　　　　

上久保　　　　　　　

上納谷　　　　　　　

新河岸　　　　　　　

新切戸東　　　　　　

新田浦　　　　　　　

新敷　　　　　　　　

深川　　　　　　　　

須釜　　　　　　　　

杉山　　　　　　　　

菅島　　　　　　　　

石宮　　　　　　　　

石神　　　　　　　　川敷　　　　　　　　

川敷通　　　　　　　

扇名　　　　　　　　

相野谷　　　　　　　

打田西　　　　　　　

打田東　　　　　　　

中瀬　　　　　　　　

内野堤根　　　　　　

八町　　　　　　　　

武者土　　　　　　　

米野谷　　　　　　　

坊合　　　　　　　　

北通　　　　　　　　

堀の内　　　　　　　

木塚　　　　　　　　

柳島　　　　　　　　

和田沼　　　　　　　

みむら　　　　　　　

芦橋　　　　　　　　

遠野　　　　　　　　

下宇和田　　　　　　

下吉妻　　　　　　　

花島　　　　　　　　

関宿元町　　　　　　

関宿内町　　　　　　

広戸沼　　　　　　　

佐左ヱ門　　　　　　

細野　　　　　　　　

上宇和田　　　　　　

上吉妻　　　　　　　

親野井　　　　　　　

西高野　　　　　　　

西親野井　　　　　　

西宝珠花　　　　　　

中戸谷津　　　　　　

東高野　　　　　　　

平成　　　　　　　　

木間ケ瀬新田　　　　

木津内　　　　　　　

目沼　　　　　　　　

屏風　　　　　　　　

槇野地　　　　　　　

中下町　　　　　　　 一ノ谷　　　　　　　
関宿台町　　　　　　

西関宿　　　　　　　

首都圏中央連絡自動車

古河市　　　　　　　

五霞町　　　　　　　

坂東市飛地　　　　　

境町飛地　　　　　　

葛生　　　　　　　　
久能　　　　　　　　

駒羽根　　　　　　　磯部　　　　　　　　

山王山　　　　　　　

幸主　　　　　　　　

関宿　　　　　　　　

借宿　　　　　　　　

伏木　　　　　　　　

浦向　　　　　　　　

染谷　　　　　　　　

下小橋　　　　　　　

大歩　　　　　　　　

内門本田　　　　　　

栗山　　　　　　　　
蛇池　　　　　　　　

上小橋　　　　　　　

境　　　　　　　　　

塚崎　　　　　　　　 長井戸　　　　　　　

稲尾　　　　　　　　

谷貝　　　　　　　　

東山田　　　　　　　

恩名　　　　　　　　

長左ェ門新田　　　　

逆井　　　　　　　　

大房　　　　　　　　

菅谷　　　　　　　　

生子　　　　　　　　

五霞ＩＣ　　　　　　

境古河ＩＣ　　　　　

下分　　　　　　　　

相郷　　　　　　　　

東磯部　　　　　　　

大福田　　　　　　　

井草新田　　　　　　

井草本田　　　　　　

釜口　　　　　　　　

喜五郎　　　　　　　

駒羽根団地　　　　　

向新田　　　　　　　

向坪　　　　　　　　

砂崎　　　　　　　　

坂花町　　　　　　　

三ッ矢　　　　　　　

山神町　　　　　　　

山西　　　　　　　　

七軒　　　　　　　　

住吉町　　　　　　　

十九丁　　　　　　　

小立野　　　　　　　

松岡町　　　　　　　

松山坪　　　　　　　

沼の田　　　　　　　

沼影　　　　　　　　

上谷中　　　　　　　

新吉町　　　　　　　

新々田　　　　　　　

菅西　　　　　　　　

菅南　　　　　　　　

菅北　　　　　　　　

正面　　　　　　　　

西生子　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

赤松　　　　　　　　

大綱　　　　　　　　

築越　　　　　　　　

中生子西　　　　　　中生子東　　　　　　

中大歩　　　　　　　

天王木　　　　　　　

道正内　　　　　　　

二ツヤ坪　　　　　　

二ッ釜　　　　　　　

番田　　　　　　　　

伏木中部　　　　　　

伏木南部　　　　　　

伏木北部　　　　　　

福原　　　　　　　　

米倉　　　　　　　　

北向内　　　　　　　

北生子　　　　　　　

薬師町　　　　　　　

六保　　　　　　　　

下砂井　　　　　　　

関宿江戸町　　　　　

関宿三軒家　　　　　

関宿町　　　　　　　

小福田　　　　　　　

水海　　　　　　　　

西泉田　　　　　　　

町水海　　　　　　　

長左エ門新田　　　　

内水海　　　　　　　

内門　　　　　　　　
陽光台（一）　　　　

陽光台（二）　　　　

原山　　　　　　　　柳橋　　　　　　　　

境町役場　　　　　　

常総市　　　　　　　

つくばみらい市　　　

矢作　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

桐木　　　　　　　　

辺田　　　　　　　　

菅生沼　　　　　　　

神田山　　　　　　　猫実　　　　　　　　

保組　　　　　　　　

大口新田　　　　　　

便無　　　　　　　　

幸田新田　　　　　　

勘助新田　　　　　　

馬立　　　　　　　　

弓田　　　　　　　　

冨田　　　　　　　　

駒跿　　　　　　　　

上出島　　　　　　　

上岩井　　　　　　　

岩井　　　　　　　　

鵠戸　　　　　　　　

内野山　　　　　　　

大生郷新田　　　　　

大生郷　　　　　　　

笹塚新田　　　　　　

貝置　　　　　　　　

大塚戸　　　　　　　

坂手　　　　　　　　

川又　　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

常総　　　　　　　　

横曽根　　　　　　　

飯沼　　　　　　　　

羽生　　　　　　　　

三坂新田　　　　　　

大口　　　　　　　　

水海道有料道路　　　

五区　　　　　　　　

四区　　　　　　　　

芋内　　　　　　　　

遠久保　　　　　　　 遠大久保　　　　　　

岡ノ内　　　　　　　

沖ノ内　　　　　　　

桶道　　　　　　　　

下羽生　　　　　　　

下花島　　　　　　　

下大輪　　　　　　　

下谷原　　　　　　　

下猫実　　　　　　　

河原新田　　　　　　

釜前　　　　　　　　

原口　　　　　　　　

五家　　　　　　　　

後宿　　　　　　　　

向丘　　　　　　　　

江島　　　　　　　　

根新田　　　　　　　

砂場　　　　　　　　

細井　　　　　　　　

三区　　　　　　　　

四ッ家　　　　　　　

時信　　　　　　　　

鹿東　　　　　　　　

篠山　　　　　　　　

十家　　　　　　　　

上口　　　　　　　　

上大口　　　　　　　

上大輪　　　　　　　

上猫実　　　　　　　

上矢作　　　　　　　

西横町　　　　　　　

浅間下　　　　　　　

然山　　　　　　　　

台羽生　　　　　　　

築地　　　　　　　　

中大輪　　　　　　　

東横町　　　　　　　

東信団地　　　　　　

藤田　　　　　　　　

内久根　　　　　　　

南本田桜　　　　　　

二区　　　　　　　　

白畑　　　　　　　　

八幡横町　　　　　　

飯田山　　　　　　　
浜　　　　　　　　　

報恩寺　　　　　　　

北呂山　　　　　　　

満蔵　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

立川　　　　　　　　

溜井　　　　　　　　

みどり町　　　　　　

伊左衛門新田町　　　

羽生町　　　　　　　

横曽根新田町　　　　

沖新田町　　　　　　

下出島　　　　　　　

花島町　　　　　　　

岩井　　　　　　　　

五郎兵衛新田町　　　

幸神平　　　　　　　
幸田　　　　　　　　

坂手町　　　　　　　

三坂新田町　　　　　

小山戸町　　　　　　

庄右衛門新田　　　　

神田山新田　　　　　

水海道栄町　　　　　

水海道亀岡町　　　　

水海道橋本町　　　　

水海道元町　　　　　

水海道高野町　　　　

水海道山田町　　　　

水海道森下町　　　　

水海道諏訪町　　　　

水海道川又町　　　　

水海道天満町　　　　

水海道宝町　　　　　水海道本町　　　　　

水海道渕頭町　　　　

菅生町　　　　　　　

大生郷町　　　　　　

大谷口　　　　　　　
大塚戸町　　　　　　

大輪町　　　　　　　

中妻町　　　　　　　

猫実新田　　　　　　

平八新田　　　　　　

豊岡町　　　　　　　

笹塚新田町　　　　　

一区　　　　　　　　 山戸内　　　　　　　
上花島　　　　　　　

三坂町　　　　　　　

大馬新田　　　　　　

常総ＩＣ　　　　　　

坂東市役所　　　　　

常総市役所　　　　　

水海道駅　　　　　　

北水海道駅　　　　　

中妻駅　　　　　　　

三妻駅　　　　　　　

坂東市　　　　　　　

半谷　　　　　　　　

猿島　　　　　　　　
生子新田　　　　　　

三坂　　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

舘方　　　　　　　　

石下　　　　　　　　

国生　　　　　　　　

蔵持　　　　　　　　

古間木　　　　　　　

鴻野山　　　　　　　

崎房　　　　　　　　

芦ヶ谷　　　　　　　

村貫　　　　　　　　

蕗田　　　　　　　　
仁江戸　　　　　　　

皆葉　　　　　　　　

鎌庭　　　　　　　　
宗道　　　　　　　　

長萱　　　　　　　　

鯨　　　　　　　　　

亀崎　　　　　　　　

加養　　　　　　　　

関東鉄道常総線　　　

坂東ＩＣ　　　　　　

道前　　　　　　　　

井岡　　　　　　　　

沖三坂　　　　　　　

柿沢　　　　　　　　

刈浜　　　　　　　　

御料　　　　　　　　

根古内　　　　　　　

山の神　　　　　　　

上三坂　　　　　　　

深井　　　　　　　　

諏訪山　　　　　　　

西村　　　　　　　　

村貫西　　　　　　　

台刈　　　　　　　　

中三坂　　　　　　　

中北　　　　　　　　

仲坪　　　　　　　　

芦ヶ谷新田　　　　　

伊古立　　　　　　　

羽子　　　　　　　　

鬼怒　　　　　　　　

栗山新田　　　　　　

古間木沼新田　　　　

古間木新田　　　　　

向石下　　　　　　　

鴻野山新田　　　　　左平太新田　　　　　

若宮戸　　　　　　　

収納谷　　　　　　　

渋田　　　　　　　　

小保川　　　　　　　

新石下　　　　　　　

蔵持新田　　　　　　

孫兵ヱ新田　　　　　

大間木　　　　　　　

大生郷新田町　　　　

大沢新田　　　　　　

中沼　　　　　　　　

唐崎　　　　　　　　

東蕗田　　　　　　　

東野原　　　　　　　

馬場新田　　　　　　

平内　　　　　　　　

本宗道　　　　　　　

本石下　　　　　　　

村貫東　　　　　　　
二本紀　　　　　　　

玉村駅　　　　　　　

宗道駅　　　　　　　

南石下駅　　　　　　

石下駅　　　　　　　

境警察署

常総警察署
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野木町　　　　　　　

六軒　　　　　　　　

南和泉　　　　　　　南飯田　　　　　　　

潤島　　　　　　　　若林　　　　　　　　

川田　　　　　　　　

佐川野　　　　　　　

小堤　　　　　　　　

女沼　　　　　　　　

関戸　　　　　　　　 稲宮　　　　　　　　

上大野　　　　　　　

上片田　　　　　　　
駒込　　　　　　　　

上和田　　　　　　　

下片田　　　　　　　

五部　　　　　　　　

諸川　　　　　　　　

大和田　　　　　　　

新和田　　　　　　　

仁連　　　　　　　　

三和　　　　　　　　

東諸川　　　　　　　

下尾崎　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

瀬戸屋敷　　　　　　

加下間　　　　　　　

下内　　　　　　　　

間中橋　　　　　　　

水口　　　　　　　　

塩本　　　　　　　　

西大山　　　　　　　

成田　　　　　　　　

山川新宿　　　　　　

連縄田　　　　　　　

七五三場　　　　　　

江川大町　　　　　　大戦防　　　　　　　

大木　　　　　　　　

遠高野　　　　　　　

御門　　　　　　　　

座又　　　　　　　　

磯の宮　　　　　　　

一ッ木　　　　　　　

遠新田　　　　　　　

久伝　　　　　　　　

権現久保　　　　　　

原紺屋　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

古内　　　　　　　　

御林新田　　　　　　

荒井原　　　　　　　

砂久保　　　　　　　

札野　　　　　　　　

芝崎　　　　　　　　

出山　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

上根　　　　　　　　

新堀東　　　　　　　

新明町　　　　　　　

新立　　　　　　　　

仁連御辺　　　　　　 仁連江口　　　　　　

大町新田　　　　　　

東茂呂　　　　　　　

南茂呂　　　　　　　

廿十五里寺　　　　　

日の出　　　　　　　
柏山　　　　　　　　

武井新田　　　　　　

北新田　　　　　　　

北茂呂　　　　　　　

本田　　　　　　　　

江川新宿　　　　　　

新宿新田　　　　　　

西間中橋　　　　　　

善右ェ門新田　　　　

大戸新田　　　　　　

東間中橋　　　　　　

東牛谷　　　　　　　

南間中橋　　　　　　

平塚　　　　　　　　

北間中橋　　　　　　

北山田　　　　　　　

北南茂呂　　　　　　

大木新田　　　　　　

古河市役所　　　　　

楓山　　　　　　　　

東野田　　　　　　　平和　　　　　　　　

東北新幹線　　　　　

東黒田　　　　　　　

田間　　　　　　　　

間々田　　　　　　　

上成　　　　　　　　

西黒田　　　　　　　

横倉　　　　　　　　網戸　　　　　　　　

雨ヶ谷　　　　　　　千駄塚　　　　　　　

繁昌塚　　　　　　　結城市　　　　　　　藤塚　　　　　　　　

粟宮　　　　　　　　

東北本線　　　　　　

小田林　　　　　　　

間中　　　　　　　　

外城　　　　　　　　
土塔　　　　　　　　

石ノ上　　　　　　　萩島　　　　　　　　

小袋　　　　　　　　

中久喜　　　　　　　

小山　　　　　　　　下石塚　　　　　　　 小山市　　　　　　　

萱橋　　　　　　　　生駒　　　　　　　　

上野原　　　　　　　上石塚　　　　　　　

下初田　　　　　　　

立木　　　　　　　　

喜沢　　　　　　　　

下河原田　　　　　　

大川島　　　　　　　

猿内　　　　　　　　

荻原　　　　　　　　

下の宮　　　　　　　

下立木　　　　　　　

蒲原　　　　　　　　

公達　　　　　　　　

向田端　　　　　　　

向野北　　　　　　　

荒屋敷　　　　　　　

鷺ノ谷　　　　　　　

皿窪　　　　　　　　

四ッ京　　　　　　　

思水ヶ丘　　　　　　

寺野　　　　　　　　

出井東　　　　　　　

上の宮　　　　　　　

上海道　　　　　　　

城の内　　　　　　　

新堤仲通り　　　　　

新福寺　　　　　　　

仁軒地　　　　　　　

西黒田下　　　　　　

西黒田上　　　　　　

西黒田中　　　　　　

西町　　　　　　　　

川木谷　　　　　　　

船場　　　　　　　　

善長寺　　　　　　　

大蕊　　　　　　　　

竹親会　　　　　　　

鉢形南　　　　　　　

百目貫　　　　　　　

房山　　　　　　　　

立の山　　　　　　　

立町　　　　　　　　
みどり町（二）　　　

粟宮（一）　　　　　

稲葉郷　　　　　　　

雨ヶ谷新田　　　　　

駅東通り（一）　　　

駅東通り（三）　　　

駅東通り（二）　　　

駅南町（一）　　　　
駅南町（五）　　　　

駅南町（三）　　　　

駅南町（四）　　　　
駅南町（二）　　　　駅南町（六）　　　　

横倉新田　　　　　　

乙女　　　　　　　　

乙女（一）　　　　　

乙女（三）　　　　　

乙女（二）　　　　　

下国府塚　　　　　　

花垣町（一）　　　　

花垣町（二）　　　　

暁（一）　　　　　　

暁（三）　　　　　　

暁（二）　　　　　　

結城作　　　　　　　

犬塚（一）　　　　　
犬塚（五）　　　　　

犬塚（三）　　　　　犬塚（四）　　　　　

犬塚（二）　　　　　

五助　　　　　　　　

向原新田　　　　　　

三峯（一）　　　　　三峯（二）　　　　　

若木町（一）　　　　若木町（三）　　　　
若木町（二）　　　　

上国府塚　　　　　　

上山川　　　　　　　

城山町（三）　　　　

城東（一）　　　　　

城東（五）　　　　　

城東（三）　　　　　城東（四）　　　　　

城東（七）　　　　　

城東（二）　　　　　

城東（六）　　　　　

城北（一）　　　　　

城北（五）　　　　　
城北（三）　　　　　

城北（四）　　　　　

城北（二）　　　　　

城北（六）　　　　　

神山（一）　　　　　神山（二）　　　　　神鳥谷（一）　　　　

神鳥谷（五）　　　　神鳥谷（四）　　　　

神鳥谷（二）　　　　

西城南（一）　　　　

西城南（五）　　　　

西城南（三）　　　　

西城南（四）　　　　
西城南（七）　　　　

西城南（二）　　　　

西城南（六）　　　　

川木谷（一）　　　　

大行寺　　　　　　　

中久喜（一）　　　　

中久喜（五）　　　　

中久喜（三）　　　　

中久喜（四）　　　　

中久喜（二）　　　　

天神町（一）　　　　

東間々田（一）　　　

東間々田（三）　　　

東間々田（二）　　　

東城南（一）　　　　

東城南（五）　　　　

東城南（三）　　　　東城南（四）　　　　

東城南（二）　　　　

南乙女（一）　　　　

南乙女（二）　　　　

美しが丘（一）　　　

美しが丘（三）　　　
美しが丘（二）　　　

本郷町（一）　　　　

本郷町（三）　　　　
本郷町（二）　　　　

下出井　　　　　　　
喜沢東　　　　　　　白髭　　　　　　　　

立木上　　　　　　　
今里　　　　　　　　

小山市役所　　　　　

小山駅　　　　　　　

間々田駅　　　　　　

小田林駅　　　　　　

八千代町　　　　　　

下妻市　　　　　　　

八千代　　　　　　　

東大山　　　　　　　

貝谷　　　　　　　　

沼森　　　　　　　　

野爪　　　　　　　　

久下田　　　　　　　

高崎　　　　　　　　

大渡戸　　　　　　　

芳賀崎　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

粕礼　　　　　　　　

黒子　　　　　　　　

梶内　　　　　　　　

関館　　　　　　　　

藤ヶ谷　　　　　　　

上野　　　　　　　　

花橋　　　　　　　　

花田　　　　　　　　

江　　　　　　　　　

黒駒　　　　　　　　

尻手　　　　　　　　

渋井　　　　　　　　

桐ヶ瀬　　　　　　　

若柳　　　　　　　　

横根　　　　　　　　

中居指　　　　　　　

下妻　　　　　　　　

堀篭　　　　　　　　

砂沼　　　　　　　　

戸呂賦　　　　　　　

古宿新田　　　　　　

旭　　　　　　　　　

磯山　　　　　　　　

稲荷山　　　　　　　

越戸　　　　　　　　

下子町　　　　　　　

下藤ヶ谷　　　　　　

久目　　　　　　　　

広小路　　　　　　　

黒駒川岸　　　　　　

根ノ谷　　　　　　　

桜塚　　　　　　　　

三道地　　　　　　　

芝山　　　　　　　　

小野子　　　　　　　

松岡　　　　　　　　

上半谷　　　　　　　

上野西郷　　　　　　

西古沢　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

前法内　　　　　　　

相原山　　　　　　　

追立　　　　　　　　

東古沢　　　　　　　

南宿　　　　　　　　

南坪　　　　　　　　

不動宿　　　　　　　

福代地　　　　　　　

牧本　　　　　　　　

下宮　　　　　　　　

下妻　　　　　　　　

下木戸　　　　　　　

苅橋　　　　　　　　

関舘　　　　　　　　

関本下　　　　　　　

古沢　　　　　　　　

砂沼新田　　　　　　

坂井　　　　　　　　

坂本新田　　　　　　

若　　　　　　　　　

小野子町　　　　　　

水海道　　　　　　　

数須　　　　　　　　

瀬戸井　　　　　　　

西保末　　　　　　　

石の宮　　　　　　　

赤須　　　　　　　　

川尻　　　　　　　　

袋畑　　　　　　　　

大里　　　　　　　　

谷田部　　　　　　　

筑波島　　　　　　　

田町　　　　　　　　

比毛　　　　　　　　

肘谷　　　　　　　　

浜野辺　　　　　　　

兵庫　　　　　　　　

平川戸　　　　　　　

片角　　　　　　　　

北大宝　　　　　　　

本宿町　　　　　　　

本城町　　　　　　　

先城谷　　　　　　　 中藤ヶ谷　　　　　　関本中　　　　　　　

八千代町役場　　　　

下妻市役所　　　　　

下妻駅　　　　　　　

大宝駅　　　　　　　

騰波ノ江駅　　　　　

黒子駅　　　　　　　

関本　　　　　　　　
関本分中　　　　　　

関本肥土　　　　　　

舟生　　　　　　　　

嘉家佐和　　　　　　

下野殿　　　　　　　

野殿　　　　　　　　
船玉　　　　　　　　

西石田　　　　　　　
鹿窪　　　　　　　　

布川　　　　　　　　

雁沼　　　　　　　　

女方　　　　　　　　 西方　　　　　　　　

田河内　　　　　　　 榎生　　　　　　　　

玉戸　　　　　　　　

水戸線　　　　　　　 一本松　　　　　　　
上小塙　　　　　　　

伊讃美　　　　　　　

中河原　　　　　　　結城　　　　　　　　
飯島　　　　　　　　神分　　　　　　　　

下館　　　　　　　　
筑西市　　　　　　　

小川　　　　　　　　

梁　　　　　　　　　

福良　　　　　　　　

川澄　　　　　　　　

上平塚　　　　　　　

中館　　　　　　　　

高椅　　　　　　　　
小塙　　　　　　　　

五所宮　　　　　　　

北飯田　　　　　　　

浦町　　　　　　　　

穀町　　　　　　　　

山田内　　　　　　　

住吉西　　　　　　　

平間　　　　　　　　

結城　　　　　　　　

稲荷宿　　　　　　　

榎生山　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

下り松　　　　　　　

下高椅　　　　　　　

下小塙　　　　　　　

下中山　　　　　　　

下梁　　　　　　　　

我里内　　　　　　　

鎌田　　　　　　　　

瓦塚　　　　　　　　

岸福　　　　　　　　

休　　　　　　　　　

宮の下　　　　　　　

栗島　　　　　　　　

元館　　　　　　　　

古山　　　　　　　　

戸の町　　　　　　　

御新田　　　　　　　

三道　　　　　　　　
芝良前　　　　　　　

舟原　　　　　　　　

小川下　　　　　　　

小川河岸　　　　　　

松木合　　　　　　　

上藤ヶ谷　　　　　　

上野殿　　　　　　　

上梁　　　　　　　　

新開　　　　　　　　

神司　　　　　　　　

神明町　　　　　　　

人手町　　　　　　　

西梁　　　　　　　　

請地　　　　　　　　

仙石町　　　　　　　

川神馬　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

谷島　　　　　　　　

竹町　　　　　　　　

中福良　　　　　　　

中野殿　　　　　　　

猪瀬　　　　　　　　

辻堂　　　　　　　　

藤野　　　　　　　　

白銀町　　　　　　　

八軒　　　　　　　　

番匠町　　　　　　　

不動坂　　　　　　　

福良橋　　　　　　　

木有戸　　　　　　　

みどり町（一）　　　

伊佐山　　　　　　　

稲野辺　　　　　　　

榎生（一）　　　　　

横島　　　　　　　　

岡芹　　　　　　　　

下岡崎　　　　　　　
下岡崎（一）　　　　

下岡崎（三）　　　　

下岡崎（二）　　　　

下川島　　　　　　　

下平塚　　　　　　　

灰塚　　　　　　　　

外塚　　　　　　　　

関本上　　　　　　　

笹塚　　　　　　　　

市野辺　　　　　　　

小森　　　　　　　　
上川中子　　　　　　

西榎生　　　　　　　

西大島　　　　　　　

西谷貝　　　　　　　

石原田　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

大谷瀬　　　　　　　

東榎生　　　　　　　

二木成　　　　　　　
蕨　　　　　　　　　

掉ヶ島　　　　　　　

上福良　　　　　　　

石塔新田　　　　　　

中舘　　　　　　　　

結城市役所　　　　　 筑西市役所　　　　　
下館駅　　　　　　　

川島駅　　　　　　　東結城駅　　　　　　
結城駅　　　　　　　

下館駅　　　　　　　

大田郷駅　　　　　　

下館二高前駅　　　　

玉戸駅　　　　　　　

結城警察署

小山警察署

下妻警察署

筑西警察署
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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▲



我孫子市　　　　　　

守谷市　　　　　　　

柏市　　　　　　　　

小浮気　　　　　　　

渋沼　　　　　　　　

百井戸　　　　　　　

成沖　　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

小文間　　　　　　　

取手　　　　　　　　

稲　　　　　　　　　

野々井　　　　　　　
米ノ井　　　　　　　

布施　　　　　　　　

根戸　　　　　　　　

久寺家　　　　　　　

寿　　　　　　　　　

若松　　　　　　　　
我孫子　　　　　　　高野山　　　　　　　

青山　　　　　　　　

岡発戸　　　　　　　

湖北台　　　　　　　

古戸　　　　　　　　

日秀　　　　　　　　

新木　　　　　　　　

布佐　　　　　　　　

布瀬　　　　　　　　

手賀　　　　　　　　片山　　　　　　　　

鷲野谷　　　　　　　

手賀沼　　　　　　　

若白毛　　　　　　　

箕輪　　　　　　　　

大島田　　　　　　　

大井　　　　　　　　

常磐線　　　　　　　

関東鉄道常総線　　　

沼南　　　　　　　　

荒屋敷　　　　　　　

追花　　　　　　　　

船戸（二）　　　　　

台田（二）　　　　　

大津ケ丘（二）　　　

布施新町（一）　　　

井堀内　　　　　　　

下根古屋　　　　　　

宮和田新田　　　　　

駒形　　　　　　　　

戸田井　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

酒詰下　　　　　　　

酒詰上　　　　　　　

上根古屋　　　　　　

新舟戸　　　　　　　

西ノ前　　　　　　　

青柳東　　　　　　　

川戸沼　　　　　　　

大木戸　　　　　　　

中峠下　　　　　　　

土谷　　　　　　　　

藤代新田　　　　　　

米田　　　　　　　　北浦　　　　　　　　

本泉寺裏　　　　　　

雉子打　　　　　　　

つくし野（一）　　　

つくし野（五）　　　
つくし野（三）　　　

つくし野（四）　　　つくし野（七）　　　

つくし野（二）　　　
つくし野（六）　　　

井野（一）　　　　　

井野（三）　　　　　

井野台（一）　　　　

井野台（五）　　　　

井野台（三）　　　　
井野台（四）　　　　

井野台（二）　　　　

井野団地　　　　　　

岡発戸新田　　　　　

下ヶ戸　　　　　　　

我孫子　　　　　　　

我孫子（一）　　　　

我孫子（三）　　　　我孫子（四）　　　　

我孫子（二）　　　　

久寺家（一）　　　　

駒場（一）　　　　　駒場（四）　　　　　

湖北台（一）　　　　

湖北台（九）　　　　

湖北台（五）　　　　

湖北台（三）　　　　

湖北台（四）　　　　
湖北台（七）　　　　

湖北台（十）　　　　

湖北台（二）　　　　

湖北台（八）　　　　

湖北台（六）　　　　

五條谷　　　　　　　

光風台（三）　　　　

光風台（二）　　　　

江蔵地　　　　　　　

柴崎台（一）　　　　

柴崎台（五）　　　　
柴崎台（三）　　　　

柴崎台（四）　　　　
柴崎台（二）　　　　

取手　　　　　　　　

取手（一）　　　　　

取手（三）　　　　　

取手（二）　　　　　

寿（一）　　　　　　

寿（二）　　　　　　

小堀　　　　　　　　

新町（一）　　　　　

新町（五）　　　　　新町（三）　　　　　

新町（四）　　　　　

新町（二）　　　　　

新町（六）　　　　　

新木野（一）　　　　新木野（三）　　　　

新木野（四）　　　　

西（一）　　　　　　

西（二）　　　　　　

青山台（一）　　　　

青山台（三）　　　　青山台（四）　　　　

青山台（二）　　　　

浅間前新田　　　　　

染井入新田　　　　　

船戸（一）　　　　　

台宿　　　　　　　　

台宿（一）　　　　　

台宿（二）　　　　　

大津ケ丘（一）　　　

大津ケ丘（四）　　　

中原町　　　　　　　

中峠台　　　　　　　

長兵衛新田　　　　　

天王台（一）　　　　
天王台（五）　　　　

天王台（三）　　　　

天王台（四）　　　　
天王台（二）　　　　

天王台（六）　　　　

都部　　　　　　　　

都部新田　　　　　　

東（一）　　　　　　

東（五）　　　　　　

東（三）　　　　　　

東（六）　　　　　　

東我孫子（一）　　　

東我孫子（二）　　　

藤代南（三）　　　　

南新木（一）　　　　南新木（三）　　　　
南新木（四）　　　　

南新木（二）　　　　

南青山　　　　　　　

白山（一）　　　　　

白山（五）　　　　　

白山（三）　　　　　

白山（七）　　　　　

白山（二）　　　　　

白山（八）　　　　　

白山（六）　　　　　

布佐平和台（五）　　

布佐平和台（七）　　

布佐平和台（六）　　

布施新町（三）　　　
布施新町（四）　　　

布施新町（二）　　　

並木（九）　　　　　並木（五）　　　　　並木（七）　　　　　

本郷（一）　　　　　

本郷（五）　　　　　
本郷（三）　　　　　

本郷（四）　　　　　

本郷（二）　　　　　

本町（一）　　　　　本町（三）　　　　　

毛有　　　　　　　　

柳戸　　　　　　　　

緑（一）　　　　　　緑（二）　　　　　　

緑台　　　　　　　　

手賀の杜（一）　　　手賀の杜（二）　　　

手賀の杜（三）　　　
手賀の杜（四）　　　

手賀の杜（五）　　　

椚木新田　　　　　　
駒場（三）　　　　　

駒場（二）　　　　　
戸頭（一）　　　　　 新取手（一）　　　　新取手（四）　　　　

新取手（二）　　　　 藤代　　　　　　　　
藤代南（一）　　　　

藤代南（二）　　　　

取手市役所　　　　　

我孫子市役所　　　　

我孫子駅　　　　　　 天王台駅　　　　　　

取手駅　　　　　　　

東我孫子駅　　　　　
湖北駅　　　　　　　

新木駅　　　　　　　

新取手駅　　　　　　

寺原駅　　　　　　　

西取手駅　　　　　　

つくばみらい市　　　

つくば市　　　　　　

常総市　　　　　　　

常磐自動車道　　　　

六斗　　　　　　　　

小茎　　　　　　　　

弘化新田　　　　　　

細見　　　　　　　　

大舟戸　　　　　　　

下岩崎　　　　　　　

上岩崎　　　　　　　

野堀　　　　　　　　

神生　　　　　　　　

伊丹　　　　　　　　

山王新田　　　　　　

下島　　　　　　　　

戸茂　　　　　　　　

南太田　　　　　　　

勘兵衛新田　　　　　

小張　　　　　　　　

上島　　　　　　　　

谷井田　　　　　　　

平柳　　　　　　　　

狸渕　　　　　　　　

弥柳　　　　　　　　

市野深　　　　　　　

奉社　　　　　　　　

豊体　　　　　　　　

長渡呂　　　　　　　

青木　　　　　　　　

成瀬　　　　　　　　

楢戸　　　　　　　　
宮戸新田　　　　　　

下小目　　　　　　　

北園　　　　　　　　

同地　　　　　　　　

市之代　　　　　　　

上高井　　　　　　　

戸頭　　　　　　　　

下高井　　　　　　　

小貝川　　　　　　　

山王　　　　　　　　

長町　　　　　　　　

神住　　　　　　　　

中内　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

椚木　　　　　　　　

藤代　　　　　　　　

つくばエクスプレス　

御出子　　　　　　　

坂町　　　　　　　　

ひがし野（二）　　　

美園（三）　　　　　

平沼　　　　　　　　

愛宕　　　　　　　　

芦戸　　　　　　　　

永山　　　　　　　　

遠表　　　　　　　　

奥山新田　　　　　　

奥山本田　　　　　　

下谷井田　　　　　　

外記新田　　　　　　

鎌田　　　　　　　　

牛道　　　　　　　　

供平　　　　　　　　

協和　　　　　　　　

古川新田　　　　　　

古川本田　　　　　　

根柄　　　　　　　　

砂波前　　　　　　　

細井　　　　　　　　

山ノ坊　　　　　　　

渋内　　　　　　　　 小張新田　　　　　　

小平沼　　　　　　　

上谷井田　　　　　　

上中宿　　　　　　　

城山　　　　　　　　

城内　　　　　　　　

新田沼　　　　　　　

新田正角　　　　　　

成瀬新田　　　　　　

成瀬本田　　　　　　

西浦　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

西楢戸台　　　　　　

前新田　　　　　　　

前畑　　　　　　　　

大日後　　　　　　　

辰新田　　　　　　　

東楢戸台　　　　　　

藤柄　　　　　　　　

道畑　　　　　　　　

内町　　　　　　　　

内堀　　　　　　　　

南守谷町　　　　　　

堀下　　　　　　　　

柳島　　　　　　　　

余後　　　　　　　　

黎明　　　　　　　　

あしび野　　　　　　

ひがし野（三）　　　

みずき野（一）　　　

みずき野（五）　　　

みずき野（三）　　　
みずき野（四）　　　

みずき野（七）　　　

みずき野（二）　　　

みずき野（八）　　　
みずき野（六）　　　

伊奈東　　　　　　　

乙子　　　　　　　　

下萱場　　　　　　　

下平柳　　　　　　　

加藤　　　　　　　　
茎崎　　　　　　　　

戸頭（九）　　　　　

戸頭（三）　　　　　

戸頭（四）　　　　　

戸頭（七）　　　　　
戸頭（二）　　　　　

戸頭（八）　　　　　

戸頭（六）　　　　　

山谷　　　　　　　　

紫水（一）　　　　　

紫水（三）　　　　　

紫水（二）　　　　　

寺田　　　　　　　　

自由ヶ丘　　　　　　

上萱場　　　　　　　

上平柳　　　　　　　

城中　　　　　　　　

新戸　　　　　　　　

新取手（五）　　　　
新取手（三）　　　　

新地町　　　　　　　

森の里　　　　　　　

神住新田　　　　　　

西丸山　　　　　　　
西楢戸　　　　　　　

青古新田　　　　　　

赤法花　　　　　　　

双葉（一）　　　　　
双葉（二）　　　　　

足高　　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

谷口　　　　　　　　

中平柳　　　　　　　

長渡呂新田　　　　　 東栗山　　　　　　　

東楢戸　　　　　　　

配松　　　　　　　　

梅ヶ丘　　　　　　　

泊崎　　　　　　　　

美園（一）　　　　　

美園（五）　　　　　

美園（四）　　　　　

美園（二）　　　　　

福原　　　　　　　　

片町　　　　　　　　

高波　　　　　　　　
下長沼　　　　　　　

小島新田　　　　　　

つくばみらい市役所　

藤代駅　　　　　　　

南守谷駅　　　　　　

戸頭駅　　　　　　　

稲戸井駅　　　　　　

みらい平駅　　　　　

ゆめみ野駅　　　　　

利根町　　　　　　　

羽子騎　　　　　　　

河内　　　　　　　　

角崎町歩　　　　　　

大徳鍋子新田　　　　

生板鍋子新田　　　　

龍ヶ崎町歩　　　　　

砂場　　　　　　　　

生板　　　　　　　　

幸谷　　　　　　　　

小巻　　　　　　　　

浄玄　　　　　　　　

高作　　　　　　　　

八代　　　　　　　　

出し山　　　　　　　

大徳　　　　　　　　

宮渕　　　　　　　　

佐沼　　　　　　　　

北河原　　　　　　　

直鮒　　　　　　　　
高砂　　　　　　　　

龍ヶ崎　　　　　　　

姫宮　　　　　　　　

須藤堀　　　　　　　

長沖　　　　　　　　

北方　　　　　　　　

大留　　　　　　　　

高須　　　　　　　　

川原代　　　　　　　

入地　　　　　　　　南中島　　　　　　　

押切　　　　　　　　

神浦　　　　　　　　

羽根野　　　　　　　

押付新田　　　　　　

布川　　　　　　　　

中田切　　　　　　　

押戸　　　　　　　　

羽中　　　　　　　　

福木　　　　　　　　

加納新田　　　　　　

安食　　　　　　　　

栄　　　　　　　　　

請方　　　　　　　　

押付　　　　　　　　

布太　　　　　　　　

木下　　　　　　　　中の口　　　　　　　

都　　　　　　　　　

布佐台　　　　　　　

若草大橋有料道路　　

桜が丘（一）　　　　

桜が丘（三）　　　　

桜が丘（二）　　　　

布佐下新田　　　　　

布佐平和台（四）　　

井ノ内作　　　　　　

羽根野台　　　　　　

栄　　　　　　　　　

押付本田　　　　　　

横町　　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下請方　　　　　　　

下地内　　　　　　　

下町　　　　　　　　

下柳宿　　　　　　　

梶内　　　　　　　　

関場　　　　　　　　

丸田　　　　　　　　

久夫　　　　　　　　

古城　　　　　　　　

戸張　　　　　　　　

五軒屋裏　　　　　　

光順田　　　　　　　

広田　　　　　　　　

高須下　　　　　　　

高須本田　　　　　　

根町　　　　　　　　

砂町　　　　　　　　

砂波　　　　　　　　

三ッ家　　　　　　　

三番割　　　　　　　

四ッ家　　　　　　　

四箇　　　　　　　　

寺後　　　　　　　　

小山丁　　　　　　　

上佐沼　　　　　　　

上請方　　　　　　　

上大徳　　　　　　　

上米　　　　　　　　

上柳宿　　　　　　　

新山裏通　　　　　　

深堀　　　　　　　　

須賀新田　　　　　　

須藤堀本田　　　　　

水門　　　　　　　　

西道内　　　　　　　

切戸　　　　　　　　

千秋　　　　　　　　

川余郷　　　　　　　

早井　　　　　　　　
早尾台　　　　　　　

台下　　　　　　　　

大留第一　　　　　　
大留第二　　　　　　

中ノ口　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

中道　　　　　　　　
堤外新田　　　　　　

堤向　　　　　　　　

藤蔵　　　　　　　　

道仙田　　　　　　　

浜宿　　　　　　　　

伏見屋内　　　　　　

平畑　　　　　　　　

米町　　　　　　　　

辺引　　　　　　　　

芳黄　　　　　　　　

北裏　　　　　　　　

堀割　　　　　　　　
万歳　　　　　　　　

野岸　　　　　　　　
油内　　　　　　　　

竜丁歩　　　　　　　

六ッ谷　　　　　　　

六軒　　　　　　　　

鷲町　　　　　　　　

もえぎ野台（一）　　もえぎ野台（五）　　もえぎ野台（三）　　もえぎ野台（四）　　

もえぎ野台（二）　　

愛戸町　　　　　　　

安食（三）　　　　　

安食台（三）　　　　
安食台（四）　　　　

安食台（二）　　　　

安食台（六）　　　　

羽黒町　　　　　　　

奥山　　　　　　　　

下曽根　　　　　　　

宮渕町　　　　　　　

高須町　　　　　　　

佐沼町　　　　　　　

桜が丘（四）　　　　

三和　　　　　　　　

四季の丘（一）　　　

四季の丘（二）　　　

出し山町　　　　　　

小林町歩　　　　　　

上曽根　　　　　　　

上大徳新町　　　　　

新々田　　　　　　　

須藤堀町　　　　　　

川原代町　　　　　　

惣新田　　　　　　　

早尾　　　　　　　　

大徳町　　　　　　　

大平　　　　　　　　
大房　　　　　　　　

大留町　　　　　　　

長沖新田町　　　　　

長沖町　　　　　　　

長門谷　　　　　　　

東奥山新田　　　　　

南が丘（一）　　　　
南が丘（三）　　　　

南が丘（六）　　　　

南ヶ丘（二）　　　　

八幡台　　　　　　　

姫宮町　　　　　　　

布鎌酒直　　　　　　

布佐（一）　　　　　

布佐酉町　　　　　　

布佐平和台（三）　　布佐平和台（二）　　

豊田町　　　　　　　

北方町　　　　　　　

木下東（一）　　　　

木下東（三）　　　　木下東（四）　　　　

木下東（二）　　　　

門倉新田町　　　　　

野原町　　　　　　　

立崎　　　　　　　　

脇川　　　　　　　　

下八代　　　　　　　上八代　　　　　　　中八代　　　　　　　
長峰町　　　　　　　

入地町　　　　　　　 白羽（三）　　　　　八代町　　　　　　　

龍ケ崎市役所　　　　

利根町役場　　　　　

河内町役場　　　　　

栄町役場　　　　　　
木下駅　　　　　　　

入地駅　　　　　　　

竜ヶ崎駅　　　　　　

布佐駅　　　　　　　

龍ケ崎市　　　　　　取手市　　　　　　　

牛久市　　　　　　　

阿見町　　　　　　　

下吉原　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

上長　　　　　　　　

桂町　　　　　　　　

井ノ岡　　　　　　　

正直　　　　　　　　

久野　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

岡見　　　　　　　　

猪子　　　　　　　　

田宮　　　　　　　　

柏田　　　　　　　　

結束　　　　　　　　

女化　　　　　　　　

遠山　　　　　　　　

天宝喜　　　　　　　

宮和田　　　　　　　

牛久沼　　　　　　　

若柴　　　　　　　　

大羽谷津　　　　　　

馴馬　　　　　　　　

野颪　　　　　　　　

貝原塚　　　　　　　

羽原　　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

薄倉　　　　　　　　

半田　　　　　　　　塗戸　　　　　　　　
関東鉄道竜ヶ崎線　　

龍ケ崎市飛地　　　　

牛久阿見ＩＣ　　　　

阿見東ＩＣ　　　　　

双葉（三）　　　　　

宝陽台　　　　　　　

つつじが丘　　　　　

一厚西　　　　　　　

一厚東　　　　　　　

永山前　　　　　　　

岡見新田　　　　　　

沖花丸　　　　　　　

下羽原　　　　　　　

下貝原塚　　　　　　

下根ヶ丘　　　　　　

下小池　　　　　　　

下坪　　　　　　　　

下柏田　　　　　　　

花丸　　　　　　　　

賀田　　　　　　　　

久野新田　　　　　　

厚生　　　　　　　　

笹山　　　　　　　　
治郎作裏　　　　　　

鹿島下　　　　　　　

小屋　　　　　　　　

小坂団地　　　　　　

上羽原　　　　　　　

上貝原塚　　　　　　

上吉原　　　　　　　

上久野　　　　　　　

上小池　　　　　　　

上池台　　　　　　　

上坪　　　　　　　　

新田坪　　　　　　　

成井　　　　　　　　

赤井　　　　　　　　

大砂　　　　　　　　

第二つつじが丘　　　

第八岡見　　　　　　

中吉原　　　　　　　

中坪　　　　　　　　

中柏田　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

東岡見　　　　　　　

東下根　　　　　　　

道下　　　　　　　　

奈戸岡　　　　　　　

塙　　　　　　　　　

富士ノ下　　　　　　

さくら台（一）　　　
さくら台（三）　　　さくら台（四）　　　さくら台（二）　　　

羽原町　　　　　　　

栄町（一）　　　　　

栄町（五）　　　　　

栄町（三）　　　　　

栄町（四）　　　　　

栄町（二）　　　　　

栄町（六）　　　　　

遠山町　　　　　　　

岡見町　　　　　　　

下根町　　　　　　　

貝原塚町　　　　　　

刈谷町（一）　　　　
刈谷町（五）　　　　

刈谷町（三）　　　　
刈谷町（四）　　　　

刈谷町（二）　　　　

久保台（一）　　　　

久保台（三）　　　　久保台（四）　　　　久保台（二）　　　　

久野町　　　　　　　

牛久町　　　　　　　

結束町　　　　　　　

高見原（一）　　　　

高見原（五）　　　　

高見原（四）　　　　

高見原（二）　　　　

高作町　　　　　　　

佐貫（一）　　　　　

佐貫（三）　　　　　

佐貫（四）　　　　　

佐貫（二）　　　　　

佐貫町　　　　　　　

若柴町　　　　　　　

女化町　　　　　　　

小坂町　　　　　　　

小柴（一）　　　　　

小柴（五）　　　　　

小柴（三）　　　　　

小柴（四）　　　　　小柴（二）　　　　　

小通幸谷町　　　　　

庄兵衛新田町　　　　

松ケ丘（一）　　　　

松ケ丘（三）　　　　

松ケ丘（四）　　　　

松ケ丘（二）　　　　

松葉（一）　　　　　

松葉（五）　　　　　

松葉（三）　　　　　

松葉（四）　　　　　

松葉（二）　　　　　

松葉（六）　　　　　

上太田町　　　　　　

上柏田（一）　　　　

上柏田（三）　　　　

上柏田（四）　　　　

上柏田（二）　　　　

城ノ内（一）　　　　

城ノ内（五）　　　　

城ノ内（三）　　　　
城ノ内（四）　　　　城ノ内（二）　　　　

城中町　　　　　　　

神谷（一）　　　　　

神谷（五）　　　　　

神谷（三）　　　　　

神谷（四）　　　　　

神谷（二）　　　　　

神谷（六）　　　　　

正直町　　　　　　　

大塚町　　　　　　　

中央（五）　　　　　

中根台（一）　　　　中根台（五）　　　　

中根台（三）　　　　

中根台（四）　　　　中根台（二）　　　　

中里（一）　　　　　

中里（二）　　　　　

猪子町　　　　　　　

長山（一）　　　　　

長山（五）　　　　　

長山（三）　　　　　長山（四）　　　　　

長山（七）　　　　　

長山（二）　　　　　

長山（八）　　　　　
長山（六）　　　　　

田宮（三）　　　　　

田宮（二）　　　　　

田宮町　　　　　　　

塗戸町　　　　　　　

島田町　　　　　　　

藤ケ丘（一）　　　　藤ケ丘（五）　　　　

藤ケ丘（三）　　　　

藤ケ丘（七）　　　　

藤ケ丘（二）　　　　

藤ケ丘（六）　　　　

馴柴町　　　　　　　

馴馬町　　　　　　　

南（一）　　　　　　

南（五）　　　　　　

南（三）　　　　　　

南（四）　　　　　　

南（七）　　　　　　

南（二）　　　　　　

南（六）　　　　　　

南中島町　　　　　　

柏田町　　　　　　　

白羽（一）　　　　　白羽（二）　　　　　

薄倉町　　　　　　　

半田町　　　　　　　

板橋町　　　　　　　

稗柄町　　　　　　　

福田町　　　　　　　

平台（一）　　　　　

平台（五）　　　　　
平台（三）　　　　　

平台（四）　　　　　
平台（二）　　　　　

別所町　　　　　　　

明神　　　　　　　　

ひたち野東（三）　　

ひたち野東（四）　　高見原（三）　　　　
中根町　　　　　　　

牛久市役所　　　　　

牛久駅　　　　　　　

龍ケ崎市駅　　　　　佐貫駅　　　　　　　

取手警察署

我孫子警察署

竜ケ崎警察署

牛久警察署
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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▲



つくばみらい市　　　

学園西大通り　　　　

上蛇　　　　　　　　

十花　　　　　　　　

新井木　　　　　　　
押砂　　　　　　　　

日川　　　　　　　　
上長沼　　　　　　　

田　　　　　　　　　

若栗　　　　　　　　

房内　　　　　　　　

神谷森　　　　　　　
鬼ケ窪　　　　　　　

苅間　　　　　　　　

竹園　　　　　　　　

小野崎　　　　　　　

西大橋　　　　　　　

面野井　　　　　　　

河原崎　　　　　　　

高須賀　　　　　　　
高良田　　　　　　　

鍋沼新田　　　　　　

島名　　　　　　　　

関台　　　　　　　　

水堀　　　　　　　　

手代木　　　　　　　

西大沼　　　　　　　上原　　　　　　　　

館野　　　　　　　　上横場　　　　　　　

白硲　　　　　　　　

真瀬　　　　　　　　

萱丸　　　　　　　　

谷田部　　　　　　　

羽成　　　　　　　　谷田部ＩＣ　　　　　

境田　　　　　　　　

境松　　　　　　　　

榎戸　　　　　　　　

龍ケ崎市　　　　　　

つくばエクスプレス　

つくば中央ＩＣ　　　

首都圏中央連絡自動車

角井　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

元上蛇　　　　　　　

上蛇町　　　　　　　

相野谷町　　　　　　

中山町　　　　　　　

北袋　　　　　　　　

遠見塚　　　　　　　

下高良田　　　　　　

下十花　　　　　　　

下川崎　　　　　　　

花立　　　　　　　　

鎌倉　　　　　　　　

共和　　　　　　　　

元宮本　　　　　　　

元中北　　　　　　　

原新田　　　　　　　

古敷　　　　　　　　

根新田　　　　　　　

仕出　　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　

寺町　　　　　　　　

小池　　　　　　　　

上十花　　　　　　　

上川崎　　　　　　　

陣屋　　　　　　　　

水門　　　　　　　　

瑞穂団地　　　　　　

西横場　　　　　　　

千上　　　　　　　　

台町坂町　　　　　　

台町新田　　　　　　

台面野井　　　　　　

谷城　　　　　　　　

中西　　　　　　　　中川崎　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

中谷原　　　　　　　

中面野井　　　　　　

仲新田　　　　　　　

通横場　　　　　　　

田端　　　　　　　　

筒花　　　　　　　　

道島　　　　　　　　

南中妻　　　　　　　

二の丸　　　　　　　

入坪　　　　　　　　

農場　　　　　　　　

美谷　　　　　　　　

不動町　　　　　　　

布袋　　　　　　　　福田町　　　　　　　

福田坪　　　　　　　

片田　　　　　　　　

宝木山　　　　　　　

要害　　　　　　　　

稲荷原　　　　　　　

下河原崎　　　　　　

下萱丸　　　　　　　

下別府　　　　　　　

花島新田　　　　　　

葛城根崎　　　　　　

観音台（一）　　　　

観音台（三）　　　　

観音台（二）　　　　

九万坪　　　　　　　

古館　　　　　　　　

吾妻（一）　　　　　

御幸が丘　　　　　　

高野台（一）　　　　

高野台（二）　　　　

根崎　　　　　　　　

坂野新田　　　　　　

桜が丘　　　　　　　

若葉　　　　　　　　

十花町　　　　　　　

小白硲　　　　　　　

小野川　　　　　　　

松代（一）　　　　　

松代（五）　　　　　

松代（三）　　　　　

松代（四）　　　　　

松代（二）　　　　　

松野木　　　　　　　

上河原崎　　　　　　

上萱丸　　　　　　　

新井　　　　　　　　

新井木町　　　　　　

真木　　　　　　　　

仁左衛門新田　　　　

西岡　　　　　　　　
西郷　　　　　　　　

西栗山　　　　　　　

川崎町　　　　　　　

大わし　　　　　　　

大崎町　　　　　　　

大白硲　　　　　　　

鷹野原　　　　　　　

谷田部　　　　　　　

竹園（二）　　　　　

中内　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

長助町　　　　　　　

田村　　　　　　　　

東丸山　　　　　　　

東新井　　　　　　　

二の宮（一）　　　　

二の宮（三）　　　　

二の宮（四）　　　　

二の宮（二）　　　　

八幡台　　　　　　　

兵町　　　　　　　　

平町　　　　　　　　

北中妻　　　　　　　

箕輪町　　　　　　　

柳橋　　　　　　　　

緑が丘　　　　　　　

樛木　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

野手　　　　　　　　 吾妻（四）　　　　　
吾妻（二）　　　　　

東光台（五）　　　　

つくば市役所　　　　
つくば駅　　　　　　研究学園駅　　　　　

万博記念公園駅　　　

みどりの駅　　　　　

常総市　　　　　　　

つくば市　　　　　　

下妻市　　　　　　　

学園東大通り　　　　

作谷　　　　　　　　
水守　　　　　　　　

山木　　　　　　　　

君島　　　　　　　　

小和田　　　　　　　

小田　　　　　　　　
佐　　　　　　　　　

西高野　　　　　　　

大穂　　　　　　　　

長高野　　　　　　　

若森　　　　　　　　

北太田　　　　　　　

大曽根　　　　　　　

篠崎　　　　　　　　

田倉　　　　　　　　上里　　　　　　　　

椿本　　　　　　　　

今鹿島　　　　　　　

沼崎　　　　　　　　

蓮沼　　　　　　　　

玉取　　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

台坪　　　　　　　　

要　　　　　　　　　

手子生　　　　　　　

本金　　　　　　　　

野畑　　　　　　　　
百家　　　　　　　　

酒丸　　　　　　　　遠東　　　　　　　　 平塚　　　　　　　　
学園都市　　　　　　

柴崎　　　　　　　　

妻木　　　　　　　　

下平塚　　　　　　　

小貝川　　　　　　　

大園木　　　　　　　

樋橋　　　　　　　　

福二町　　　　　　　

本豊田　　　　　　　

一ノ矢　　　　　　　

一本松　　　　　　　
猿壁　　　　　　　　

遠東新田　　　　　　

下作谷　　　　　　　

下西高野　　　　　　
下長高野　　　　　　

皆畑　　　　　　　　

皆畑第一　　　　　　

角内　　　　　　　　

笠根　　　　　　　　

乾島　　　　　　　　

館宿　　　　　　　　

権下　　　　　　　　
権上　　　　　　　　

戸ノ山　　　　　　　

五斗蒔　　　　　　　

向金村　　　　　　　

向町　　　　　　　　

今下宿　　　　　　　

今上宿　　　　　　　

山木地　　　　　　　

四ッ塚　　　　　　　

上口ノ堀　　　　　　

上西高野　　　　　　 上長高野　　　　　　

上内　　　　　　　　

西酒丸　　　　　　　

西谷ヶ代　　　　　　

西坪　　　　　　　　

西部　　　　　　　　

前新田　　　　　　　

前坪　　　　　　　　

前木　　　　　　　　

大鹿　　　　　　　　

大宿　　　　　　　　

大地坪　　　　　　　

滝町　　　　　　　　

池端　　　　　　　　

中城　　　　　　　　

中西高野　　　　　　

中部　　　　　　　　

朝日前　　　　　　　

辻東　　　　　　　　

東新田　　　　　　　

東部　　　　　　　　

道角　　　　　　　　

内町　　　　　　　　

南口ノ堀　　　　　　

南荒町　　　　　　　

南作谷　　　　　　　

南坪　　　　　　　　

白水　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

北荒町　　　　　　　

北谷ヶ城　　　　　　

北坪　　　　　　　　

北坪南　　　　　　　

本金村第一　　　　　

本金村第二　　　　　

本北谷ヶ城　　　　　

明戸　　　　　　　　

弥平太　　　　　　　

薬師町　　　　　　　

雷神　　　　　　　　

花畑（一）　　　　　

花畑（三）　　　　　
花畑（二）　　　　　

吾妻（三）　　　　　

桜（一）　　　　　　

桜（三）　　　　　　

桜（二）　　　　　　

鹿島台　　　　　　　

春日（一）　　　　　
春日（三）　　　　　

春日（四）　　　　　

春日（二）　　　　　

西平塚　　　　　　　

大穂　　　　　　　　

筑穂（一）　　　　　

筑穂（三）　　　　　

筑穂（二）　　　　　

中東　　　　　　　　

中東原新田　　　　　
中別府　　　　　　　

天王台（一）　　　　

天王台（三）　　　　

天王台（二）　　　　

天久保（一）　　　　

天久保（三）　　　　天久保（四）　　　　

天久保（二）　　　　

土田　　　　　　　　

東光台（一）　　　　

東光台（三）　　　　
東光台（四）　　　　

東光台（二）　　　　
東平塚　　　　　　　

豊里の杜（一）　　　

豊里の杜（二）　　　

木俣　　　　　　　　

緑ヶ原（一）　　　　

緑ヶ原（三）　　　　
緑ヶ原（四）　　　　

緑ヶ原（二）　　　　

和台　　　　　　　　

和台原　　　　　　　

南久保　　　　　　　

上長　　　　　　　　

菅間　　　　　　　　

大井　　　　　　　　 牛久市　　　　　　　
実穀　　　　　　　　

東猯穴　　　　　　　

樋の沢　　　　　　　 三区　　　　　　　　

荒川本郷　　　　　　
南区　　　　　　　　

阿見町　　　　　　　

一区　　　　　　　　
下横場　　　　　　　

竹来　　　　　　　　

稲岡　　　　　　　　

掛馬　　　　　　　　
阿見　　　　　　　　

大室　　　　　　　　

廻戸　　　　　　　　

右籾　　　　　　　　
烏山　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

桜土浦ＩＣ　　　　　 岩田　　　　　　　　
梅園　　　　　　　　

大角豆　　　　　　　 天川　　　　　　　　
小松　　　　　　　　

広岡　　　　　　　　

土浦　　　　　　　　
倉掛　　　　　　　　

高津　　　　　　　　

桜川　　　　　　　　

上ノ室　　　　　　　

宍塚　　　　　　　　吉瀬　　　　　　　　

つくばＪＣＴ　　　　

つくば牛久ＩＣ　　　

梶内　　　　　　　　

高野台（三）　　　　

千現（一）　　　　　

千現（二）　　　　　

シンワ区　　　　　　

まりやま新町　　　　

阿見台　　　　　　　

一区南　　　　　　　

一区北　　　　　　　

右籾町一区　　　　　

右籾町五区　　　　　

右籾町三区　　　　　

右籾町四区　　　　　

右籾町二区　　　　　

永国町　　　　　　　

乙戸町　　　　　　　

下本郷　　　　　　　

角南　　　　　　　　

館坪　　　　　　　　

広南　　　　　　　　

荒川沖町南区　　　　

三区下　　　　　　　

三区上　　　　　　　

寺子　　　　　　　　

曙東　　　　　　　　

曙南　　　　　　　　

上高津町　　　　　　

上大角豆　　　　　　

上本郷　　　　　　　

西郷一　　　　　　　

西郷二　　　　　　　

西根町一区　　　　　

西根町三区　　　　　

西根町二区　　　　　

青宿　　　　　　　　

大岩田町一区　　　　

大岩田町二区　　　　

竹の入町　　　　　　

筑見区　　　　　　　

中郷西　　　　　　　

中村町一区　　　　　

中村町八区　　　　　中村町六区　　　　　

迫原二　　　　　　　

野口坪　　　　　　　

立の越　　　　　　　

うずら野（一）　　　うずら野（三）　　　

うずら野（四）　　　

うずら野（二）　　　

ひたち野西（一）　　
ひたち野西（三）　　

ひたち野西（四）　　

ひたち野西（二）　　
ひたち野東（一）　　

ひたち野東（五）　　

稲荷前　　　　　　　 烏山（一）　　　　　

烏山（五）　　　　　

烏山（三）　　　　　

烏山（四）　　　　　

烏山（二）　　　　　

永国　　　　　　　　

永国台　　　　　　　
永国東町　　　　　　

岡崎（一）　　　　　

岡崎（三）　　　　　

岡崎（二）　　　　　

沖新田　　　　　　　

乙戸　　　　　　　　

乙戸南（一）　　　　

乙戸南（三）　　　　

乙戸南（二）　　　　

卸町（一）　　　　　

卸町（二）　　　　　

下広岡　　　　　　　

下高津（一）　　　　

下高津（三）　　　　

下高津（四）　　　　

下高津（二）　　　　

霞ヶ岡町　　　　　　

港町（一）　　　　　

港町（三）　　　　　

港町（二）　　　　　

荒川沖　　　　　　　

荒川沖西（一）　　　

荒川沖西（二）　　　

荒川沖東（一）　　　

荒川沖東（三）　　　

荒川沖東（二）　　　

国分町　　　　　　　

桜ヶ丘町　　　　　　

桜町（一）　　　　　

桜町（三）　　　　　桜町（四）　　　　　

桜町（二）　　　　　

市之台　　　　　　　

住吉（一）　　　　　

住吉（二）　　　　　

曙　　　　　　　　　

小岩田西（一）　　　

小岩田西（二）　　　

小岩田東（一）　　　
小岩田東（二）　　　

小山田（一）　　　　

小山田（二）　　　　

小松（一）　　　　　
小松（三）　　　　　

小松（二）　　　　　
小松ヶ丘町　　　　　

上広岡　　　　　　　

上高津　　　　　　　

上高津新町　　　　　

新牧田　　　　　　　

生田町　　　　　　　

西根西（一）　　　　
西根南（一）　　　　

西根南（三）　　　　

西根南（二）　　　　

西大井　　　　　　　

千束町　　　　　　　

千鳥ヶ丘町　　　　　

川口（一）　　　　　
川口（二）　　　　　

大岩田　　　　　　　

大手町　　　　　　　

大和町　　　　　　　

滝田（一）　　　　　

滝田（二）　　　　　

池向　　　　　　　　

竹園（三）　　　　　

中央（五）　　　　　

中央（四）　　　　　
中央（七）　　　　　

中央（八）　　　　　

中央（六）　　　　　

中荒川沖町　　　　　

中高津（一）　　　　

中高津（三）　　　　

中高津（二）　　　　

中村西根　　　　　　

中村東（一）　　　　

中村東（三）　　　　

中村東（二）　　　　
中村南（一）　　　　

中村南（五）　　　　

中村南（三）　　　　中村南（四）　　　　

中村南（二）　　　　

中村南（六）　　　　

天川（一）　　　　　

天川（二）　　　　　

東（一）　　　　　　

東（二）　　　　　　

東大和田町　　　　　

東猯穴町　　　　　　

梅園（一）　　　　　

梅園（二）　　　　　

富士崎（一）　　　　

富士崎（二）　　　　並木（一）　　　　　

並木（三）　　　　　

並木（四）　　　　　

並木（二）　　　　　

北荒川沖町　　　　　

北中島　　　　　　　

牧園　　　　　　　　

摩利山新田　　　　　

鈴木　　　　　　　　

蓮河原新町　　　　　蓮河原町　　　　　　

中郷（二）　　　　　西郷（三）　　　　　

加茂山　　　　　　　大木曽　　　　　　　

湖北（二）　　　　　
田中（三）　　　　　 東崎町　　　　　　　粕毛　　　　　　　　

文京町　　　　　　　

阿見町役場　　　　　

土浦市役所　　　　　

荒川沖駅　　　　　　

土浦駅　　　　　　　

ひたち野うしく駅　　

土浦市　　　　　　　

上野　　　　　　　　

上境　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

東岡　　　　　　　　

花室　　　　　　　　

東城寺　　　　　　　

大志戸　　　　　　　

田宮　　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

小山崎　　　　　　　

笠師　　　　　　　　

土浦北ＩＣ　　　　　
中貫　　　　　　　　

常名　　　　　　　　

虫掛　　　　　　　　

殿里　　　　　　　　

真鍋　　　　　　　　

神立　　　　　　　　

上佐谷　　　　　　　
飯田　　　　　　　　

下佐谷　　　　　　　

中佐谷　　　　　　　

下稲吉　　　　　　　

上稲吉　　　　　　　

沢辺　　　　　　　　

若松　　　　　　　　

坂田　　　　　　　　

大形　　　　　　　　

手野　　　　　　　　

花園　　　　　　　　

粟野町　　　　　　　

栄一　　　　　　　　

栄二　　　　　　　　

下坂田　　　　　　　

笠師町　　　　　　　
高岡沖　　　　　　　

高岡根　　　　　　　

高岡新田　　　　　　

今泉町　　　　　　　

佐野子新田　　　　　

小山崎町　　　　　　

小町　　　　　　　　

上坂田新田　　　　　

上坂田本田　　　　　

常名新田　　　　　　

常名町　　　　　　　

新地坪　　　　　　　

神立町一区　　　　　

清滝　　　　　　　　

西並木町　　　　　　

切通し　　　　　　　

大下　　　　　　　　大上　　　　　　　　

大畑新田　　　　　　

大畑本田　　　　　　

池ノ台　　　　　　　
中貫町　　　　　　　

虫掛新田　　　　　　

田中町　　　　　　　

島古来　　　　　　　

東町　　　　　　　　

東並木町　　　　　　

桃園　　　　　　　　

藤沢本町　　　　　　

道知　　　　　　　　

南永井　　　　　　　

馬立　　　　　　　　

八幡下　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

本古来　　　　　　　

本田坪　　　　　　　

木田余町一区　　　　

木田余町三区　　　　

笄崎　　　　　　　　

稲吉（五）　　　　　

稲吉（三）　　　　　

稲吉（四）　　　　　

稲吉東（六）　　　　

稲吉南（一）　　　　

稲吉南（三）　　　　

稲吉南（二）　　　　

栄　　　　　　　　　

横町　　　　　　　　

下大島　　　　　　　

古来　　　　　　　　

湖北（一）　　　　　

高岡　　　　　　　　

佐野子　　　　　　　

紫ヶ丘　　　　　　　

若松町　　　　　　　

手野町　　　　　　　

松栄　　　　　　　　

松塚　　　　　　　　

上坂田　　　　　　　

上土田　　　　　　　

城北町　　　　　　　

真鍋（一）　　　　　

真鍋（五）　　　　　

真鍋（三）　　　　　

真鍋（四）　　　　　

真鍋（二）　　　　　

真鍋（六）　　　　　

真鍋新町　　　　　　

神立中央（一）　　　神立中央（五）　　　
神立中央（三）　　　神立中央（二）　　　

神立町　　　　　　　

神立東（二）　　　　

西真鍋町　　　　　　

大　　　　　　　　　

中神立町　　　　　　

中都町（一）　　　　

中都町（三）　　　　
中都町（四）　　　　

中都町（二）　　　　

田中（一）　　　　　
田中（二）　　　　　

田土部　　　　　　　

都和（一）　　　　　

都和（三）　　　　　

都和（四）　　　　　

東真鍋町　　　　　　

東中貫町　　　　　　

東都和　　　　　　　

藤沢新田　　　　　　

板谷（一）　　　　　

板谷（四）　　　　　

板谷（七）　　　　　

板谷（二）　　　　　
板谷（六）　　　　　

並木（五）　　　　　
北神立町　　　　　　

木田余　　　　　　　

木田余西台　　　　　

木田余東台（一）　　

木田余東台（五）　　

木田余東台（三）　　
木田余東台（四）　　

木田余東台（二）　　

矢作　　　　　　　　

立田町　　　　　　　

阿の山　　　　　　　

かすみがうら市役所　

つくば警察署

土浦警察署
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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▲



東保末　　　　　　　築地　　　　　　　　

明野　　　　　　　　

倉持　　　　　　　　

東石田　　　　　　　

寺上野　　　　　　　

向上野　　　　　　　

中上野　　　　　　　

鷺島　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

高道祖　　　　　　　

寺具　　　　　　　　

明石　　　　　　　　

筑波　　　　　　　　

北条　　　　　　　　平沢　　　　　　　　

神郡　　　　　　　　

洞下　　　　　　　　

管間　　　　　　　　
臼井　　　　　　　　

筑波　　　　　　　　

国松　　　　　　　　

筑波山鋼索鉄道　　　

筑波山　　　　　　　

酒寄　　　　　　　　

椎尾　　　　　　　　

宇坪谷　　　　　　　

山尻　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

安森　　　　　　　　

井戸川　　　　　　　

遠西　　　　　　　　

横道　　　　　　　　

下手　　　　　　　　

下丁　　　　　　　　
下田中　　　　　　　

貝越　　　　　　　　

境ノ町　　　　　　　

琴平　　　　　　　　

国松新田　　　　　　

桜塚　　　　　　　　

車　　　　　　　　　

小渡　　　　　　　　

上作谷　　　　　　　

上丁　　　　　　　　

上田中　　　　　　　

新寺　　　　　　　　

清水内　　　　　　　

西押尾　　　　　　　

西作谷　　　　　　　

西町　　　　　　　　

赤町　　　　　　　　

多気本町　　　　　　
大尽丁　　　　　　　

滝の入　　　　　　　

椎尾山　　　　　　　

椎木坪　　　　　　　

辻赤塚　　　　　　　

東作谷　　　　　　　

東山　　　　　　　　

南　　　　　　　　　

柏山　　　　　　　　

白畑　　　　　　　　

夫石　　　　　　　　

福王地　　　　　　　

門前　　　　　　　　

裏宿　　　　　　　　

六所　　　　　　　　

皀莢堂　　　　　　　

磯部　　　　　　　　

高野原新田　　　　　

山王堂　　　　　　　

漆所　　　　　　　　

上菅間　　　　　　　

上大島　　　　　　　

杉木　　　　　　　　

赤浜　　　　　　　　

大貫　　　　　　　　

谷原　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

中菅間　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

有田　　　　　　　　

堀の内　　　　　　　海老江　　　　　　　
新井新田　　　　　　

宮脇駅　　　　　　　

筑波山頂駅　　　　　

筑西市　　　　　　　

門井　　　　　　　　

谷永島　　　　　　　

桑山　　　　　　　　

十里　　　　　　　　

堀之内　　　　　　　

栗崎　　　　　　　　

横塚　　　　　　　　

茂田　　　　　　　　

深見　　　　　　　　

村田　　　　　　　　
鍋山　　　　　　　　

猫島　　　　　　　　

宮後　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

古内　　　　　　　　

須津賀　　　　　　　

山尾　　　　　　　　

伊佐々　　　　　　　

塙世　　　　　　　　
真壁　　　　　　　　

白井　　　　　　　　

上小幡　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

亀熊　　　　　　　　

原方　　　　　　　　東矢貝　　　　　　　

下谷貝　　　　　　　

上谷貝　　　　　　　

大国玉　　　　　　　

羽田　　　　　　　　

阿部田　　　　　　　

東飯田　　　　　　　

本木　　　　　　　　

雨引　　　　　　　　

海老ヶ島　　　　　　

下川中子　　　　　　

川連　　　　　　　　

直井　　　　　　　　

徳持　　　　　　　　

太郎丸　　　　　　　

稲荷山　　　　　　　

沖の内　　　　　　　

荻島　　　　　　　　

梶谷島　　　　　　　

梶発句　　　　　　　

寄井　　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

泣坂　　　　　　　　

近の原　　　　　　　

見晴　　　　　　　　

五味田　　　　　　　

向山　　　　　　　　

高座口　　　　　　　

高堀　　　　　　　　

山田新田　　　　　　

鹿島宮　　　　　　　

篠之内　　　　　　　

勝宮　　　　　　　　

上山尾　　　　　　　

神伝田　　　　　　　

西松原　　　　　　　

西島　　　　　　　　

西峰　　　　　　　　

西蓮沼　　　　　　　

石倉　　　　　　　　

赤法花　　　　　　　
切通　　　　　　　　

組内　　　　　　　　

巽内　　　　　　　　

谷永島新田　　　　　

谷永島本田　　　　　

谷部　　　　　　　　

端上　　　　　　　　

中丸木　　　　　　　

中山尾　　　　　　　

中峰　　　　　　　　

田中坪　　　　　　　

唐臼　　　　　　　　

東押尾　　　　　　　

東宮後　　　　　　　

東原　　　　　　　　

東松原　　　　　　　

東蓮沼　　　　　　　

桃山　　　　　　　　

鍋屋　　　　　　　　

南岡　　　　　　　　

南小幡　　　　　　　

南島　　　　　　　　

入山尾　　　　　　　

猫手　　　　　　　　

峰　　　　　　　　　 峰坪　　　　　　　　

飽戸　　　　　　　　

北岡　　　　　　　　

北小幡　　　　　　　

北島　　　　　　　　

北茂田　　　　　　　

本田　　　　　　　　

木崎　　　　　　　　

門井中央　　　　　　

雷　　　　　　　　　
林　　　　　　　　　

鷲宿　　　　　　　　

押尾　　　　　　　　

下郷谷　　　　　　　

下星谷　　　　　　　

宮山　　　　　　　　

金丸　　　　　　　　

金敷　　　　　　　　

向川澄　　　　　　　

高久　　　　　　　　

細田　　　　　　　　

三郷　　　　　　　　

上星谷　　　　　　　

上西郷谷　　　　　　

真壁町下小幡　　　　

真壁町源法寺　　　　

真壁町古城　　　　　

真壁町細芝　　　　　
真壁町桜井　　　　　

真壁町真壁　　　　　

真壁町大塚新田　　　

真壁町田　　　　　　

真壁町東山田　　　　

真壁町飯塚　　　　　

大島　　　　　　　　

知行　　　　　　　　

竹垣　　　　　　　　

内淀　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

柳　　　　　　　　　

福泉　　　　　　　　 北ノ台　　　　　　　門井下　　　　　　　
蛯沢　　　　　　　　

桜川市役所　　　　　
新治駅　　　　　　　

石岡市　　　　　　　

表筑波スカイライン　

不動峠　　　　　　　

片岡　　　　　　　　柿岡　　　　　　　　

上曽　　　　　　　　

笛田　　　　　　　　

湯袋　　　　　　　　

風返峠　　　　　　　

十三塚　　　　　　　

須釜　　　　　　　　

細谷　　　　　　　　

青柳　　　　　　　　

仏生寺　　　　　　　

柴内　　　　　　　　

弓弦　　　　　　　　

青田　　　　　　　　

月岡　　　　　　　　
半田　　　　　　　　

加生野　　　　　　　

▲ 富士山　　　　　　　

浦須　　　　　　　　

金指　　　　　　　　

片野　　　　　　　　

下林　　　　　　　　

根小屋　　　　　　　 竜神山　　　　　　　大砂　　　　　　　　

高倉　　　　　　　　

志筑　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

横堀　　　　　　　　
雪入　　　　　　　　

千代田石岡ＩＣ　　　

一之沢　　　　　　　

稲子　　　　　　　　

瓜谷　　　　　　　　

押越　　　　　　　　

月岡向坪　　　　　　

月岡本田　　　　　　

五輪堂　　　　　　　

香取　　　　　　　　

根小屋新田　　　　　

小久保　　　　　　　

上根　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

藤本　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

幕ノ内　　　　　　　

里　　　　　　　　　

竜口　　　　　　　　

粟田　　　　　　　　

下青柳　　　　　　　

吉生　　　　　　　　

小野越　　　　　　　

菖蒲沢　　　　　　　

上志筑　　　　　　　

上青柳　　　　　　　

上林　　　　　　　　

大峰　　　　　　　　

中志筑　　　　　　　

高友　　　　　　　　

桜川市　　　　　　　

▲ 足尾山　　　　　　　

▲ 加波山　　　　　　　

猿田　　　　　　　　

木植　　　　　　　　

▲ 吾国山　　　　　　　

南指原　　　　　　　

古親田　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

西寺　　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

▲ 難台山　　　　　　　

中戸　　　　　　　　

太田　　　　　　　　
大増　　　　　　　　

一本杉峠　　　　　　

大塚　　　　　　　　

狢内　　　　　　　　
小塙　　　　　　　　

瓦谷　　　　　　　　

部原　　　　　　　　厚茂　　　　　　　　

宇治会　　　　　　　

鯨岡　　　　　　　　

八重　　　　　　　　
小屋　　　　　　　　

桜坊　　　　　　　　

車坪　　　　　　　　

開拓　　　　　　　　

岩　　　　　　　　　

弓張　　　　　　　　

金ヶ沢　　　　　　　

御手洗　　　　　　　

向小塙　　　　　　　

向坪　　　　　　　　

根古屋　　　　　　　

根本　　　　　　　　

桜本　　　　　　　　

山居　　　　　　　　

山寺　　　　　　　　

寺口　　　　　　　　

宿山崎　　　　　　　

上山　　　　　　　　

上寺　　　　　　　　

上野田　　　　　　　

西小屋　　　　　　　

石田　　　　　　　　

折戸　　　　　　　　

村子　　　　　　　　

大足　　　　　　　　

達摩　　　　　　　　

中根　　　　　　　　

中坪　　　　　　　　

長堀　　　　　　　　

土取　　　　　　　　

堂平　　　　　　　　

二本松　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

半久　　　　　　　　

板敷　　　　　　　　

布野　　　　　　　　

片岡北部　　　　　　

北之内　　　　　　　

裏口　　　　　　　　

両桁　　　　　　　　

嘉良寿理　　　　　　

佐久　　　　　　　　
柴間　　　　　　　　

小見　　　　　　　　

小山田　　　　　　　

福原　　　　　　　　
沢　　　　　　　　　

田上　　　　　　　　
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交通管理リンク出力図
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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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都道府県界
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▲ 磯山　　　　　　　　東大島　　　　　　　

▲ 浅間山　　　　　　　

阿部岡　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

横田　　　　　　　　

物井　　　　　　　　

鹿　　　　　　　　　

原分　　　　　　　　

桑ノ川　　　　　　　

奥田　　　　　　　　

大関　　　　　　　　

小栗　　　　　　　　

井出蛯沢　　　　　　

蓬田　　　　　　　　

久地楽　　　　　　　

門井上　　　　　　　

高森　　　　　　　　

中泉　　　　　　　　

長方　　　　　　　　

下泉　　　　　　　　

堤上　　　　　　　　

西飯岡　　　　　　　
鍬田　　　　　　　　

犬田　　　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　

富谷　　　　　　　　

中里　　　　　　　　

入野　　　　　　　　
▲ 富谷山　　　　　　　

飯淵　　　　　　　　

大泉　　　　　　　　
大手坂　　　　　　　

本沼　　　　　　　　

桜川筑西ＩＣ　　　　

羽方本田　　　　　　

下物井　　　　　　　

柿の木　　　　　　　

谷近　　　　　　　　

東鹿　　　　　　　　

南大関　　　　　　　

北鹿　　　　　　　　

北大関　　　　　　　

下高田　　　　　　　

平田内　　　　　　　

稲荷宿　　　　　　　

影井台　　　　　　　

遠峰　　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下小栗　　　　　　　
下泉新田　　　　　　

加草　　　　　　　　

角釜　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

境　　　　　　　　　

元岩瀬　　　　　　　

五軒屋　　　　　　　

荒宿　　　　　　　　

高田新町　　　　　　
高門　　　　　　　　

黒子原　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

市ノ塚　　　　　　　

小田毛　　　　　　　
小樋尻　　　　　　　

上物井　　　　　　　

常盤町　　　　　　　

新開　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

整理地　　　　　　　

西区　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

袖山　　　　　　　　

太陽寺　　　　　　　

台ノ原　　　　　　　

大岡　　　　　　　　

大手　　　　　　　　

辰己新田　　　　　　

池下　　　　　　　　

中井出　　　　　　　

猪ノ窪　　　　　　　

長方南　　　　　　　

長方北　　　　　　　
東区一　　　　　　　

東区二　　　　　　　

栃井　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

二軒屋　　　　　　　 入野本田　　　　　　

白金　　　　　　　　

片蓋　　　　　　　　

峰高　　　　　　　　

蓬田新田　　　　　　

蓬田本田　　　　　　

門無　　　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　

久原　　　　　　　　

古郡　　　　　　　　

御領（三）　　　　　
御領（二）　　　　　

上野原地新田　　　　

水戸　　　　　　　　

水戸部　　　　　　　

西桜川（二）　　　　
東桜川（二）　　　　

道祖土　　　　　　　 梅ヶ内　　　　　　　

富岡　　　　　　　　
富士見台（二）　　　

明日香（四）　　　　

明日香（二）　　　　

磯　　　　　　　　　
小泉本田　　　　　　

長峰　　　　　　　　

岩瀬駅　　　　　　　

大和駅　　　　　　　

大郷戸　　　　　　　
東沼　　　　　　　　

西沼　　　　　　　　 長堤　　　　　　　　
小林　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

真岡　　　　　　　　

八条　　　　　　　　
東田井　　　　　　　生田目　　　　　　　

熊倉　　　　　　　　

西田井　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

真岡市　　　　　　　 ▲ 高館山　　　　　　　

益子町　　　　　　　

鶴田　　　　　　　　

下大田和　　　　　　
益子　　　　　　　　

高手尾　　　　　　　

北郷谷　　　　　　　

堀内　　　　　　　　

飯貝　　　　　　　　

水入　　　　　　　　

北中　　　　　　　　京泉　　　　　　　　

上大田和　　　　　　

六軒谷　　　　　　　

菅之谷　　　　　　　

七井　　　　　　　　

鴻之宿　　　　　　　

下鷺谷　　　　　　　

寺久保（一）　　　　

大谷新町　　　　　　

白布ヶ丘　　　　　　

並木町（三）　　　　

並木町（四）　　　　

並木町（二）　　　　

一ノ沢　　　　　　　

岡の内　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

沖渋川　　　　　　　

沖杉　　　　　　　　

下渋川　　　　　　　

下条　　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

下塚田　　　　　　　

角の川　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

近内　　　　　　　　

鍬柄内　　　　　　　

経塚　　　　　　　　

原西　　　　　　　　

原東　　　　　　　　

古境　　　　　　　　

向新田　　　　　　　

荒町　　　　　　　　

笹島　　　　　　　　

三石蒔　　　　　　　

三本木　　　　　　　

山ノ下　　　　　　　

山王前　　　　　　　

鹿島戸　　　　　　　

若色　　　　　　　　

若林　　　　　　　　

十石橋　　　　　　　

十六橋　　　　　　　

勝橋　　　　　　　　

小田井　　　　　　　

小里　　　　　　　　

沼尻　　　　　　　　

上条　　　　　　　　

上清水　　　　　　　
上町　　　　　　　　

城内　　　　　　　　

新境　　　　　　　　

新堀南　　　　　　　

新堀北　　　　　　　

森の木　　　　　　　

深田　　　　　　　　

星の宮団地　　　　　

正生田　　　　　　　

西根　　　　　　　　

西田島　　　　　　　

西明寺　　　　　　　

石島　　　　　　　　

石並　　　　　　　　

打越新田　　　　　　

大沖　　　　　　　　

大前　　　　　　　　

大沢宿　　　　　　　

大沢本郷　　　　　　

大沢里　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

大中内　　　　　　　

狸原　　　　　　　　

弾正　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中正　　　　　　　　

中峯　　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

仲之内　　　　　　　

長泉寺　　　　　　　

鳥喰　　　　　　　　

田町　　　　　　　　

唐堀　　　　　　　　

東坪　　　　　　　　

東田島　　　　　　　

道下　　　　　　　　

道祖土下　　　　　　

道祖土上　　　　　　

入江　　　　　　　　

熱田　　　　　　　　

萩田　　　　　　　　

八切　　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

飯貝下　　　　　　　

飯貝上　　　　　　　

風戸　　　　　　　　

北益子　　　　　　　

北峯　　　　　　　　

本郷西　　　　　　　

本郷東　　　　　　　

柳久保　　　　　　　

梵烏　　　　　　　　

益子　　　　　　　　

原町　　　　　　　　

荒町（三）　　　　　

荒町（四）　　　　　
荒町（二）　　　　　

城内坂　　　　　　　

青谷　　　　　　　　

東光寺　　　　　　　

並木町（一）　　　　

山王後　　　　　　　

漆原　　　　　　　　
中塚田　　　　　　　

田中　　　　　　　　
芦沼　　　　　　　　

真岡市役所　　　　　

益子町役場　　　　　

真岡駅　　　　　　　

北真岡駅　　　　　　

西田井駅　　　　　　

益子駅　　　　　　　

七井駅　　　　　　　

北山駅　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

松田　　　　　　　　

水戸線　　　　　　　
加茂部　　　　　　　

西小塙　　　　　　　

友部　　　　　　　　

上城　　　　　　　　

南飯田　　　　　　　

亀岡　　　　　　　　

大月　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

小塩　　　　　　　　

間中　　　　　　　　

門毛　　　　　　　　

▲ 雨巻山　　　　　　　

上深沢　　　　　　　

▲ 高峯　　　　　　　　

上小貫　　　　　　　
仏ノ山峠　　　　　　

▲ 仏頂山　　　　　　　

片庭　　　　　　　　

箱田　　　　　　　　

石井　　　　　　　　

飯合　　　　　　　　

来栖　　　　　　　　

北吉原　　　　　　　

本戸　　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

稲田　　　　　　　　

大広　　　　　　　　

関戸　　　　　　　　

打越　　　　　　　　

笠間　　　　　　　　

笠間西ＩＣ　　　　　

北関東自動車道　　　

関場　　　　　　　　

稲荷橋　　　　　　　

稲荷町　　　　　　　

羽黒駅前　　　　　　

臼庭　　　　　　　　

臼木　　　　　　　　

下郷　　　　　　　　

下箱田　　　　　　　

間黒　　　　　　　　

久保田　　　　　　　

金場　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

古山　　　　　　　　

戸室　　　　　　　　

後道　　　　　　　　

向谷中　　　　　　　

甲の山　　　　　　　

荒牧　　　　　　　　

香林寺　　　　　　　

山田　　　　　　　　

寺平　　　　　　　　

篠ノ沢　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

上郷　　　　　　　　

新谷　　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

水巻　　　　　　　　

清水川　　　　　　　

西光寺　　　　　　　

西堀　　　　　　　　

西友部　　　　　　　

石ヶ崎　　　　　　　

前原　　　　　　　　

前根　　　　　　　　

前山　　　　　　　　

大光寺　　　　　　　

大内　　　　　　　　

谷中　　　　　　　　

鍛冶屋　　　　　　　

竹下　　　　　　　　

中ノ内　　　　　　　

中新田　　　　　　　

中地原　　　　　　　

椿　　　　　　　　　

田島　　　　　　　　

田利　　　　　　　　

兎久保　　　　　　　

登道　　　　　　　　

土当　　　　　　　　

凍坂　　　　　　　　

東友部　　　　　　　

藤ノ入　　　　　　　

堂峯　　　　　　　　

道内　　　　　　　　

徳島　　　　　　　　

内川　　　　　　　　

入　　　　　　　　　

入新田　　　　　　　

入前　　　　　　　　

入道　　　　　　　　

入野新田　　　　　　

反町　　　　　　　　

福崎　　　　　　　　

兵道内　　　　　　　別当　　　　　　　　

片倉　　　　　　　　

峯前　　　　　　　　

坊屋敷　　　　　　　

本田上　　　　　　　

枕　　　　　　　　　

柳沢　　　　　　　　

友部台　　　　　　　

稲　　　　　　　　　

高幡　　　　　　　　

小貫　　　　　　　　

池亀　　　　　　　　

吹田　　　　　　　　

深沢　　　　　　　　

福原駅　　　　　　　

羽黒駅　　　　　　　

稲田駅　　　　　　　

笠間駅　　　　　　　

新福寺　　　　　　　

下大羽　　　　　　　

上大羽　　　　　　　

足尾山　　　　　　　

中深沢　　　　　　　

中小貫　　　　　　　

下小貫　　　　　　　

下深沢　　　　　　　

上飯　　　　　　　　

中飯　　　　　　　　

下飯　　　　　　　　

木幡　　　　　　　　

下福手　　　　　　　

上福手　　　　　　　

▲ 花香月山　　　　　　

倉見　　　　　　　　

▲ 八瓶山　　　　　　　

下赤沢　　　　　　　▲ けい足山　　　　　　

上赤沢　　　　　　　

▲ 国見山　　　　　　　

栗畑　　　　　　　　

上徳蔵　　　　　　　

大川戸　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

谷井田　　　　　　　

並柳　　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

飯　　　　　　　　　

福手　　　　　　　　

舟橋　　　　　　　　
高田新田　　　　　　
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河内町　　　　　　　

平須　　　　　　　　

新利根川　　　　　　

清水新田　　　　　　

伊佐津　　　　　　　

柴崎　　　　　　　　

伊崎　　　　　　　　

十三間戸　　　　　　

平川　　　　　　　　

金江津　　　　　　　

下加納　　　　　　　

片巻　　　　　　　　

下田川　　　　　　　

長竿　　　　　　　　

庄布川　　　　　　　

十里　　　　　　　　
布鎌　　　　　　　　

古河林　　　　　　　

手栗　　　　　　　　

源清田　　　　　　　

矢口　　　　　　　　

北辺田　　　　　　　

興津　　　　　　　　

木塚　　　　　　　　

酒直　　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

竜台　　　　　　　　
安西　　　　　　　　

磯部　　　　　　　　

茅場　　　　　　　　飯岡　　　　　　　　
幡谷　　　　　　　　

土室　　　　　　　　

四谷　　　　　　　　

西大須賀　　　　　　

滑川　　　　　　　　

下総　　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

野馬込　　　　　　　

七沢　　　　　　　　
大菅　　　　　　　　

小帝　　　　　　　　

名古屋　　　　　　　

新利根　　　　　　　

古通　　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

安食台（五）　　　　

猿島　　　　　　　　

ビバランド団地　　　

遠下　　　　　　　　

塩沼　　　　　　　　

屋敷割　　　　　　　

下金江津　　　　　　

下組　　　　　　　　

下門前　　　　　　　

外記林団地　　　　　

滑川川岸　　　　　　

寄居　　　　　　　　

九軒　　　　　　　　
桑山新田　　　　　　

五軒新田　　　　　　

荒地　　　　　　　　

寺地　　　　　　　　

松ヶ丘　　　　　　　

上金江津　　　　　　

上田川　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

新宿　　　　　　　　

新川　　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

中金江津　　　　　　

中山　　　　　　　　

中宿　　　　　　　　

中上　　　　　　　　

中田川　　　　　　　

町田新田　　　　　　

天神谷津　　　　　　

日豊団地　　　　　　

馬場下　　　　　　　

排水機　　　　　　　

芙蓉邸街　　　　　　

保村　　　　　　　　

抱松　　　　　　　　

流作　　　　　　　　

和銅埜　　　　　　　

猿山　　　　　　　　

下町歩　　　　　　　

久住中央（四）　　　

久住中央（二）　　　

小浮　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

水掛　　　　　　　　

狸穴　　　　　　　　

長沼　　　　　　　　

南羽鳥　　　　　　　

平三郎　　　　　　　

北羽鳥　　　　　　　

矢口神明（一）　　　
矢口神明（五）　　　

矢口神明（三）　　　

戌渡　　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　 舟戸　　　　　　　　 平須開拓　　　　　　

下根本　　　　　　　

上根本　　　　　　　

滑河駅　　　　　　　

美浦村　　　　　　　上新田　　　　　　　

稲荷ノ鼻　　　　　　

鳩崎　　　　　　　　

佐倉　　　　　　　　

浅間　　　　　　　　

稲波　　　　　　　　

小角　　　　　　　　

犬塚　　　　　　　　

沼田　　　　　　　　江戸崎　　　　　　　

椎塚　　　　　　　　

東大沼　　　　　　　

市崎　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

桑山　　　　　　　　

駒塚　　　　　　　　

村田　　　　　　　　

小羽賀　　　　　　　
時崎　　　　　　　　

羽賀　　　　　　　　

下君山　　　　　　　

上君山　　　　　　　

蒲ヶ山　　　　　　　

月出里　　　　　　　

信太　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

大形　　　　　　　　

飯倉　　　　　　　　

飯倉二区　　　　　　

井ノ岡新田　　　　　

奥原　　　　　　　　

根本　　　　　　　　

小野川　　　　　　　

稲敷ＩＣ　　　　　　

西坪　　　　　　　　

報徳　　　　　　　　

安穏台　　　　　　　

引舟　　　　　　　　

羽賀新田　　　　　　

羽黒　　　　　　　　

姥神　　　　　　　　

浦向　　　　　　　　

奥原新田　　　　　　

奥野開拓　　　　　　

横須賀　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

下蒲ヶ山　　　　　　

下口坪　　　　　　　

下沼田　　　　　　　

花指　　　　　　　　

給分　　　　　　　　

君島天神　　　　　　

迎　　　　　　　　　

向坪　　　　　　　　

江戸道　　　　　　　
高橋　　　　　　　　

根古屋　　　　　　　

寺台　　　　　　　　

寺地内　　　　　　　

小松川　　　　　　　

上蒲ヶ山　　　　　　

上口坪　　　　　　　

上沼田　　　　　　　

上谷原　　　　　　　

須賀　　　　　　　　大宿　　　　　　　　

大松　　　　　　　　

谷津　　　　　　　　

中沼田　　　　　　　

仲妻　　　　　　　　

長堀　　　　　　　　

天王　　　　　　　　

天王宮　　　　　　　

田宿　　　　　　　　

東坪　　　　　　　　

北坪　　　　　　　　

本宿　　　　　　　　

木曽内　　　　　　　

門前　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

流　　　　　　　　　

椚山　　　　　　　　

井ノ岡町　　　　　　

羽賀沼　　　　　　　

羽生　　　　　　　　

奥原町　　　　　　　

岡飯出　　　　　　　

古渡　　　　　　　　

江戸崎　　　　　　　

荒沼　　　　　　　　

信太古渡　　　　　　

土屋　　　　　　　　

南ケ丘　　　　　　　

美駒　　　　　　　　

星の里　　　　　　　君島中根　　　　　　 石灘　　　　　　　　
端山　　　　　　　　

稲敷東ＩＣ　　　　　

稲敷市役所　　　　　

稲敷市　　　　　　　

神崎町　　　　　　　

六角　　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　

押砂　　　　　　　　橋向　　　　　　　　清久島　　　　　　　

余津谷　　　　　　　

高　　　　　　　　　

名木　　　　　　　　

地蔵原新田　　　　　

稲荷山　　　　　　　

奈土　　　　　　　　

堀籠　　　　　　　　

桜田　　　　　　　　

大栄ＩＣ　　　　　　

所　　　　　　　　　

本矢作　　　　　　　

観音　　　　　　　　鳥羽　　　　　　　　

与倉　　　　　　　　

橋替　　　　　　　　

玉造　　　　　　　　

大戸　　　　　　　　

片野　　　　　　　　
鴇崎　　　　　　　　

大戸川　　　　　　　

飯島　　　　　　　　川尻　　　　　　　　

神崎　　　　　　　　神崎神宿　　　　　　

並木　　　　　　　　

植房　　　　　　　　

武田　　　　　　　　

古原　　　　　　　　 毛成　　　　　　　　

利根川　　　　　　　

御林　　　　　　　　

リバティヒル　　　　

一区　　　　　　　　

鎌部　　　　　　　　

岩ヶ崎　　　　　　　

五区　　　　　　　　

堺　　　　　　　　　

三区　　　　　　　　

四区　　　　　　　　

十七区　　　　　　　

昭和町い　　　　　　
昭和町ろ　　　　　　

上宿台　　　　　　　

上新町　　　　　　　

上仲宿　　　　　　　

水郷大橋町　　　　　

水郷町　　　　　　　

西関戸　　　　　　　

青山新田　　　　　　

多田島　　　　　　　

大崎新田　　　　　　

東関戸　　　　　　　

二区　　　　　　　　

本矢作新田　　　　　

立向　　　　　　　　

六区　　　　　　　　

岩ケ崎台　　　　　　

久井崎　　　　　　　

曲渕　　　　　　　　

郡　　　　　　　　　

今　　　　　　　　　

佐原　　　　　　　　

佐原ロ　　　　　　　

山之辺　　　　　　　

四季の丘　　　　　　

寺内　　　　　　　　

柴田　　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

上小川　　　　　　　

新寺　　　　　　　　

森戸　　　　　　　　

神崎本宿　　　　　　

諏訪下　　　　　　　

諏訪上　　　　　　　

成城台　　　　　　　

西坂　　　　　　　　

西部田　　　　　　　

西和田　　　　　　　

倉水　　　　　　　　

大貫　　　　　　　　

長山　　　　　　　　

冬父　　　　　　　　

藤の台　　　　　　　

南敷　　　　　　　　

北（三）　　　　　　

北（二）　　　　　　

荒川　　　　　　　　

石納　　　　　　　　

神崎ＩＣ　　　　　　

下総ＩＣ　　　　　　

下総神崎駅　　　　　

大戸駅　　　　　　　

佐原駅　　　　　　　

神崎町役場　　　　　

粗毛　　　　　　　　天王崎　　　　　　　

妙岐ノ鼻　　　　　　

和田岬　　　　　　　和田勝木　　　　　　

西の洲　　　　　　　

霞ヶ浦　　　　　　　

西の洲岬　　　　　　

三次　　　　　　　　

須賀津　　　　　　　

甘田　　　　　　　　

飯出　　　　　　　　

阿波　　　　　　　　

阿波崎　　　　　　　

下須田　　　　　　　

伊佐部　　　　　　　

上須田　　　　　　　

本新　　　　　　　　

八筋川　　　　　　　

西代　　　　　　　　

上之島　　　　　　　

結佐　　　　　　　　
手賀組新田　　　　　

佐原組新田　　　　　

野間谷原　　　　　　

寄合　　　　　　　　

谷原　　　　　　　　

下結佐　　　　　　　

下渕　　　　　　　　

蒲縄　　　　　　　　

逆川　　　　　　　　

原口　　　　　　　　

玄通　　　　　　　　

幸田川岸　　　　　　

高丸　　　　　　　　

山来　　　　　　　　酒井　　　　　　　　

小船戸　　　　　　　

松川　　　　　　　　

上結佐　　　　　　　

神落　　　　　　　　

水神　　　　　　　　

西戸崎　　　　　　　

西三次　　　　　　　

前芝　　　　　　　　

村　　　　　　　　　

大重　　　　　　　　 中結佐　　　　　　　

中妻　　　　　　　　

中神　　　　　　　　

仲郷　　　　　　　　

鳥打　　　　　　　　

東戸崎　　　　　　　

東三次　　　　　　　

東前原　　　　　　　

八筋川開拓　　　　　

尾島　　　　　　　　

役前　　　　　　　　

柳縄　　　　　　　　

遊子　　　　　　　　

来栖　　　　　　　　

下馬渡　　　　　　　

光葉　　　　　　　　

佐原下手　　　　　　

上馬渡　　　　　　　

八千石　　　　　　　

浮島　　　　　　　　

田幸　　　　　　　　

行方市役所　　　　　

稲敷警察署

香取警察署

行方警察署
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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▲



稲敷市　　　　　　　

美浦村　　　　　　　

坂　　　　　　　　　

有河　　　　　　　　

外葉　　　　　　　　

牛渡　　　　　　　　

兵庫峰　　　　　　　

赤塚　　　　　　　　

上高谷　　　　　　　
一の瀬川　　　　　　

崎浜　　　　　　　　

戸崎　　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

御殿　　　　　　　　

沖宿　　　　　　　　

島津　　　　　　　　

追原　　　　　　　　 布佐　　　　　　　　

舟子　　　　　　　　

古屋下　　　　　　　

木原　　　　　　　　

郷中　　　　　　　　

受領　　　　　　　　

大須賀津　　　　　　
八井田　　　　　　　

土浦　　　　　　　　

馬掛　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

下新田　　　　　　　

下島津　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

根山　　　　　　　　

坂東　　　　　　　　

松本　　　　　　　　

上島津　　　　　　　

上東　　　　　　　　

西方　　　　　　　　

折越　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

田宿　　　　　　　　

東崎　　　　　　　　

南島津　　　　　　　

二ノ宮　　　　　　　

平川　　　　　　　　 房中　　　　　　　　

柳梅　　　　　　　　

余郷　　　　　　　　

みどり台　　　　　　

沖宿町　　　　　　　

花見塚　　　　　　　

間野　　　　　　　　

牛込　　　　　　　　

根火　　　　　　　　

山王　　　　　　　　

志戸崎　　　　　　　

石川　　　　　　　　

男神　　　　　　　　

中野内　　　　　　　南平台（一）　　　　

南平台（三）　　　　
南平台（二）　　　　

馬見山　　　　　　　

堀田　　　　　　　　

茂呂　　　　　　　　

内加茂　　　　　　　おおつ野（五）　　　
おおつ野（三）　　　
おおつ野（四）　　　おおつ野（六）　　　

下大堤　　　　　　　

美浦村役場　　　　　

かすみがうら市　　　

下土田　　　　　　　

野寺　　　　　　　　

新治　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

三村　　　　　　　　
正月平　　　　　　　

高浜　　　　　　　　

仲丸　　　　　　　　

井関　　　　　　　　
八木　　　　　　　　

平山　　　　　　　　

下玉里　　　　　　　

上玉里　　　　　　　

園部川　　　　　　　

下馬場　　　　　　　

安食　　　　　　　　
菱木川　　　　　　　

岩坪　　　　　　　　

霞ケ浦　　　　　　　

下軽部　　　　　　　

上軽部　　　　　　　

西成井　　　　　　　

南根本　　　　　　　

深谷　　　　　　　　

上大堤　　　　　　　

荻平　　　　　　　　

馬場山　　　　　　　

飯岡　　　　　　　　

金川　　　　　　　　

天神　　　　　　　　

菅谷町　　　　　　　

白鳥町　　　　　　　

根当　　　　　　　　

白鳥新町　　　　　　

稲吉（二）　　　　　

稲吉東（五）　　　　

稲吉東（四）　　　　

田村町　　　　　　　

いさぎ内　　　　　　

羽成子　　　　　　　

岡　　　　　　　　　下高崎　　　　　　　

下高野　　　　　　　

下石川　　　　　　　

火ノ橋　　　　　　　

角来　　　　　　　　

梶和崎　　　　　　　

希望ヶ丘　　　　　　

共栄　　　　　　　　

橋下り　　　　　　　

巾木免　　　　　　　

金塚　　　　　　　　

古酒　　　　　　　　

戸崎原　　　　　　　

御前山　　　　　　　

高賀津　　　　　　　

根玉里　　　　　　　

坂井戸　　　　　　　

三ッ谷　　　　　　　

四ヶ村　　　　　　　

市村　　　　　　　　

鹿ノ山　　　　　　　

芝久保　　　　　　　

出戸　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

小常　　　　　　　　

小津　　　　　　　　

沼新田　　　　　　　

上高崎　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新生　　　　　　　　

深谷一　　　　　　　

深谷二　　　　　　　

須賀　　　　　　　　
水内　　　　　　　　

代田　　　　　　　　

台石川　　　　　　　

大井戸　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

大和　　　　　　　　

中郷谷　　　　　　　
長見寺　　　　　　　

長者峰　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

天王町　　　　　　　

田子内　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

南野原　　　　　　　

八千代台　　　　　　

毘沙門堂　　　　　　

稗倉　　　　　　　　

富士見台　　　　　　

風返　　　　　　　　

北ノ坊　　　　　　　

牧ノ内　　　　　　　
幕戸　　　　　　　　

おおつ野（一）　　　

おおつ野（七）　　　
おおつ野（二）　　　

おおつ野（八）　　　

稲吉（一）　　　　　

稲吉東（一）　　　　

稲吉東（三）　　　　稲吉東（二）　　　　

宍倉　　　　　　　　

神立東（一）　　　　

川中子　　　　　　　

川岸　　　　　　　　中田宿　　　　　　　鳥下　　　　　　　　高崎　　　　　　　　
西野寺　　　　　　　

東野寺　　　　　　　

北根本　　　　　　　

神立駅　　　　　　　

高浜駅　　　　　　　

繕沢　　　　　　　　

小高　　　　　　　　

島並　　　　　　　　

橋門　　　　　　　　

於下　　　　　　　　

行方　　　　　　　　

船子　　　　　　　　五町田　　　　　　　

井上　　　　　　　　

西蓮寺　　　　　　　

舟津　　　　　　　　

霞ヶ浦　　　　　　　

依田谷　　　　　　　

井貝　　　　　　　　

下ノ池　　　　　　　

柿木　　　　　　　　

逆川　　　　　　　　

元方　　　　　　　　

弘農社　　　　　　　

行戸界　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

根幡　　　　　　　　

根堀　　　　　　　　

十ヶ沢　　　　　　　
水無　　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

台宿　　　　　　　　

竹ノ塙　　　　　　　

長者郭　　　　　　　

島並下　　　　　　　

島並上　　　　　　　

藤井久保　　　　　　

道木　　　　　　　　

南下　　　　　　　　

南上　　　　　　　　

六十塚　　　　　　　

井上藤井　　　　　　

藤井　　　　　　　　

南高岡　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

稲ヶ谷　　　　　　　
根本前原　　　　　　

北谷　　　　　　　　

行方市　　　　　　　

霞ヶ浦大橋　　　　　

幡谷　　　　　　　　
羽木上　　　　　　　

与沢　　　　　　　　

倉数　　　　　　　　

札場　　　　　　　　

当間　　　　　　　　

坂戸　　　　　　　　

野友　　　　　　　　

借宿　　　　　　　　

半原　　　　　　　　

大和名　　　　　　　

次木　　　　　　　　
両宿　　　　　　　　

行戸　　　　　　　　

横須賀　　　　　　　

玉造　　　　　　　　

若海　　　　　　　　

蕨　　　　　　　　　

捻木　　　　　　　　

八木蒔　　　　　　　

羽生　　　　　　　　

沖洲　　　　　　　　

田伏　　　　　　　　

粟野　　　　　　　　

稲荷平　　　　　　　

烏崎　　　　　　　　

沖ノ内　　　　　　　

下与沢　　　　　　　

後路　　　　　　　　

高須　　　　　　　　

高野平　　　　　　　

根木山　　　　　　　

借宿新田　　　　　　

若常　　　　　　　　

諸井　　　　　　　　

小座山　　　　　　　

松ヶ枝　　　　　　　

上与沢　　　　　　　

西廓　　　　　　　　

西半原　　　　　　　

川前　　　　　　　　

大峯　　　　　　　　

谷頭　　　　　　　　

鳥名木　　　　　　　

内宿　　　　　　　　
南原　　　　　　　　

二反田　　　　　　　
武蔵野　　　　　　　

武蔵野原　　　　　　

平須賀　　　　　　　

柄貝　　　　　　　　

万才久　　　　　　　

紋谷　　　　　　　　

立木　　　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

論山　　　　　　　　

玉造　　　　　　　　

芹沢　　　　　　　　

串挽　　　　　　　　

手賀　　　　　　　　

谷島　　　　　　　　

柏崎　　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

新里　　　　　　　　
与沢百里　　　　　　
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川戸　　　　　　　　

小川　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

中延　　　　　　　　

小岩戸　　　　　　　

堅倉　　　　　　　　

三箇　　　　　　　　

竹原中郷　　　　　　

竹原　　　　　　　　

中野谷　　　　　　　

中台　　　　　　　　
小曽納　　　　　　　

花野井　　　　　　　

張星　　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

部室　　　　　　　　

住崎　　　　　　　　
花館　　　　　　　　

羽鳥　　　　　　　　

東山崎　　　　　　　

半ノ木　　　　　　　

碁石沢　　　　　　　

染谷　　　　　　　　

谷向　　　　　　　　

行里川　　　　　　　

東大橋　　　　　　　

小井戸　　　　　　　

田木谷　　　　　　　
東田中　　　　　　　

中津川　　　　　　　

石岡　　　　　　　　

恋瀬川　　　　　　　

市川　　　　　　　　

千代田石岡ＩＣ　　　

石岡小美玉ＳＩＣ　　

南山崎　　　　　　　

下志筑　　　　　　　

旭　　　　　　　　　

稲荷坪　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

下鶴田　　　　　　　

下田一　　　　　　　

下田二　　　　　　　

外山　　　　　　　　
亀塚　　　　　　　　

逆井　　　　　　　　

橋向　　　　　　　　

曲松　　　　　　　　

金谷久保　　　　　　

高場　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

坂上　　　　　　　　

芝山　　　　　　　　

十三　　　　　　　　

十二所　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

上鶴田　　　　　　　

乗越　　　　　　　　

新高浜　　　　　　　

新林　　　　　　　　

西明地　　　　　　　

船玉台　　　　　　　

大正地　　　　　　　

大町　　　　　　　　

池袋　　　　　　　　

長砂　　　　　　　　

東之辻　　　　　　　

八軒　　　　　　　　

八躰　　　　　　　　

富士峰　　　　　　　

部室前　　　　　　　

本田町　　　　　　　

籾上　　　　　　　　

立延　　　　　　　　

脇山　　　　　　　　

旭台（一）　　　　　

旭台（三）　　　　　

旭台（二）　　　　　

茨城（一）　　　　　

茨城（三）　　　　　
茨城（二）　　　　　

栄松　　　　　　　　

貝地（一）　　　　　貝地（二）　　　　　

栗又四ケ　　　　　　

荒金　　　　　　　　

国府（一）　　　　　

国府（五）　　　　　

国府（三）　　　　　

国府（四）　　　　　

国府（七）　　　　　

鹿の子（一）　　　　

鹿の子（三）　　　　

鹿の子（二）　　　　

若宮（一）　　　　　

若宮（三）　　　　　若宮（四）　　　　　

若松（一）　　　　　

若松（三）　　　　　

若松（二）　　　　　

小川　　　　　　　　

上馬場　　　　　　　

杉の井　　　　　　　
杉並（一）　　　　　

杉並（三）　　　　　
杉並（四）　　　　　

正上内　　　　　　　

石岡　　　　　　　　

石岡（一）　　　　　

石岡（二）　　　　　

泉町　　　　　　　　

総社（一）　　　　　

総社（二）　　　　　

大谷津　　　　　　　

谷向町　　　　　　　

池の台　　　　　　　
竹原下郷　　　　　　

田島（一）　　　　　

田島（二）　　　　　

東石岡（一）　　　　

東石岡（五）　　　　

東石岡（三）　　　　
東石岡（四）　　　　

東石岡（二）　　　　

東府中　　　　　　　

南台（一）　　　　　

南台（三）　　　　　

南台（四）　　　　　

南台（二）　　　　　

柏原町　　　　　　　

八軒台　　　　　　　

府中（一）　　　　　

府中（五）　　　　　

府中（三）　　　　　

府中（四）　　　　　

府中（二）　　　　　

北府中（一）　　　　

北府中（三）　　　　

北府中（二）　　　　

羽刈前　　　　　　　
源道地　　　　　　　

五万堀　　　　　　　 上小岩戸　　　　　　新地　　　　　　　　

張間　　　　　　　　

石岡市役所　　　　　

小美玉市役所　　　　

羽鳥駅　　　　　　　

石岡駅　　　　　　　

上加賀田　　　　　　

▲ 愛宕山　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

岩間　　　　　　　　

市野谷　　　　　　　

福島　　　　　　　　

椚山　　　　　　　　

土師　　　　　　　　

押辺　　　　　　　　

岩間ＩＣ　　　　　　

安居　　　　　　　　

仁古田　　　　　　　

長兎路　　　　　　　

矢野下　　　　　　　
南小泉　　　　　　　 旭町　　　　　　　　

大沢下　　　　　　　

隨分附　　　　　　　

柏井　　　　　　　　

播田実　　　　　　　

鯉淵　　　　　　　　

南川又　　　　　　　

木部　　　　　　　　

五里峯　　　　　　　

先後　　　　　　　　寺崎　　　　　　　　

納場　　　　　　　　

手堤　　　　　　　　

江戸　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　
鶴沼　　　　　　　　

東成井　　　　　　　

真家　　　　　　　　

友部ＪＣＴ　　　　　

友部ＳＡスマートＩＣ

小堀　　　　　　　　

竹の内　　　　　　　

仲通　　　　　　　　

日向内　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

旭丘　　　　　　　　

旭丘団地　　　　　　

旭台　　　　　　　　

旭台団地　　　　　　

旭町西区　　　　　　

旭町東区　　　　　　

旭平　　　　　　　　

安居東部　　　　　　

栄町　　　　　　　　

永沼　　　　　　　　
園中　　　　　　　　

横関　　　　　　　　

下安居　　　　　　　

下押辺　　　　　　　

茅生　　　　　　　　

吉沼　　　　　　　　

九十三枚　　　　　　

五霊　　　　　　　　

御加波　　　　　　　

参り坂　　　　　　　

山芝　　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

室野　　　　　　　　

篠後原　　　　　　　

春日町一区　　　　　

小島　　　　　　　　

上安居　　　　　　　

上押辺　　　　　　　

新宿　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

新渡戸　　　　　　　

真家宿　　　　　　　

神影　　　　　　　　

清住町　　　　　　　

西久保　　　　　　　

西原　　　　　　　　

石沢　　　　　　　　

千本　　　　　　　　

岱　　　　　　　　　

大久保　　　　　　　

大古沢　　　　　　　

大網　　　　　　　　

滝尻　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

仲村　　　　　　　　

長原　　　　　　　　

塚原　　　　　　　　

泥障塚　　　　　　　

東道地　　　　　　　

東平　　　　　　　　

藤株　　　　　　　　

堂崎　　　　　　　　

堂山　　　　　　　　

内田　　　　　　　　

鍋内　　　　　　　　

日吉町　　　　　　　

入谷津　　　　　　　

白旗　　　　　　　　

白幡　　　　　　　　

八石　　　　　　　　

発句　　　　　　　　

富士見塚　　　　　　

平　　　　　　　　　

北根　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

本宿　　　　　　　　

木部西部　　　　　　木部東部　　　　　　

木部南部　　　　　　

椚山西部　　　　　　椚山東部　　　　　　

爼倉　　　　　　　　

羽刈　　　　　　　　

吉岡　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

随分附　　　　　　　

大古山　　　　　　　

大笹　　　　　　　　

湯崎　　　　　　　　

南栗崎　　　　　　　

下ヶ鳥　　　　　　　 旭崎　　　　　　　　原　　　　　　　　　橋爪　　　　　　　　

岩間駅　　　　　　　

小美玉市　　　　　　

上雨谷　　　　　　　

下雨谷　　　　　　　

生井沢　　　　　　　

下座　　　　　　　　

鳥羽田　　　　　　　

城之内　　　　　　　

上鹿田　　　　　　　

舟木　　　　　　　　

菅野谷　　　　　　　

紅葉　　　　　　　　

富田　　　　　　　　

額相　　　　　　　　

石八戸　　　　　　　

南野　　　　　　　　鳥栖　　　　　　　　

貝谷　　　　　　　　

下吉影　　　　　　　

上合　　　　　　　　

百里開拓　　　　　　清水頭　　　　　　　

外之内　　　　　　　

野田　　　　　　　　

鷺沼　　　　　　　　

伏沼　　　　　　　　

佐才　　　　　　　　
上吉影　　　　　　　

世楽　　　　　　　　

巴川　　　　　　　　

西郷地　　　　　　　

柴高　　　　　　　　

茨城空港北ＩＣ　　　

隠谷　　　　　　　　

遠野　　　　　　　　

郡境　　　　　　　　

古新田　　　　　　　

山川　　　　　　　　

菖蒲沼　　　　　　　

上冨田　　　　　　　

前野　　　　　　　　

大沼　　　　　　　　
大川　　　　　　　　

鳥栖新田　　　　　　

鳥栖本郷　　　　　　

土井林　　　　　　　

東堺　　　　　　　　

藤沼　　　　　　　　

板東　　　　　　　　

百里自営　　　　　　

北山　　　　　　　　

北菖蒲沼　　　　　　

下冨田　　　　　　　

山野　　　　　　　　

鹿田　　　　　　　　

飯前　　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

増山　　　　　　　　

鉾田ＩＣ　　　　　　

茨城町　　　　　　　

水戸バイパス　　　　

下野　　　　　　　　

東野　　　　　　　　

吉沢　　　　　　　　

新興　　　　　　　　

三本松　　　　　　　

上石崎　　　　　　　

東永寺　　　　　　　

小鶴　　　　　　　　

大戸　　　　　　　　

近藤　　　　　　　　

常井　　　　　　　　

馬渡　　　　　　　　

越安　　　　　　　　

駒渡　　　　　　　　
野曽　　　　　　　　

飯沼　　　　　　　　

下土師　　　　　　　

千貫桜　　　　　　　

小幡　　　　　　　　 秋葉　　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

小堤　　　　　　　　

奥谷　　　　　　　　

茨城　　　　　　　　

神宿　　　　　　　　

海老沢　　　　　　　

網掛　　　　　　　　

宮ヶ崎　　　　　　　

橋場美　　　　　　　

水戸南ＩＣ　　　　　

茨城町西ＩＣ　　　　

茨城町東ＩＣ　　　　

東水戸道路　　　　　

茨城町ＪＣＴ　　　　

東関東自動車道　　　

中島　　　　　　　　

下越安　　　　　　　

下土師宿　　　　　　

下土師新地　　　　　

下土師仲塚　　　　　

笠神　　　　　　　　

金沢　　　　　　　　

剣尺　　　　　　　　

見取　　　　　　　　

荒井前　　　　　　　

三原　　　　　　　　

三島　　　　　　　　

三條　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

出兵沢　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

上越安　　　　　　　
植農　　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

瑞穂　　　　　　　　

千勝　　　　　　　　

相野　　　　　　　　

台　　　　　　　　　

大高　　　　　　　　中丸原　　　　　　　

中山　　　　　　　　

田向井　　　　　　　田澤　　　　　　　　

二の坪　　　　　　　

飯塚　　　　　　　　 福蔵　　　　　　　　

片喰　　　　　　　　

片山　　　　　　　　

鳴沢　　　　　　　　

矢頭　　　　　　　　

矢連　　　　　　　　

下飯沼　　　　　　　

下野町　　　　　　　

蕎麦原　　　　　　　

桜の郷　　　　　　　

酒門町　　　　　　　

上飯沼　　　　　　　

東野町　　　　　　　

南島田　　　　　　　

平須町　　　　　　　

大山原　　　　　　　

東山団地　　　　　　
けやき台（三）　　　けやき台（二）　　　

高田町　　　　　　　
住吉町　　　　　　　

茨城町役場　　　　　

石岡警察署
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笠間市　　　　　　　

常磐自動車道　　　　

日沢　　　　　　　　 福田　　　　　　　　

宿向　　　　　　　　

池野辺　　　　　　　

高峠　　　　　　　　

大渕　　　　　　　　

金井　　　　　　　　

下市毛　　　　　　　

日草場　　　　　　　

上市原　　　　　　　

滝川　　　　　　　　

中市原　　　　　　　

下市原　　　　　　　

南友部　　　　　　　

友部　　　　　　　　

黒磯　　　　　　　　

杉崎　　　　　　　　

三湯　　　　　　　　

内原　　　　　　　　

五平　　　　　　　　

友部ＩＣ　　　　　　
沢口　　　　　　　　

表　　　　　　　　　

弁天町　　　　　　　

一の砂　　　　　　　

一丁田　　　　　　　

遠木　　　　　　　　

下遠田　　　　　　　

下日沢　　　　　　　

花香町　　　　　　　

柿橋　　　　　　　　

柿橋団地　　　　　　

関内　　　　　　　　

岩尻　　　　　　　　

寄居　　　　　　　　

逆川南　　　　　　　

逆川北　　　　　　　

久保　　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

金井前　　　　　　　

金久保　　　　　　　

沓五郎　　　　　　　

桂町　　　　　　　　

犬塚　　　　　　　　

原店　　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

後久保　　　　　　　

向　　　　　　　　　

広谷原　　　　　　　

荒屋　　　　　　　　

荒谷　　　　　　　　

荒地　　　　　　　　

高橋町　　　　　　　

高田内　　　　　　　

高野　　　　　　　　

才木　　　　　　　　

坂場　　　　　　　　

坂尾　　　　　　　　

堺の宮　　　　　　　

笹口　　　　　　　　

笹立　　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

山ノ内　　　　　　　

山下　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

湿気　　　　　　　　

篠立　　　　　　　　

車入　　　　　　　　

手洗　　　　　　　　

住の内　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

小人町　　　　　　　

松崎　　　　　　　　

城の内　　　　　　　

常楽　　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

新町　　　　　　　　

新堤　　　　　　　　

星ノ宮　　　　　　　

星山　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

西飯田　　　　　　　

西平　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

相生町　　　　　　　

太田切　　　　　　　

太平　　　　　　　　

台町　　　　　　　　

大沢上　　　　　　　

大池　　　　　　　　

大和田　　　　　　　

谷津　　　　　　　　

谷津田　　　　　　　

東ヶ丘　　　　　　　

筒塙　　　　　　　　

豆田　　　　　　　　

栃郷戸　　　　　　　

内郷　　　　　　　　

入山居　　　　　　　
馬廻　　　　　　　　

梅ヶ枝町　　　　　　

柏原　　　　　　　　

麦入　　　　　　　　

表町　　　　　　　　
表坪　　　　　　　　

富士町　　　　　　　

峯崎　　　　　　　　

蜂ノ沢　　　　　　　

北原　　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

万蔵寺　　　　　　　

立野　　　　　　　　

六反田　　　　　　　

屏下　　　　　　　　

槐山　　　　　　　　

下加賀田　　　　　　

笠間　　　　　　　　

牛伏町　　　　　　　

五平町　　　　　　　

鴻巣　　　　　　　　

黒磯町　　　　　　　

三湯町　　　　　　　

三野輪町　　　　　　

手越　　　　　　　　

小原町　　　　　　　

小林町　　　　　　　

杉崎町　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

大足町　　　　　　　

大田町　　　　　　　

谷津町　　　　　　　

中央（一）　　　　　
中央（三）　　　　　

中央（二）　　　　　

中原町　　　　　　　

田島町　　　　　　　

東平（一）　　　　　

東平（三）　　　　　

東平（四）　　　　　

東平（二）　　　　　

内原町　　　　　　　

南吉原　　　　　　　

八雲（一）　　　　　

八雲（二）　　　　　美原（一）　　　　　

美原（三）　　　　　

美原（四）　　　　　

美原（二）　　　　　

有賀町　　　　　　　

金山　　　　　　　　
小松沢　　　　　　　

宍戸駅　　　　　　　

友部駅　　　　　　　

内原駅　　　　　　　

笠間市役所　　　　　

仲郷　　　　　　　　

塩子　　　　　　　　

北の根　　　　　　　

小勝　　　　　　　　

押寄木　　　　　　　

徳蔵　　　　　　　　七会　　　　　　　　

真端　　　　　　　　

石寺　　　　　　　　

羽衣　　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

▲ 朝房山　　　　　　　 木葉下　　　　　　　

小畔　　　　　　　　
小坂　　　　　　　　

春園　　　　　　　　

上青山　　　　　　　

下青山　　　　　　　

上古内　　　　　　　

下古内　　　　　　　
磯野　　　　　　　　

錫高野　　　　　　　 北方　　　　　　　　

藤井川　　　　　　　

安渡　　　　　　　　

岡の宿　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

下徳蔵　　　　　　　

家の前　　　　　　　

樫当　　　　　　　　

樫当新田　　　　　　 関根　　　　　　　　

館　　　　　　　　　

岩下　　　　　　　　

宮方　　　　　　　　

原山　　　　　　　　

戸の内　　　　　　　

時沢　　　　　　　　

芝立　　　　　　　　

小坂下　　　　　　　

小坂上　　　　　　　

松山　　　　　　　　

上宿　　　　　　　　

真米　　　　　　　　

前沢　　　　　　　　

倉作　　　　　　　　

大住　　　　　　　　

大藤　　　　　　　　

大宝内　　　　　　　

池の内　　　　　　　

仲野田　　　　　　　

津部　　　　　　　　

唐貝　　　　　　　　

湯井沢　　　　　　　

道上　　　　　　　　

二本木　　　　　　　

八田　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

由井沢　　　　　　　

木葉下町　　　　　　

縁原　　　　　　　　
押久保　　　　　　　 高久崎　　　　　　　大開　　　　　　　　

樋渡　　　　　　　　

一里塚　　　　　　　
小吹　　　　　　　　

萱場　　　　　　　　
笠原　　　　　　　　

元吉田　　　　　　　

報徳　　　　　　　　 千波　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

河和田　　　　　　　東組　　　　　　　　
水戸　　　　　　　　赤尾関　　　　　　　

千波湖　　　　　　　
見川　　　　　　　　

飯島　　　　　　　　

見和　　　　　　　　
水府　　　　　　　　

常磐線　　　　　　　
姫子　　　　　　　　

糀内　　　　　　　　

水戸ＩＣ　　　　　　
枝川　　　　　　　　

加倉井　　　　　　　

中丸　　　　　　　　

水戸市　　　　　　　

堀町　　　　　　　　

柳河　　　　　　　　開江　　　　　　　　

津田　　　　　　　　渡里　　　　　　　　 中河内　　　　　　　

全隈　　　　　　　　

上河内　　　　　　　田野　　　　　　　　 木倉　　　　　　　　
水戸北スマートＩＣ　

鯉淵町　　　　　　　

赤尾関町　　　　　　

筑地町　　　　　　　

アラヤ　　　　　　　

のだはら団地　　　　

茨山　　　　　　　　

加倉井町　　　　　　

海道付　　　　　　　

街道端　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

古宿　　　　　　　　

古谷　　　　　　　　

後原　　　　　　　　

御茶園　　　　　　　

向原　　　　　　　　

向古屋　　　　　　　

高野下　　　　　　　

作壁　　　　　　　　

桜川西団地　　　　　

舟付　　　　　　　　

十一軒　　　　　　　

上杉　　　　　　　　 西山団地　　　　　　

千波原　　　　　　　

滝淵　　　　　　　　

丹下一ノ牧　　　　　

丹下桜ノ牧　　　　　

丹下二ノ牧　　　　　

中組　　　　　　　　

仲坪　　　　　　　　

町附　　　　　　　　

東　　　　　　　　　

同心町　　　　　　　

畔下　　　　　　　　

富沢　　　　　　　　

福沢　　　　　　　　

払沢　　　　　　　　

並木　　　　　　　　

弁天　　　　　　　　

北葉山　　　　　　　

緑岡団地　　　　　　

けやき台（一）　　　

ちとせ（一）　　　　

ちとせ（二）　　　　

愛宕町　　　　　　　

栄町（二）　　　　　

河和田（一）　　　　

河和田（三）　　　　

河和田（二）　　　　

河和田町　　　　　　

開江町　　　　　　　

笠原町　　　　　　　

萱場町　　　　　　　

吉沢町　　　　　　　

宮町（二）　　　　　

宮内町　　　　　　　

金谷町　　　　　　　

金町（三）　　　　　

金町（二）　　　　　

見川（一）　　　　　

見川（五）　　　　　

見川（三）　　　　　

見川（四）　　　　　

見川（二）　　　　　

見川町　　　　　　　

見和（一）　　　　　

見和（三）　　　　　
見和（二）　　　　　

元吉田町　　　　　　

元山町（一）　　　　
元山町（二）　　　　

元台町　　　　　　　

袴塚（一）　　　　　

袴塚（三）　　　　　袴塚（二）　　　　　

五軒町（一）　　　　

五軒町（三）　　　　

五軒町（二）　　　　

根本（一）　　　　　

根本（三）　　　　　

根本（四）　　　　　

根本（二）　　　　　

紺屋町　　　　　　　

柵町（一）　　　　　

柵町（三）　　　　　
桜川（一）　　　　　桜川（二）　　　　　

三の丸（三）　　　　
三の丸（二）　　　　

自由が丘　　　　　　

曙町　　　　　　　　

小吹町　　　　　　　

松が丘（一）　　　　

松が丘（二）　　　　

松本町　　　　　　　

上水戸（一）　　　　

上水戸（三）　　　　上水戸（四）　　　　

上水戸（二）　　　　

城東（一）　　　　　

城東（四）　　　　　

城東（二）　　　　　

城南（一）　　　　　

城南（三）　　　　　城南（二）　　　　　

常磐町（二）　　　　

新原（一）　　　　　

新原（二）　　　　　

新荘（一）　　　　　

新荘（三）　　　　　新荘（二）　　　　　

水府町　　　　　　　

西原（一）　　　　　

西原（三）　　　　　

西原（二）　　　　　
青柳町　　　　　　　石川（一）　　　　　

石川（三）　　　　　

石川（四）　　　　　

石川（二）　　　　　

赤塚（一）　　　　　

赤塚（二）　　　　　

千波町　　　　　　　

泉町（一）　　　　　

泉町（三）　　　　　
泉町（二）　　　　　

双葉台（一）　　　　

双葉台（五）　　　　

双葉台（三）　　　　

双葉台（四）　　　　
双葉台（二）　　　　

大工町（三）　　　　

大町（三）　　　　　

大町（二）　　　　　

大塚町　　　　　　　

中河内町　　　　　　

中丸町　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

渡里町　　　　　　　

東原（三）　　　　　
東原（二）　　　　　

東赤塚　　　　　　　

東台（一）　　　　　
東台（二）　　　　　

南町（二）　　　　　
梅香（一）　　　　　

梅香（二）　　　　　

白梅（一）　　　　　

白梅（三）　　　　　

白梅（四）　　　　　

白梅（二）　　　　　

飯島町　　　　　　　

備前町　　　　　　　

姫子（一）　　　　　

姫子（二）　　　　　

文京（一）　　　　　

文京（二）　　　　　

米沢町　　　　　　　

北見町　　　　　　　

本町（一）　　　　　
本町（三）　　　　　

本町（二）　　　　　

末広町（三）　　　　

末広町（二）　　　　

柳河町　　　　　　　

柳町（一）　　　　　柳町（二）　　　　　

緑町（一）　　　　　
緑町（三）　　　　　

緑町（二）　　　　　

古士巻　　　　　　　 舟渡　　　　　　　　神田原　　　　　　　
下国井町　　　　　　 上河内町　　　　　　全隈町　　　　　　　

田野町　　　　　　　

水戸市役所　　　　　

水戸駅　　　　　　　

偕楽園駅　　　　　　

赤塚駅　　　　　　　

常陸津田駅　　　　　

常陸青柳駅　　　　　

茨城県庁　　　　　　

常北　　　　　　　　

上泉　　　　　　　　

北米　　　　　　　　

那珂西　　　　　　　

下組　　　　　　　　

石塚　　　　　　　　

上入野　　　　　　　

岩根　　　　　　　　

上国井　　　　　　　

柳内　　　　　　　　

成沢　　　　　　　　

飯富　　　　　　　　 下国井　　　　　　　田谷　　　　　　　　

下江戸　　　　　　　

田崎　　　　　　　　
川端　　　　　　　　

戸　　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

門部　　　　　　　　

南酒出　　　　　　　

那珂ＩＣ　　　　　　

那珂　　　　　　　　

豊喰　　　　　　　　

後台　　　　　　　　

瓜連　　　　　　　　

古徳　　　　　　　　

水郡線　　　　　　　

郷田前　　　　　　　

青山北米　　　　　　

前側　　　　　　　　

富内　　　　　　　　

阿川　　　　　　　　

井戸向　　　　　　　 茨野　　　　　　　　

瓜連下　　　　　　　

横小路　　　　　　　

下坪　　　　　　　　

釜井戸　　　　　　　
宮元前　　　　　　　

金井神　　　　　　　 古徳下　　　　　　　

古徳上　　　　　　　

古徳中　　　　　　　

古徳田向　　　　　　

後側　　　　　　　　

後台駒潜　　　　　　

向居　　　　　　　　

荒神　　　　　　　　

根本坪　　　　　　　

鷺内　　　　　　　　

札山　　　　　　　　

寺坪　　　　　　　　

小原内　　　　　　　

庄司　　　　　　　　

松ノ口　　　　　　　

上江戸　　　　　　　

上新田　　　　　　　

真土　　　　　　　　

水戸内　　　　　　　

川岸前　　　　　　　

前河原　　　　　　　

前本郷　　　　　　　

前門　　　　　　　　

大堀　　　　　　　　

谷津向　　　　　　　

中江戸　　　　　　　

中妻　　　　　　　　

中宿　　　　　　　　

仲宿　　　　　　　　

辻鴻巣　　　　　　　

店　　　　　　　　　

田向　　　　　　　　

土ノ内　　　　　　　

東風谷　　　　　　　

内方　　　　　　　　

南行　　　　　　　　

南台　　　　　　　　

白河内　　　　　　　

八本　　　　　　　　

塙　　　　　　　　　

福田駒潜　　　　　　

米沢　　　　　　　　

片根山　　　　　　　

保台　　　　　　　　

睦　　　　　　　　　

木舟　　　　　　　　

門部圷　　　　　　　

岩根町　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

上国井町　　　　　　

成沢町　　　　　　　

西木倉　　　　　　　田谷町　　　　　　　 東木倉　　　　　　　

藤が原（三）　　　　

藤が原（二）　　　　

藤井町　　　　　　　

飯富町　　　　　　　

平野　　　　　　　　 北酒出　　　　　　　

瓜連中　　　　　　　 鹿島圷　　　　　　　

那珂市役所　　　　　

城里町役場　　　　　

後台駅　　　　　　　

下菅谷駅　　　　　　

中菅谷駅　　　　　　

上菅谷駅　　　　　　

常陸鴻巣駅　　　　　

瓜連駅　　　　　　　

笠間警察署

水戸警察署

茨城県警察本部
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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▲



城里町　　　　　　　

常陸大宮市　　　　　

国長　　　　　　　　

那賀　　　　　　　　

野口平　　　　　　　

野口　　　　　　　　

津波　　　　　　　　

御前山　　　　　　　

下伊勢畑　　　　　　

川畑　　　　　　　　

長倉　　　　　　　　

秋田　　　　　　　　

沼ノ上　　　　　　　上伊勢畑　　　　　　

相川　　　　　　　　

道木橋　　　　　　　

▲ 井殿山　　　　　　　

岩船　　　　　　　　

孫根　　　　　　　　

那珂川　　　　　　　

下阿野沢　　　　　　

阿波山　　　　　　　

中崎　　　　　　　　

三美　　　　　　　　

里前　　　　　　　　

西塩子　　　　　　　
照田　　　　　　　　

〆場　　　　　　　　

安戸　　　　　　　　

井戸ノ上　　　　　　

越郷　　　　　　　　

沖の家　　　　　　　

下河戸　　　　　　　

下国長　　　　　　　

下台　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

下飯野　　　　　　　

家ノ前　　　　　　　

河原　　　　　　　　

葛野　　　　　　　　

観世音　　　　　　　

間々　　　　　　　　
岩戸　　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

原野　　　　　　　　

光戸　　　　　　　　

皇都　　　　　　　　

根岸　　　　　　　　

紺茶　　　　　　　　

細内　　　　　　　　

山根　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

住谷　　　　　　　　

上の坪　　　　　　　

上ノ内　　　　　　　

上台　　　　　　　　

上仲　　　　　　　　

常葉　　　　　　　　

森脇　　　　　　　　

西ノ内　　　　　　　

石原　　　　　　　　

石崎　　　　　　　　

大栗　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

大滝　　　　　　　　

大沢前　　　　　　　

中央　　　　　　　　

中国長　　　　　　　

仲丸城　　　　　　　

仲岩船　　　　　　　

津島　　　　　　　　

天神台　　　　　　　

登屋　　　　　　　　

内古屋　　　　　　　

梅が沢　　　　　　　

表一　　　　　　　　

苗引　　　　　　　　

平常　　　　　　　　

片瀬田　　　　　　　

法性寺　　　　　　　

北ノ内　　　　　　　

北宿　　　　　　　　

綿折沢　　　　　　　

茂垣　　　　　　　　

木の下　　　　　　　

高根　　　　　　　　
高根台　　　　　　　

上阿野沢　　　　　　

吉田　　　　　　　　
三丸田　　　　　　　

初田　　　　　　　　小割　　　　　　　　
森前　　　　　　　　川東　　　　　　　　

待合　　　　　　　　福岡　　　　　　　　

鷲子　　　　　　　　

小田野　　　　　　　
高部　　　　　　　　

美和　　　　　　　　

上檜沢　　　　　　　

▲ 青麻山　　　　　　　

下檜沢　　　　　　　

氷之沢　　　　　　　

上小瀬　　　　　　　

白谷峠　　　　　　　

下小瀬　　　　　　　

緒川　　　　　　　　

前屋　　　　　　　　

小舟　　　　　　　　

三賀　　　　　　　　

大岩　　　　　　　　

細入　　　　　　　　

油河内　　　　　　　

千田　　　　　　　　

入本郷　　　　　　　

松之草　　　　　　　

吉丸　　　　　　　　

小瀬沢　　　　　　　

北塩子　　　　　　　

長田　　　　　　　　

叶屋　　　　　　　　

一っ石　　　　　　　

羽出庭　　　　　　　

臼本　　　　　　　　

榎内　　　　　　　　

猿久保　　　　　　　

下小貝野　　　　　　

下仲郷　　　　　　　

萱坪　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

吉の沢　　　　　　　 牛久保　　　　　　　

熊久保　　　　　　　

栗平　　　　　　　　

元沢　　　　　　　　

甲斐之介　　　　　　

高部宿　　　　　　　

細草　　　　　　　　

笹山　　　　　　　　

鹿ノ場　　　　　　　

重田　　　　　　　　

小草　　　　　　　　

小田野口　　　　　　

上国長　　　　　　　

上小貝野　　　　　　

上仲郷　　　　　　　

森下　　　　　　　　

申田　　　　　　　　

西沢　　　　　　　　

川崎　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

袋木　　　　　　　　

大貝　　　　　　　　

大根田　　　　　　　

谷久田　　　　　　　

谷熊　　　　　　　　

竹之内　　　　　　　

中油河内　　　　　　

仲内　　　　　　　　

仲桧沢　　　　　　　

仲平　　　　　　　　

朝房　　　　　　　　

長井　　　　　　　　

土草　　　　　　　　

東上　　　　　　　　

東沢　　　　　　　　

道場　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

梅橋　　　　　　　　

梅曽根　　　　　　　

表郷　　　　　　　　

別当原　　　　　　　

保内　　　　　　　　

北田　　　　　　　　

本越　　　　　　　　

万平　　　　　　　　

野沢　　　　　　　　

小玉　　　　　　　　

清宿　　　　　　　　
台之沢　　　　　　　

小場　　　　　　　　

坂地　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

堰上　　　　　　　　

小祝　　　　　　　　久慈岡　　　　　　　

久慈川　　　　　　　

塩原　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

鷹巣　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

宇留野　　　　　　　

下村田　　　　　　　

上村田　　　　　　　

静　　　　　　　　　 下大賀　　　　　　　

薬谷　　　　　　　　

花房　　　　　　　　

大方　　　　　　　　

久米　　　　　　　　

芦間　　　　　　　　

山田川　　　　　　　

岩手　　　　　　　　

高柿　　　　　　　　
金砂郷　　　　　　　

箕　　　　　　　　　

玉　　　　　　　　　
下利員　　　　　　　

千寿　　　　　　　　
中利員　　　　　　　

東連地　　　　　　　

下粟　　　　　　　　

上粟　　　　　　　　

善久　　　　　　　　

中粟　　　　　　　　

オチドリ　　　　　　

愛宕山　　　　　　　

引田　　　　　　　　

瓜連上　　　　　　　

堰の上南　　　　　　

堰の上北　　　　　　

下河原　　　　　　　

下岩手　　　　　　　

下高柿　　　　　　　

下新地　　　　　　　

下千寿　　　　　　　

下竹合　　　　　　　

下平　　　　　　　　

下圷　　　　　　　　

額山　　　　　　　　

鬼越　　　　　　　　

玉川　　　　　　　　

後坪　　　　　　　　 御所平　　　　　　　

高ノ倉　　　　　　　

三ヶ尻　　　　　　　

山越　　　　　　　　

鹿島内　　　　　　　

十文字　　　　　　　

小根台　　　　　　　

小坪　　　　　　　　

沼倉　　　　　　　　

上　　　　　　　　　

上岩手　　　　　　　

上高柿　　　　　　　

上組　　　　　　　　

上竹合　　　　　　　

上坪　　　　　　　　

上箕　　　　　　　　

上圷　　　　　　　　

新家　　　　　　　　

新道　　　　　　　　

諏訪下　　　　　　　

瀬良田　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

西城　　　　　　　　 西組　　　　　　　　

石幸　　　　　　　　

川原宿　　　　　　　

泉新道　　　　　　　

泉本郷　　　　　　　

浅川　　　　　　　　

前官　　　　　　　　

前新地　　　　　　　

台組　　　　　　　　

大坂平　　　　　　　

滝沢　　　　　　　　

滝名子　　　　　　　

竹ノ越　　　　　　　中屋敷　　　　　　　

中河原　　　　　　　

中岩手　　　　　　　

仲の内　　　　　　　

仲下　　　　　　　　

坪之内　　　　　　　

唐木田　　　　　　　

東栄　　　　　　　　

東坪井　　　　　　　

東和田　　　　　　　

那珂　　　　　　　　

那須内　　　　　　　

内子　　　　　　　　

入千寿　　　　　　　

馬場組　　　　　　　

梅田　　　　　　　　

繁　　　　　　　　　

百段　　　　　　　　

表組　　　　　　　　

不動下　　　　　　　

富河原　　　　　　　

富士山　　　　　　　

富士山下　　　　　　

福山　　　　　　　　

北向　　　　　　　　

北城　　　　　　　　

北村田　　　　　　　

本郷一　　　　　　　
本郷二　　　　　　　

目久保内　　　　　　

矢ノ田　　　　　　　

矢口　　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

和久　　　　　　　　

圷　　　　　　　　　

芦間町　　　　　　　

粟　　　　　　　　　

姥賀町　　　　　　　

瓜連　　　　　　　　

下岩瀬　　　　　　　

下利員町　　　　　　

花房町　　　　　　　

岩手町　　　　　　　

久米町　　　　　　　

宮の郷　　　　　　　

宮の郷町　　　　　　

玉造町　　　　　　　

高柿町　　　　　　　

高渡町　　　　　　　

小島町　　　　　　　

松栄町　　　　　　　

上岩瀬　　　　　　　

新地町　　　　　　　

千寿町　　　　　　　

大平町　　　　　　　

大方町　　　　　　　

大里町　　　　　　　

竹合町　　　　　　　

中富町　　　　　　　

中野町　　　　　　　

中利員町　　　　　　

抽ヶ台町　　　　　　

田子内町　　　　　　

東富町　　　　　　　

東連地町　　　　　　

藤田町　　　　　　　

南町　　　　　　　　

北町　　　　　　　　

箕町　　　　　　　　

野中町　　　　　　　

和田町　　　　　　　

藥谷町　　　　　　　

宿西　　　　　　　　

宿東　　　　　　　　
小谷津　　　　　　　

西和田　　　　　　　

北沢　　　　　　　　

常陸大宮市役所　　　

静駅　　　　　　　　

常陸大宮駅　　　　　

玉川村駅　　　　　　

辰ノ口　　　　　　　

上利員　　　　　　　

勝地　　　　　　　　

塩ノ草　　　　　　　

下宮河内　　　　　　赤土　　　　　　　　

田代　　　　　　　　

上宮河内　　　　　　

峰巣　　　　　　　　

大藪　　　　　　　　

西染　　　　　　　　

棚谷　　　　　　　　

松平　　　　　　　　

国安　　　　　　　　

水府　　　　　　　　

中染　　　　　　　　

東染　　　　　　　　

天下野　　　　　　　戸屋　　　　　　　　諸沢　　　　　　　　

間坂　　　　　　　　

家和楽　　　　　　　

舟生　　　　　　　　

西野内　　　　　　　

山方　　　　　　　　

皆沢　　　　　　　　

野上　　　　　　　　

照山　　　　　　　　

釜額　　　　　　　　

舟生沢　　　　　　　

南皆沢　　　　　　　

北皆沢　　　　　　　

羽場　　　　　　　　

越地　　　　　　　　

堰口　　　　　　　　

遠山　　　　　　　　

塩ノ沢　　　　　　　

塩出　　　　　　　　

押沼　　　　　　　　

荻ノ窪　　　　　　　

蛙田　　　　　　　　

柿ヶ平　　　　　　　

梶畑　　　　　　　　

釜ヶ入　　　　　　　

関ノ上　　　　　　　

関沢　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　

岸内　　　　　　　　

岩花　　　　　　　　

岩上　　　　　　　　

岩折　　　　　　　　

岩部　　　　　　　　

境畑　　　　　　　　

郷生地　　　　　　　

桐原　　　　　　　　

金洗　　　　　　　　

元倉　　　　　　　　

原沢　　　　　　　　

五反　　　　　　　　

後宿　　　　　　　　

御所内　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

高性地　　　　　　　

高陽　　　　　　　　

菜能根　　　　　　　

三升内　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

篠の沢　　　　　　　

芝　　　　　　　　　

珠数木　　　　　　　

出羽　　　　　　　　

小屋場　　　　　　　

小室　　　　　　　　

小瀬　　　　　　　　

小田部　　　　　　　

上の台　　　　　　　

上の内　　　　　　　

上河原　　　　　　　

新堀　　　　　　　　

杉平　　　　　　　　

西足　　　　　　　　

西町田　　　　　　　

川原　　　　　　　　

染平　　　　　　　　

草木　　　　　　　　

台の内　　　　　　　

大越　　　　　　　　

大仁田　　　　　　　

大草　　　　　　　　

大草原　　　　　　　

滝　　　　　　　　　

滝ノ上　　　　　　　

滝平　　　　　　　　

沢中　　　　　　　　

地割　　　　　　　　

竹ノ内　　　　　　　

長貫　　　　　　　　

鳥井戸　　　　　　　
東ノ内　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

白金沢　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

塙下　　　　　　　　

塙坂　　　　　　　　

飯渕　　　　　　　　

百目木　　　　　　　

布金　　　　　　　　

風呂　　　　　　　　

包石　　　　　　　　

坊平　　　　　　　　

堀米　　　　　　　　

本学　　　　　　　　

万城内　　　　　　　

流田　　　　　　　　

竜ヶ口　　　　　　　

和舘　　　　　　　　

櫃沢　　　　　　　　

蚋橋　　　　　　　　

下宮河内町　　　　　

国安町　　　　　　　

山方　　　　　　　　

松平町　　　　　　　

上宮河内町　　　　　

上大賀　　　　　　　

上利員町　　　　　　

西染町　　　　　　　

赤土町　　　　　　　

棚谷町　　　　　　　

中染町　　　　　　　

町田町　　　　　　　

天下野町　　　　　　

和久町　　　　　　　

寺入　　　　　　　　追野　　　　　　　　

柏貫　　　　　　　　

野上原駅　　　　　　

山方宿駅　　　　　　

中舟生駅　　　　　　

下小川駅　　　　　　

大宮警察署
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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▲



常陸大宮市　　　　　

光崎　　　　　　　　

矢ノ草　　　　　　　

大那地　　　　　　　

鳥帽子掛峠　　　　　

仲河戸　　　　　　　

入檜沢　　　　　　　

諏訪前　　　　　　　

東河戸　　　　　　　

▲ 尺文山　　　　　　　

七内　　　　　　　　

久隆　　　　　　　　

久隆沢　　　　　　　

桧沢口　　　　　　　

大沢口　　　　　　　

野倉　　　　　　　　

▲ 太郎山　　　　　　　

道坂峠　　　　　　　

切ノ草　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

タバッコ峠　　　　　

栃原新田　　　　　　

▲ 新田山　　　　　　　

相川新田　　　　　　

▲ 南山　　　　　　　　

久隆下　　　　　　　

久隆上　　　　　　　

久隆中　　　　　　　

上郷二　　　　　　　

水貫　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

仲河戸下　　　　　　

仲河戸上　　　　　　

張山　　　　　　　　

亭道地　　　　　　　

東河戸下　　　　　　

東河戸上　　　　　　

栃原本田　　　　　　

入檜沢下　　　　　　

入檜沢上　　　　　　

畑　　　　　　　　　

番所　　　　　　　　

冥賀平　　　　　　　

下檜沢　　　　　　　

高部　　　　　　　　

箕輪　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

平渡土　　　　　　　

境明神峠　　　　　　

南田気　　　　　　　

下金沢　　　　　　　

相川　　　　　　　　

上金沢　　　　　　　

田野沢　　　　　　　
初神　　　　　　　　

塙平　　　　　　　　

芦野倉　　　　　　　

初原　　　　　　　　

左貫　　　　　　　　

大石　　　　　　　　

▲ 堂山　　　　　　　　
槇野地　　　　　　　

大野平　　　　　　　

上冥賀　　　　　　　

北平　　　　　　　　

川山　　　　　　　　

鏡沢　　　　　　　　矢田　　　　　　　　

松木平　　　　　　　

時当　　　　　　　　

浅川　　　　　　　　

上岡　　　　　　　　

磯部　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

大子　　　　　　　　
北田気　　　　　　　

平山　　　　　　　　

阿坪　　　　　　　　

伊保利田　　　　　　

井戸ヶ沢　　　　　　

塩ノ沢　　　　　　　

於古槌　　　　　　　

下ノ坪　　　　　　　

下ノ内　　　　　　　

下郷　　　　　　　　
下上沢　　　　　　　

下坪　　　　　　　　

下冥賀　　　　　　　

笠内　　　　　　　　

叶田　　　　　　　　

丸塚　　　　　　　　

岩ノ目　　　　　　　

岩花　　　　　　　　

近町　　　　　　　　

駒坂　　　　　　　　

見落　　　　　　　　

後坪　　　　　　　　

砂古多　　　　　　　

細草　　　　　　　　

笹山　　　　　　　　

四道　　　　　　　　

手の松田　　　　　　

小屋原　　　　　　　

小久慈　　　　　　　

松沼　　　　　　　　

上ノ坪　　　　　　　

上郷　　　　　　　　

上大田和　　　　　　

上矢田　　　　　　　

城下　　　　　　　　

大子　　　　　　　　

大波　　　　　　　　

中田野　　　　　　　

中矢田　　　　　　　

仲井　　　　　　　　

天神平　　　　　　　

萩田　　　　　　　　

百合平　　　　　　　

敷地　　　　　　　　

野出畑　　　　　　　

野田　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

椢立目　　　　　　　

須賀川　　　　　　　

大貝　　　　　　　　

大子町役場　　　　　

常陸大子駅　　　　　

北富田　　　　　　　

宝明　　　　　　　　

上山　　　　　　　　

▲ 武生山　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

横久根　　　　　　　

山田川　　　　　　　

下高倉　　　　　　　

上高倉　　　　　　　

湯草　　　　　　　　

上武生　　　　　　　
大円地越　　　　　　

▲ 白木山　　　　　　　

▲ 男体山　　　　　　　

大円地　　　　　　　

長福　　　　　　　　

▲ 長福山　　　　　　　

頃藤　　　　　　　　

奥丸　　　　　　　　

西金　　　　　　　　

盛金　　　　　　　　

黒丸　　　　　　　　

川下　　　　　　　　

所谷　　　　　　　　

丸木　　　　　　　　
一條　　　　　　　　

下津原　　　　　　　

取上　　　　　　　　

▲ 鍋足山　　　　　　　

大中　　　　　　　　

里美　　　　　　　　

粕塚　　　　　　　　

横石　　　　　　　　

安寺　　　　　　　　

岡平　　　　　　　　

下武生　　　　　　　

花町　　　　　　　　

外の内　　　　　　　

割石　　　　　　　　

釜の平　　　　　　　

館　　　　　　　　　

岩ノ草　　　　　　　

金砂　　　　　　　　

穴城　　　　　　　　

古分屋敷　　　　　　

古輪　　　　　　　　

戸屋下　　　　　　　

後戸屋　　　　　　　

後在所　　　　　　　

後野　　　　　　　　

高井釣　　　　　　　

高間草　　　　　　　

佐中　　　　　　　　
細崎　　　　　　　　

山造　　　　　　　　
持方　　　　　　　　

上三草　　　　　　　

新畑　　　　　　　　

深串　　　　　　　　

杉の上　　　　　　　

折橋宿　　　　　　　

前戸屋　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

大中宿　　　　　　　

大内野　　　　　　　

滝倉　　　　　　　　

中那瀬　　　　　　　

中武生　　　　　　　

仲沢　　　　　　　　

鳥井戸　　　　　　　

定本　　　　　　　　

田ヶ町　　　　　　　

田野平　　　　　　　

道ノ辺　　　　　　　

二斗蒔　　　　　　　

入湯沢　　　　　　　

馬次　　　　　　　　

白幡台　　　　　　　

富根　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

棒目木　　　　　　　
北沢　　　　　　　　

本丸　　　　　　　　

里平　　　　　　　　

圷　　　　　　　　　

下高倉町　　　　　　

上高倉町　　　　　　

折橋町　　　　　　　

大中町　　　　　　　

更栄　　　　　　　　入合　　　　　　　　 小中町　　　　　　　

西金駅　　　　　　　

上小川駅　　　　　　

仲野　　　　　　　　

下野宮　　　　　　　

富ノ草　　　　　　　

久野瀬　　　　　　　

▲ 生瀬富士　　　　　　

▲ 月居山　　　　　　　
水根　　　　　　　　

シシメイ　　　　　　

立神　　　　　　　　

真瀬久保　　　　　　

大生瀬　　　　　　　

熊ノ久保　　　　　　

▲ 高見山　　　　　　　

外大野　　　　　　　

内大野　　　　　　　

宮平　　　　　　　　

柏原　　　　　　　　

▲ 花立山　　　　　　　

家戸内　　　　　　　

小生瀬　　　　　　　

町井　　　　　　　　

猪ノ鼻峠　　　　　　
小妻　　　　　　　　

行石　　　　　　　　

中井塚　　　　　　　

徳田　　　　　　　　

永戸　　　　　　　　

大ぬかり　　　　　　

千本平　　　　　　　

上関河内　　　　　　

▲ 佳老山　　　　　　　

福住　　　　　　　　

広林　　　　　　　　

三ヶ草　　　　　　　

内久根　　　　　　　

塩ノ久保　　　　　　

下合　　　　　　　　

下石塚　　　　　　　

下谷沢　　　　　　　

柿平　　　　　　　　

京塚　　　　　　　　

郷　　　　　　　　　

桐ノ草　　　　　　　

軍兵六　　　　　　　

月ノ内　　　　　　　

広石根　　　　　　　

高久　　　　　　　　

根本　　　　　　　　

三ヶ掛　　　　　　　

寺地　　　　　　　　

小妻宿　　　　　　　

小中宿　　　　　　　

上大倉　　　　　　　

上谷沢　　　　　　　

生手内　　　　　　　

石ヶ久保　　　　　　

折屋　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

前柏原　　　　　　　

打越　　　　　　　　

大夫沢　　　　　　　

大和　　　　　　　　

滝本　　　　　　　　

中津原　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

道清　　　　　　　　

徳田宿　　　　　　　

日光内　　　　　　　

日照　　　　　　　　

入久野瀬　　　　　　

納丸　　　　　　　　

農　　　　　　　　　

薄木　　　　　　　　

八神　　　　　　　　

八切　　　　　　　　 表木　　　　　　　　

苗代田　　　　　　　

明神　　　　　　　　

毛内　　　　　　　　

椢内　　　　　　　　

徳田町　　　　　　　

仲町　　　　　　　　
追ヶ草　　　　　　　

袋田駅　　　　　　　

下野宮駅　　　　　　

大子警察署
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香取市　　　　　　　

潮来市　　　　　　　

外浪逆浦　　　　　　

市和田　　　　　　　

附洲新田　　　　　　

与田浦　　　　　　　

側高　　　　　　　　

津宮　　　　　　　　

篠原　　　　　　　　

佐原　　　　　　　　

上谷津　　　　　　　

丸美上　　　　　　　

下小野　　　　　　　

返田　　　　　　　　

新市場　　　　　　　

多田　　　　　　　　

香取　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

一之分目新田　　　　

一之分目　　　　　　

三之分目　　　　　　

増田　　　　　　　　

新福寺　　　　　　　

織幡　　　　　　　　

油田　　　　　　　　
山川　　　　　　　　

虫幡　　　　　　　　

上小堀　　　　　　　

分郷　　　　　　　　

富田新田　　　　　　

下小堀　　　　　　　

北小川　　　　　　　

南小川　　　　　　　

小見川　　　　　　　

賀　　　　　　　　　

佐原香取ＩＣ　　　　

鹿島線　　　　　　　

九美上第四　　　　　

粉名口　　　　　　　

本川岸　　　　　　　
新上川岸　　　　　　

下小堀新田　　　　　

下小野第一　　　　　

下小野第三　　　　　

下小野第四　　　　　

下小野第二　　　　　

下川岸　　　　　　　

賀村　　　　　　　　

外浜　　　　　　　　

丸峯　　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

宮中　　　　　　　　

九区　　　　　　　　

九美上第一　　　　　

九美上第二　　　　　

桑畑　　　　　　　　

向津　　　　　　　　

荒久　　　　　　　　

三之分目新田　　　　

市神　　　　　　　　

寺宿　　　　　　　　

篠原新田　　　　　　

篠原本田　　　　　　 十一区　　　　　　　

十区　　　　　　　　

小見川　　　　　　　

新開町　　　　　　　

仁井宿　　　　　　　

多田新田　　　　　　

多田本田第一　　　　

多田本田第二　　　　

代下　　　　　　　　

大根塚　　　　　　　

大坂原町　　　　　　

大倉新田　　　　　　

南八軒町　　　　　　

八日市場　　　　　　

本西　　　　　　　　

又見　　　　　　　　

羽根川　　　　　　　
下小川　　　　　　　

釜塚　　　　　　　　

旗鉾　　　　　　　　

佐原イ　　　　　　　

佐原ニ　　　　　　　

篠原イ　　　　　　　

篠原ロ　　　　　　　

新部　　　　　　　　

大倉丁子　　　　　　

丁子　　　　　　　　

南原地新田　　　　　

入会地　　　　　　　

北原地新田　　　　　

木内　　　　　　　　

竜谷　　　　　　　　

十四番　　　　　　　

扇島下の洲　　　　　

公官洲　　　　　　　十二橋駅　　　　　　

香取駅　　　　　　　

水郷駅　　　　　　　

小見川駅　　　　　　

香取市役所　　　　　

鹿嶋市　　　　　　　

行方市　　　　　　　

大船津　　　　　　　

爪木ノ鼻　　　　　　

爪木　　　　　　　　

田野辺　　　　　　　
沼尾　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　水原洲吠崎　　　　　水原　　　　　　　　

釜谷　　　　　　　　

大賀　　　　　　　　

大生　　　　　　　　

築地　　　　　　　　

古高　　　　　　　　新宮　　　　　　　　

洲崎　　　　　　　　

前川　　　　　　　　

徳島　　　　　　　　

十番　　　　　　　　

日の出　　　　　　　

潮来　　　　　　　　

上戸　　　　　　　　

島須　　　　　　　　

赤須　　　　　　　　

茂木　　　　　　　　

矢幡　　　　　　　　

境島　　　　　　　　
大島　　　　　　　　

横利根川　　　　　　

笄島　　　　　　　　

長島　　　　　　　　

扇島　　　　　　　　

中洲　　　　　　　　

加藤洲　　　　　　　

磯山　　　　　　　　

潮来ＩＣ　　　　　　

霞　　　　　　　　　

生合　　　　　　　　

仲浜　　　　　　　　

伊勢山　　　　　　　

下生　　　　　　　　

下丁　　　　　　　　

加藤洲下の洲　　　　

加藤洲第一　　　　　

加藤洲第二　　　　　

宮中野　　　　　　　

後明　　　　　　　　

江寺　　　　　　　　

佐之古　　　　　　　

三丁目　　　　　　　

四丁目　　　　　　　

七軒丁　　　　　　　

芝宿　　　　　　　　

上丁　　　　　　　　

須賀団地　　　　　　

瀬古　　　　　　　　

川迎　　　　　　　　

川新田　　　　　　　

扇島第一　　　　　　

扇島第二　　　　　　

浅間下　　　　　　　

前小路　　　　　　　

台坂　　　　　　　　

台上戸　　　　　　　

台矢幡　　　　　　　

大割　　　　　　　　

大生原　　　　　　　

大船津新田　　　　　

二丁目　　　　　　　

能房　　　　　　　　

八丁目　　　　　　　

浜丁　　　　　　　　

本津　　　　　　　　

木滝　　　　　　　　

与田浦　　　　　　　

立兼　　　　　　　　

六丁目　　　　　　　

あやめ（一）　　　　あやめ（二）　　　　

延方　　　　　　　　

延方西　　　　　　　
延方東　　　　　　　

牛堀　　　　　　　　

曲松　　　　　　　　

曲松南　　　　　　　

小泉南　　　　　　　

新宮南　　　　　　　

須賀南　　　　　　　

川尾　　　　　　　　

大塚野（一）　　　　

大塚野（二）　　　　

潮来　　　　　　　　

日の出（一）　　　　

日の出（五）　　　　

日の出（三）　　　　

日の出（四）　　　　

日の出（七）　　　　

日の出（二）　　　　
日の出（八）　　　　

日の出（六）　　　　

米島　　　　　　　　

鰐川　　　　　　　　

住金住宅　　　　　　

延方駅　　　　　　　

潮来駅　　　　　　　

潮来市役所　　　　　

東庄町　　　　　　　

下飯田　　　　　　　

阿玉川　　　　　　　

東庄　　　　　　　　
笹川い　　　　　　　

菰敷　　　　　　　　

相生　　　　　　　　

若ノ松　　　　　　　

日川浜　　　　　　　

知手浜　　　　　　　

奥野谷浜野　　　　　

知手　　　　　　　　

日川　　　　　　　　

横瀬　　　　　　　　

常陸利根川　　　　　

柳堀　　　　　　　　

奥野谷　　　　　　　溝口　　　　　　　　

息栖　　　　　　　　

筒井　　　　　　　　

下幡木　　　　　　　

平泉　　　　　　　　
深芝　　　　　　　　

川頭　　　　　　　　

一貫野　　　　　　　

横瀬団地　　　　　　

根舞　　　　　　　　

宿浜　　　　　　　　

真崎　　　　　　　　

須田団地　　　　　　

西宝山　　　　　　　

石神浜　　　　　　　

東宝山　　　　　　　

日川一番　　　　　　

馬喰尻　　　　　　　

北若松　　　　　　　

立野団地　　　　　　

砂山　　　　　　　　

深芝南（一）　　　　

深芝南（五）　　　　

深芝南（三）　　　　

深芝南（二）　　　　

神栖（一）　　　　　

神栖（三）　　　　　

神栖（四）　　　　　

神栖（二）　　　　　

大野原（一）　　　　大野原（五）　　　　

大野原（三）　　　　大野原（四）　　　　

大野原（七）　　　　

大野原（二）　　　　

大野原（八）　　　　

大野原（六）　　　　

大野原中央（一）　　
大野原中央（五）　　

大野原中央（三）　　

大野原中央（四）　　
大野原中央（二）　　

大野原中央（六）　　
知手中央（一）　　　

知手中央（九）　　　

知手中央（五）　　　

知手中央（三）　　　知手中央（四）　　　

知手中央（七）　　　

知手中央（十）　　　

知手中央（二）　　　

知手中央（八）　　　

知手中央（六）　　　

東深芝　　　　　　　

平泉東（一）　　　　

平泉東（三）　　　　
平泉東（二）　　　　

北浜　　　　　　　　

柳川　　　　　　　　

柳川中央（一）　　　

柳川中央（二）　　　

居切西部団地　　　　
深芝南（四）　　　　

東庄町役場　　　　　

笹川駅　　　　　　　

神栖市役所　　　　　

明石　　　　　　　　

小宮作　　　　　　　

下津　　　　　　　　

押合　　　　　　　　

港ヶ丘　　　　　　　

平井　　　　　　　　

粟生浜　　　　　　　

国末　　　　　　　　

鹿島臨海鉄道　　　　

長栖　　　　　　　　

根三田　　　　　　　

佐田　　　　　　　　

鉢形　　　　　　　　

鹿島道　　　　　　　

鹿嶋　　　　　　　　

山之上　　　　　　　
神向寺　　　　　　　

田谷　　　　　　　　

居切　　　　　　　　

鹿島港　　　　　　　

鹿島臨海鉄道大洗鹿島

宮下（三）　　　　　

宮中（二）　　　　　

城山（一）　　　　　

城山（三）　　　　　

城山（二）　　　　　

神野（三）　　　　　

神野（四）　　　　　

神野（二）　　　　　
安崎　　　　　　　　

荒原　　　　　　　　

高塚西　　　　　　　

高尾崎北　　　　　　

三笠山　　　　　　　

鹿島道南　　　　　　

新押合　　　　　　　新町附　　　　　　　

神野向　　　　　　　

神領　　　　　　　　

精進川　　　　　　　

前山　　　　　　　　

仲作　　　　　　　　

東山　　　　　　　　

萩原内　　　　　　　

旭ケ丘（一）　　　　
旭ケ丘（二）　　　　

下塙　　　　　　　　

宮下（一）　　　　　
宮下（五）　　　　　

宮下（四）　　　　　

宮下（二）　　　　　

宮中（一）　　　　　

宮中（五）　　　　　

宮中（三）　　　　　

宮中（四）　　　　　

宮中（七）　　　　　宮中（八）　　　　　
宮中（六）　　　　　

宮津台　　　　　　　

光　　　　　　　　　

港ケ丘（一）　　　　

港ケ丘（二）　　　　
高天原（一）　　　　

高天原（二）　　　　

神野（一）　　　　　

厨（一）　　　　　　

厨（五）　　　　　　
厨（三）　　　　　　厨（四）　　　　　　

厨（二）　　　　　　

厨台　　　　　　　　

鉢形台（一）　　　　

鉢形台（三）　　　　

鉢形台（二）　　　　

堀割（一）　　　　　

堀割（三）　　　　　
堀割（二）　　　　　

鹿島神宮駅　　　　　

鹿嶋市役所　　　　　

鹿島スタジアム駅　　

神栖警察署

鹿島警察署

16

56
44

55

28

12

356

404
253

101

50

101

12

101

2

5

51

238

189

188

50

242

355

187

185

18

404

124

241

260

117

356

44

50

239

240

260

124

239

256

255

238

18

242
51

   1/50000

534064＊75

5440(12)
12

02

13

03

5340(9)
72

62

73

63

5340(10)
52

42

53

43

5440(8)
14

04

15

05

534074

534064

534075

534065

5340(5)
74

64

75

65

5340(6)
54

44

55

45
5340(2)
56

46

57

47

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▲



潮来市　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

繁昌　　　　　　　　

吉川　　　　　　　　

江川　　　　　　　　

札　　　　　　　　　

中居　　　　　　　　
上幡木　　　　　　　

大小志崎　　　　　　

武井釜　　　　　　　
志崎　　　　　　　　

沼里　　　　　　　　

武井　　　　　　　　

額賀　　　　　　　　

大野　　　　　　　　
神戸　　　　　　　　

和　　　　　　　　　

津賀　　　　　　　　

居合　　　　　　　　

奈良毛　　　　　　　

宇崎　　　　　　　　

矢幡　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

蔵川　　　　　　　　

新宮　　　　　　　　
小牧　　　　　　　　四鹿　　　　　　　　

青沼　　　　　　　　

石神　　　　　　　　

新原　　　　　　　　

鹿嶋市　　　　　　　

宮ノ下　　　　　　　

堂前　　　　　　　　

下沢　　　　　　　　

柿崎　　　　　　　　

掛崎　　　　　　　　

叶神　　　　　　　　

頃内　　　　　　　　

山津平　　　　　　　

山田原　　　　　　　

春秋　　　　　　　　

渚　　　　　　　　　

小志崎　　　　　　　

須甫居　　　　　　　

成井　　　　　　　　

川尻　　　　　　　　

大志崎　　　　　　　

長町　　　　　　　　

鶴来　　　　　　　　

天王宿　　　　　　　

天長井戸　　　　　　

南谷　　　　　　　　

平須　　　　　　　　

宝来　　　　　　　　

離山　　　　　　　　

立原　　　　　　　　

棚木　　　　　　　　

天掛　　　　　　　　

板峰　　　　　　　　

浜津賀　　　　　　　

篭田　　　　　　　　

鹿島灘駅　　　　　　

鹿島大野駅　　　　　

はまなす公園前駅　　

下荒地　　　　　　　

大竹　　　　　　　　

小高根　　　　　　　
鉾田　　　　　　　　

烟田　　　　　　　　

安塚　　　　　　　　

新川岸　　　　　　　

長野江　　　　　　　

成田　　　　　　　　

小舟津　　　　　　　 大蔵　　　　　　　　

梶山　　　　　　　　

二重作　　　　　　　

台濁沢　　　　　　　

汲上　　　　　　　　

大洋　　　　　　　　

上沢　　　　　　　　

阿玉　　　　　　　　

岡堀米　　　　　　　

化蘇沼　　　　　　　

汲上上宿　　　　　　

汲川下宿　　　　　　

京知釜　　　　　　　

金上　　　　　　　　

穴瀬　　　　　　　　

玄生　　　　　　　　

古崎　　　　　　　　

吾妻原　　　　　　　

高釜　　　　　　　　

堺釜　　　　　　　　

西台　　　　　　　　

青山　　　　　　　　

組塚　　　　　　　　

台の浜　　　　　　　

濁沢　　　　　　　　

町山　　　　　　　　

椎之内　　　　　　　

鶴ヶ居　　　　　　　

田子沼　　　　　　　

田塚　　　　　　　　

塔ヶ崎　　　　　　　

帆津倉　　　　　　　

美原　　　　　　　　

武与釜　　　　　　　

別所釜　　　　　　　

新鉾田（一）　　　　

新鉾田（二）　　　　

新鉾田西（一）　　　
新鉾田西（二）　　　

鉾田　　　　　　　　

飯名　　　　　　　　

鉾田市役所　　　　　

大洋駅　　　　　　　

北浦湖畔駅　　　　　

新鉾田駅　　　　　　

荒井　　　　　　　　

青塚　　　　　　　　

角折　　　　　　　　

荒野　　　　　　　　

荒野台　　　　　　　

堺田　　　　　　　　

荒野台駅　　　　　　

鉾田警察署
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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▲



鉾田市　　　　　　　
滝浜　　　　　　　　

樅山　　　　　　　　

勝下　　　　　　　　

冷水　　　　　　　　

勝下新田　　　　　　

常盤　　　　　　　　

子生　　　　　　　　

玉田　　　　　　　　

旭　　　　　　　　　

不動　　　　　　　　沢尻　　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

上釜　　　　　　　　
上太田　　　　　　　

鹿島臨海鉄道大洗鹿島

下鹿田　　　　　　　

造谷　　　　　　　　

四谷　　　　　　　　

徳宿　　　　　　　　

駒木根　　　　　　　

秋山　　　　　　　　

安房　　　　　　　　

上諏訪　　　　　　　
柏熊　　　　　　　　

白塚　　　　　　　　

安房南　　　　　　　

安房北　　　　　　　

遠坪　　　　　　　　

鎌田　　　　　　　　

菰田　　　　　　　　

荒屋宿　　　　　　　

三和　　　　　　　　

子生原　　　　　　　

小橋　　　　　　　　

大戸新田　　　　　　

大戸本田　　　　　　

大神　　　　　　　　

大成　　　　　　　　

滝浜新田　　　　　　
徳宿新田　　　　　　

徳宿本郷　　　　　　

八観野　　　　　　　

八前　　　　　　　　

靱負　　　　　　　　

湯坪　　　　　　　　

柏熊新田　　　　　　

徳宿駅　　　　　　　

鹿島旭駅　　　　　　

大洗町　　　　　　　

元石川　　　　　　　

大串　　　　　　　　 川又　　　　　　　　

島田　　　　　　　　

大場　　　　　　　　

秋成　　　　　　　　
下入野　　　　　　　

枡原　　　　　　　　

中石崎　　　　　　　

涸沼　　　　　　　　

長洲　　　　　　　　

下石崎　　　　　　　

松川　　　　　　　　

神山　　　　　　　　

涸沼川　　　　　　　

磯浜　　　　　　　　

大洗　　　　　　　　

祝町　　　　　　　　

下太田　　　　　　　

大谷川　　　　　　　
箕輪　　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

三角　　　　　　　　

小仲根　　　　　　　

森戸山　　　　　　　

元石川町　　　　　　

永町　　　　　　　　越堀　　　　　　　　

角一　　　　　　　　

旧陣屋　　　　　　　

後組　　　　　　　　

後谷　　　　　　　　

向谷原　　　　　　　

江東　　　　　　　　 高原　　　　　　　　

砂町　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

山場平　　　　　　　

市之沢　　　　　　　

寺釜　　　　　　　　

寿町　　　　　　　　

松戸　　　　　　　　

松川第二　　　　　　

松川中部　　　　　　

松川報国　　　　　　

松並　　　　　　　　

前組　　　　　　　　
前大場　　　　　　　

蔵前　　　　　　　　

中瀬　　　　　　　　中瀬向　　　　　　　

島　　　　　　　　　

二葉町　　　　　　　

飛沢　　　　　　　　

浜欠　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

木下　　　　　　　　

矢場　　　　　　　　

緑町　　　　　　　　

和岡　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

磯道　　　　　　　　

磯浜町　　　　　　　

塩崎町　　　　　　　

下入野町　　　　　　
港中央　　　　　　　

桜道　　　　　　　　

秋成町　　　　　　　

森戸町　　　　　　　

神山町　　　　　　　

成田町　　　　　　　

川又町　　　　　　　

大貫町　　　　　　　

島田町　　　　　　　

東光台　　　　　　　

平戸町　　　　　　　

和銅　　　　　　　　

篠平　　　　　　　　
親土　　　　　　　　大串町　　　　　　　

大洗町役場　　　　　

大洗駅　　　　　　　

涸沼駅　　　　　　　

110

114

2
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115

51
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500
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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▲



那珂湊　　　　　　　

下大野　　　　　　　 殿山　　　　　　　　

大野　　　　　　　　

酒門　　　　　　　　

平磯　　　　　　　　

十三奉行　　　　　　

三反田　　　　　　　
頭無　　　　　　　　

部田野　　　　　　　

ひたちなか海浜鉄道湊

城東　　　　　　　　

武田　　　　　　　　 阿字ヶ浦　　　　　　

勝田　　　　　　　　
市毛　　　　　　　　

田彦　　　　　　　　

足崎　　　　　　　　

ひたちなかＩＣ　　　

ひたち海浜公園ＩＣ　

常陸那珂港ＩＣ　　　

水戸大洗ＩＣ　　　　

常陸那珂有料道路　　

駒形団地　　　　　　

谷田組　　　　　　　

城東（五）　　　　　

城東（三）　　　　　

東桜川　　　　　　　

浜田（一）　　　　　

岡田　　　　　　　　

下ノ内　　　　　　　

原坪　　　　　　　　

戸沢　　　　　　　　

向野団地　　　　　　

小山　　　　　　　　

新平　　　　　　　　

船渡　　　　　　　　

地蔵根　　　　　　　

筑波台団地　　　　　

東中根団地　　　　　

蛭町　　　　　　　　

富士山団地　　　　　

本郷台団地　　　　　

野中　　　　　　　　

弥生団地　　　　　　

六ッ野　　　　　　　

和平　　　　　　　　

戍亥　　　　　　　　

蜆塚　　　　　　　　

はしかべ（一）　　　

はしかべ（二）　　　

阿字ヶ浦町　　　　　

烏ヶ台　　　　　　　

栄町（一）　　　　　

下大野町　　　　　　

海門町（一）　　　　海門町（二）　　　　

外野（一）　　　　　

外野（二）　　　　　

吉沼町　　　　　　　

牛久保（一）　　　　

牛久保（二）　　　　

共栄町　　　　　　　

栗崎町　　　　　　　

元町　　　　　　　　

後野（一）　　　　　

後野（二）　　　　　

幸町　　　　　　　　

笹野町（一）　　　　
笹野町（三）　　　　笹野町（二）　　　　

山ノ上町　　　　　　

釈迦町　　　　　　　

若宮（二）　　　　　

渋井町　　　　　　　

春日町　　　　　　　

勝倉　　　　　　　　

勝田泉町　　　　　　

勝田中央　　　　　　

勝田中原町　　　　　
勝田本町　　　　　　

小砂町（一）　　　　

小泉町　　　　　　　

小谷金　　　　　　　

松戸町（一）　　　　

松戸町（三）　　　　

松戸町（二）　　　　

西十三奉行　　　　　

西大島（一）　　　　

西大島（三）　　　　

西大島（二）　　　　

西大野　　　　　　　

青葉町　　　　　　　

石川町　　　　　　　

相金町　　　　　　　

大場町　　　　　　　

大成町　　　　　　　

大平（一）　　　　　

大平（三）　　　　　

大平（四）　　　　　大平（二）　　　　　

谷田町　　　　　　　

中大野　　　　　　　

長堀町（一）　　　　

長堀町（三）　　　　

長堀町（二）　　　　

津田東（一）　　　　

津田東（三）　　　　

津田東（四）　　　　

津田東（二）　　　　

殿山町（一）　　　　

殿山町（二）　　　　

田宮原　　　　　　　

田中後　　　　　　　

東石川　　　　　　　

東石川（一）　　　　

東石川（三）　　　　

東石川（二）　　　　

東前（三）　　　　　

東前（二）　　　　　

東前町　　　　　　　

東大島（一）　　　　東大島（三）　　　　

東大島（四）　　　　

東大島（二）　　　　

東大野　　　　　　　

東本町　　　　　　　

堂端（一）　　　　　堂端（二）　　　　　

洞下町　　　　　　　

道メキ　　　　　　　

南神敷台　　　　　　

八幡町　　　　　　　

美田多町　　　　　　

百合が丘町　　　　　

浜田（二）　　　　　

浜田町　　　　　　　

富土ノ上　　　　　　

平磯遠原町　　　　　

平磯町　　　　　　　

北神敷台　　　　　　

堀口　　　　　　　　

湊泉町　　　　　　　

湊中央（一）　　　　

湊中央（二）　　　　

湊本町　　　　　　　

柳が丘　　　　　　　六反田町　　　　　　

和田町（一）　　　　

和田町（三）　　　　

和田町（二）　　　　

圷大野　　　　　　　

西古内　　　　　　　

ひたちなか市役所　　

那珂湊駅　　　　　　

殿山駅　　　　　　　

平磯駅　　　　　　　

東水戸駅　　　　　　

中根駅　　　　　　　

磯崎駅　　　　　　　

金上駅　　　　　　　
阿字ヶ浦駅　　　　　

工機前駅　　　　　　

勝田駅　　　　　　　

常澄駅　　　　　　　

高田の鉄橋駅　　　　

ひたちなか市　　　　

東海村　　　　　　　

那珂市　　　　　　　

北郷　　　　　　　　

菅谷　　　　　　　　

本米崎　　　　　　　

下土木内　　　　　　
児島　　　　　　　　

留　　　　　　　　　
外宿　　　　　　　　

亀下　　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

白方　　　　　　　　

東海　　　　　　　　
舟石川　　　　　　　

船場　　　　　　　　

村松　　　　　　　　

照沼　　　　　　　　

須和間　　　　　　　

佐和　　　　　　　　

東海スマートＩＣ　　

竹ノ内（一）　　　　

さわ野杜　　　　　　

阿加内　　　　　　　

永井　　　　　　　　

押延　　　　　　　　

横宿　　　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

賀の内　　　　　　　

海後　　　　　　　　

海道向　　　　　　　

街道　　　　　　　　

笠松　　　　　　　　

駈上　　　　　　　　

原研前　　　　　　　

荒谷台住宅　　　　　

高内　　　　　　　　

合の内　　　　　　　

四堰　　　　　　　　

篠ノ上　　　　　　　

出水　　　　　　　　

所野内　　　　　　　

小新田　　　　　　　

常葉台団地　　　　　

森戸　　　　　　　　

真崎　　　　　　　　

川根　　　　　　　　

孫目　　　　　　　　

沢頭　　　　　　　　

竹瓦　　　　　　　　

中才ノ内　　　　　　

中堂　　　　　　　　

長堀住宅　　　　　　

天神小屋　　　　　　

土木内　　　　　　　
東下　　　　　　　　

東海団地　　　　　　

筒粥　　　　　　　　

道高　　　　　　　　

道入内　　　　　　　南酒出新田　　　　　

南組　　　　　　　　

南台団地　　　　　　

南留　　　　　　　　

二軒茶屋　　　　　　

入向山　　　　　　　

柏野団地　　　　　　

八軒原　　　　　　　

表向山　　　　　　　

蛭内　　　　　　　　

富之内　　　　　　　

冨士山　　　　　　　

柄目　　　　　　　　

坊ノ内　　　　　　　
北組　　　　　　　　

北留　　　　　　　　

箕輪住宅　　　　　　

野所内　　　　　　　

緑ヶ丘団地　　　　　

老ノ塚　　　　　　　

みなと町　　　　　　

下土木内町　　　　　額田東郷　　　　　　

額田南郷　　　　　　

額田北郷　　　　　　

久慈町（三）　　　　

久慈町（四）　　　　

舟石川駅西（一）　　

舟石川駅西（三）　　

舟石川駅西（四）　　

舟石川駅西（二）　　

舟石川駅東（一）　　

舟石川駅東（三）　　

舟石川駅東（四）　　

舟石川駅東（二）　　

小貫山（一）　　　　

小貫山（二）　　　　

杉　　　　　　　　　

石神外宿　　　　　　

石神内宿　　　　　　

村松北（一）　　　　

村松北（二）　　　　

竹ノ内（三）　　　　

竹ノ内（四）　　　　

竹ノ内（二）　　　　

東海（一）　　　　　東海（三）　　　　　
東海（二）　　　　　

白方中央（一）　　　

白方中央（二）　　　

豊白（一）　　　　　

留町　　　　　　　　

久下沼　　　　　　　

須茂内　　　　　　　前田中内　　　　　　

粟原町　　　　　　　 久慈町（一）　　　　久慈町（五）　　　　

堅磐町　　　　　　　神田町　　　　　　　

東海村役場　　　　　

佐和駅　　　　　　　

東海駅　　　　　　　

南酒出駅　　　　　　

額田駅　　　　　　　

磯崎　　　　　　　　
磯崎町　　　　　　　

日立港　　　　　　　

ひたちなか警察署

那珂警察署

51

108

6

174

245

38

176

351

265
63

6

57

62
247

172

31

284

245

62

6

6

358
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293

247

6
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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▲



日立市　　　　　　　
常陸太田市　　　　　

下大門　　　　　　　

常福地　　　　　　　

茅根　　　　　　　　

白羽　　　　　　　　
里野宮　　　　　　　

瑞龍　　　　　　　　腰巻　　　　　　　　

西宮　　　　　　　　

田渡　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

高貫　　　　　　　　里川　　　　　　　　

源氏川　　　　　　　常陸太田　　　　　　

幡町　　　　　　　　

亀作　　　　　　　　

真弓　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

稲木　　　　　　　　天神林　　　　　　　

谷河原　　　　　　　

峯　　　　　　　　　

沢目　　　　　　　　
小目　　　　　　　　

下河合　　　　　　　上河合　　　　　　　

島町　　　　　　　　

日立南太田ＩＣ　　　茂宮　　　　　　　　

大みか　　　　　　　

森山　　　　　　　　

末広　　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

大平田　　　　　　　

粟原　　　　　　　　

栄坪　　　　　　　　

堰場　　　　　　　　

遠下　　　　　　　　

塩畠　　　　　　　　

岡ノ内　　　　　　　

下内田　　　　　　　

釜田　　　　　　　　

宮ヶ作　　　　　　　

元瑞龍　　　　　　　

元内　　　　　　　　

元白羽　　　　　　　

五所ノ宮　　　　　　

高井　　　　　　　　

佐竹南台ニュータウン

四季の丘はたそめ　　

車内　　　　　　　　

小豆平　　　　　　　

焼付山　　　　　　　
上内田　　　　　　　

新沼　　　　　　　　

真弓ヶ丘ニュータウン

赤羽根団地　　　　　

沢山　　　　　　　　

丹奈　　　　　　　　

中角　　　　　　　　
中道　　　　　　　　

中内田　　　　　　　

中圷　　　　　　　　

仲　　　　　　　　　

仲城　　　　　　　　

猪ノ手　　　　　　　

長尾　　　　　　　　

田中内　　　　　　　東島　　　　　　　　

桃源　　　　　　　　

豆飼　　　　　　　　

道林　　　　　　　　

兵部内　　　　　　　

平宿　　　　　　　　

枕石　　　　　　　　

木割内　　　　　　　

野際　　　　　　　　

野殿　　　　　　　　

落見　　　　　　　　

みかの原町（一）　　

みかの原町（二）　　
磯部町　　　　　　　

稲木町　　　　　　　

岡田町　　　　　　　

下河合町　　　　　　

下大門町　　　　　　

茅根町　　　　　　　

亀作町　　　　　　　

久慈町（七）　　　　

久慈町（二）　　　　

久慈町（六）　　　　

宮本町　　　　　　　

金井町　　　　　　　
金沢町（五）　　　　

金沢町（三）　　　　

金沢町（四）　　　　
金沢町（七）　　　　

金沢町（二）　　　　

金沢町（六）　　　　

高貫町　　　　　　　

三才町　　　　　　　

山下町　　　　　　　

小沢町　　　　　　　

小目町　　　　　　　

上河合町　　　　　　

上土木内町　　　　　

新宿町　　　　　　　

森山町（五）　　　　

森山町（三）　　　　

森山町（四）　　　　

森山町（二）　　　　

真弓町　　　　　　　

諏訪町（五）　　　　

諏訪町（四）　　　　
諏訪町（六）　　　　瑞龍町　　　　　　　

西一町　　　　　　　

西宮町　　　　　　　

西三町　　　　　　　
西二町　　　　　　　

石名坂町　　　　　　

石名坂町（一）　　　

石名坂町（二）　　　

増井町　　　　　　　

台原町（一）　　　　

台原町（三）　　　　

台原町（二）　　　　

大みか町（五）　　　

大みか町（七）　　　

大みか町（六）　　　

大久保町（五）　　　大久保町（三）　　　

大久保町（四）　　　

大沼町（一）　　　　大沼町（三）　　　　

大沼町（四）　　　　

大沼町（二）　　　　

大森町　　　　　　　

大和田町　　　　　　

大和田町（一）　　　

沢目町　　　　　　　

谷河原町　　　　　　

中丸町（一）　　　　

中丸町（二）　　　　

中城町　　　　　　　

長谷町　　　　　　　

天神林町　　　　　　

田渡町　　　　　　　

東一町　　　　　　　
東二町　　　　　　　

内田町　　　　　　　

内堀町　　　　　　　

南高野町（一）　　　

南高野町（三）　　　

南高野町（二）　　　

馬場町　　　　　　　

白羽町　　　　　　　

塙山町（一）　　　　
塙山町（二）　　　　

塙町　　　　　　　　

末広町（五）　　　　

末広町（四）　　　　

茂宮町　　　　　　　

木崎一町　　　　　　

木崎二町　　　　　　

落合町　　　　　　　

里野宮町　　　　　　

赤須　　　　　　　　

常陸太田市役所　　　

大甕駅　　　　　　　

谷河原駅　　　　　　

常陸太田駅　　　　　

河合駅　　　　　　　

竜黒磯　　　　　　　

西河内上　　　　　　

西河内中　　　　　　

西河内下　　　　　　

上大門　　　　　　　

春友　　　　　　　　

町屋　　　　　　　　

洪沢　　　　　　　　

中深荻　　　　　　　

下深荻　　　　　　　

東河内　　　　　　　

入四間　　　　　　　

▲ 神峯山　　　　　　　

本山　　　　　　　　

▲ 高鈴山　　　　　　　

上深荻　　　　　　　

悦子　　　　　　　　

岡町　　　　　　　　

格面　　　　　　　　

萱野　　　　　　　　

関之入　　　　　　　

逆久保　　　　　　　

宮の脇　　　　　　　

玉簾　　　　　　　　

呉坪　　　　　　　　

国ヶ草　　　　　　　

細田西　　　　　　　

細田東　　　　　　　

坂ノ上　　　　　　　

笹原　　　　　　　　

笹目　　　　　　　　

三岫　　　　　　　　

上渕　　　　　　　　

深久保　　　　　　　

水瀬　　　　　　　　

西上渕　　　　　　　

赤根　　　　　　　　

浅畑　　　　　　　　

造宗　　　　　　　　
大間ケ沢　　　　　　

大方平　　　　　　　

滝平新田　　　　　　

地徳　　　　　　　　

二又　　　　　　　　

入山　　　　　　　　

入文字部　　　　　　

八沢　　　　　　　　

保土内　　　　　　　

峰田　　　　　　　　

北ノ沢　　　　　　　

万宝　　　　　　　　

木の根坂　　　　　　油ヶ崎　　　　　　　

有平　　　　　　　　

梨久保　　　　　　　

良子　　　　　　　　

下深荻町　　　　　　

河内西町　　　　　　

春友町　　　　　　　

助川町　　　　　　　

上深荻町　　　　　　

上大門町　　　　　　

常福地町　　　　　　 諏訪町　　　　　　　

西河内下町　　　　　

西河内上町　　　　　

西河内中町　　　　　

町屋町　　　　　　　

東河内町　　　　　　

東染町　　　　　　　

入四間町　　　　　　

中深荻町　　　　　　

水木　　　　　　　　

河原子　　　　　　　

国分　　　　　　　　

鮎川　　　　　　　　

会瀬　　　　　　　　

城南　　　　　　　　

金沢町（一）　　　　

森山町（一）　　　　

西成沢町（四）　　　

千石町（三）　　　　

千石町（四）　　　　

大みか町（一）　　　

大みか町（二）　　　

大久保町（二）　　　

東金沢町（五）　　　

東金沢町（四）　　　

東大沼町（三）　　　

東大沼町（二）　　　

鮎川町（一）　　　　

鮎川町（五）　　　　

鮎川町（三）　　　　

鮎川町（四）　　　　

鮎川町（二）　　　　

鮎川町（六）　　　　

河原子町（一）　　　

河原子町（三）　　　

河原子町（四）　　　河原子町（二）　　　

会瀬町（一）　　　　

会瀬町（三）　　　　

会瀬町（二）　　　　

国分町（三）　　　　

国分町（二）　　　　

桜川町（三）　　　　
桜川町（四）　　　　

桜川町（二）　　　　

諏訪町（一）　　　　

諏訪町（三）　　　　諏訪町（二）　　　　

水木町（一）　　　　

水木町（二）　　　　

西成沢町（一）　　　

西成沢町（三）　　　

西成沢町（二）　　　

千石町（一）　　　　

千石町（二）　　　　

相賀町　　　　　　　

多賀町（一）　　　　

多賀町（五）　　　　多賀町（三）　　　　
多賀町（四）　　　　

多賀町（二）　　　　

大みか町（三）　　　

大みか町（四）　　　

中成沢町（一）　　　

中成沢町（三）　　　
中成沢町（四）　　　

中成沢町（二）　　　

東金沢町（一）　　　

東金沢町（三）　　　

東金沢町（二）　　　

東成沢町（一）　　　

東成沢町（三）　　　

東成沢町（二）　　　

東多賀町（五）　　　
東多賀町（三）　　　東多賀町（四）　　　

東多賀町（二）　　　

東大沼町（一）　　　

東大沼町（四）　　　

旭町（三）　　　　　

会瀬町（四）　　　　
幸町（三）　　　　　

城南町（一）　　　　城南町（三）　　　　
城南町（四）　　　　

常陸多賀駅　　　　　

助川　　　　　　　　

日立　　　　　　　　

白銀　　　　　　　　

滑川　　　　　　　　
▲ 鞍掛山　　　　　　　

大雄院　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

相田　　　　　　　　

小木津浜　　　　　　
小木津　　　　　　　

折笠　　　　　　　　
日立北ＩＣ　　　　　

砂沢　　　　　　　　

▲ 石尊山　　　　　　　

十王川　　　　　　　

上石　　　　　　　　

日立中央ＩＣ　　　　

日立有料道路　　　　

沢平　　　　　　　　

十王町高原　　　　　

屋敷前　　　　　　　

下新旗　　　　　　　

仮宿　　　　　　　　

岩本　　　　　　　　

空久保　　　　　　　
上新旗　　　　　　　

切関　　　　　　　　

藤坂　　　　　　　　

かみあい町（一）　　

かみあい町（三）　　

かみあい町（二）　　

旭町（一）　　　　　

旭町（二）　　　　　

滑川町（一）　　　　

滑川町（三）　　　　

滑川町（二）　　　　

滑川本町（一）　　　

滑川本町（五）　　　
滑川本町（三）　　　

滑川本町（四）　　　滑川本町（二）　　　

宮田町　　　　　　　

宮田町（一）　　　　

宮田町（五）　　　　
宮田町（三）　　　　宮田町（四）　　　　

幸町（一）　　　　　

幸町（二）　　　　　

高鈴町（一）　　　　

高鈴町（五）　　　　

高鈴町（三）　　　　

高鈴町（四）　　　　

高鈴町（二）　　　　

砂沢町　　　　　　　

鹿島町（一）　　　　

鹿島町（三）　　　　

鹿島町（二）　　　　

若葉町（一）　　　　

若葉町（三）　　　　
助川町（一）　　　　

助川町（五）　　　　

助川町（三）　　　　

助川町（四）　　　　

助川町（二）　　　　

小木津町　　　　　　

小木津町（一）　　　

小木津町（五）　　　
小木津町（三）　　　

小木津町（四）　　　小木津町（二）　　　

城南町（五）　　　　城南町（二）　　　　

神峰町（一）　　　　

神峰町（三）　　　　神峰町（四）　　　　
神峰町（二）　　　　

折笠町　　　　　　　

折笠町（一）　　　　川尻町　　　　　　　

川尻町（一）　　　　

川尻町（五）　　　　

川尻町（三）　　　　

川尻町（四）　　　　

川尻町（七）　　　　

川尻町（二）　　　　

川尻町（六）　　　　

相田町（一）　　　　

相田町（三）　　　　

相田町（二）　　　　
田尻町（一）　　　　

田尻町（五）　　　　

田尻町（三）　　　　田尻町（四）　　　　

田尻町（七）　　　　

田尻町（二）　　　　

田尻町（六）　　　　

東滑川町（一）　　　

東滑川町（五）　　　

東滑川町（三）　　　

東滑川町（四）　　　

東滑川町（二）　　　

東町（一）　　　　　東町（三）　　　　　

東町（四）　　　　　
東町（二）　　　　　

日高町（一）　　　　
日高町（三）　　　　

日高町（四）　　　　

日高町（二）　　　　

白銀町（一）　　　　

白銀町（三）　　　　

白銀町（二）　　　　

平和町（一）　　　　

平和町（二）　　　　

弁天町（一）　　　　

弁天町（三）　　　　

本宮町（一）　　　　
本宮町（五）　　　　

本宮町（三）　　　　

本宮町（四）　　　　
本宮町（二）　　　　

十王坂　　　　　　　
十王町城の丘（三）　

十王町友部東（四）　

日立市役所　　　　　

日立駅　　　　　　　

小木津駅　　　　　　

太田警察署

日立警察署

349

157

6293

6

166

156

61

29

37
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37
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6
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10
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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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日立市　　　　　　　

生田　　　　　　　　

泉沢　　　　　　　　

過台　　　　　　　　

苗ノ平　　　　　　　
天竜院　　　　　　　

八丈石　　　　　　　

湯平　　　　　　　　

折橋　　　　　　　　

福平　　　　　　　　

小菅　　　　　　　　

篠手　　　　　　　　

下幡　　　　　　　　

河原野　　　　　　　

大菅　　　　　　　　
菅　　　　　　　　　

黒坂　　　　　　　　

高原　　　　　　　　

下田代　　　　　　　

▲ 土岳　　　　　　　　

米平　　　　　　　　

▲ 堅破山　　　　　　　

大能　　　　　　　　下大能　　　　　　　

守金　　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

上原　　　　　　　　

上大能　　　　　　　

上田代　　　　　　　

森久保　　　　　　　

台　　　　　　　　　

中戸川　　　　　　　

田平　　　　　　　　

福泉　　　　　　　　

小菅町　　　　　　　

大菅町　　　　　　　

常陸太田市　　　　　

馬渡戸　　　　　　　

三ッ目　　　　　　　

七反　　　　　　　　

漆平　　　　　　　　

里川　　　　　　　　

笠石　　　　　　　　

文添　　　　　　　　

久川　　　　　　　　

上君田　　　　　　　片添　　　　　　　　

下君田　　　　　　　

大荷田　　　　　　　

持山　　　　　　　　

大北川　　　　　　　

牧場　　　　　　　　

小妻町　　　　　　　

井戸沢　　　　　　　

吉ノ沢　　　　　　　

行石入　　　　　　　

小神戸　　　　　　　

小川崎　　　　　　　

田ノ草　　　　　　　

東山　　　　　　　　

内ノ草　　　　　　　

里川宿　　　　　　　
里川町　　　　　　　

十王　　　　　　　　

友部　　　　　　　　

伊師浜　　　　　　　

伊師　　　　　　　　

山部　　　　　　　　

高浜　　　　　　　　

島名　　　　　　　　

有明　　　　　　　　
桃源　　　　　　　　

高萩　　　　　　　　

大木　　　　　　　　秋山　　　　　　　　

高戸　　　　　　　　

花貫川　　　　　　　

和野　　　　　　　　

鳥曽根　　　　　　　 下手綱　　　　　　　

上手綱　　　　　　　

金成　　　　　　　　
高萩ＩＣ　　　　　　 上宿　　　　　　　　赤浜　　　　　　　　

長原　　　　　　　　

小野矢指　　　　　　

アラチ　　　　　　　

アラヤ　　　　　　　

いぶき台　　　　　　

スドレ　　　　　　　

伊師町　　　　　　　

伊師本郷　　　　　　

横町　　　　　　　　

下小幡　　　　　　　

加幸沢　　　　　　　

花貫　　　　　　　　

梶屋　　　　　　　　

梶内　　　　　　　　

宮後　　　　　　　　

駒木原　　　　　　　

桑作　　　　　　　　
経塚　　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

古田　　　　　　　　

江ノ沢　　　　　　　

行人塚　　　　　　　

坂佐久保　　　　　　

坂東塚　　　　　　　

山きし　　　　　　　

秋山南　　　　　　　

小屋下　　　　　　　

小浜　　　　　　　　

上ノ内　　　　　　　

上の内　　　　　　　

上小幡　　　　　　　

上島　　　　　　　　

上野　　　　　　　　上和野　　　　　　　

仁田沢　　　　　　　

翠ヶ岡　　　　　　　

数良　　　　　　　　
杉岡　　　　　　　　

西ノ入　　　　　　　

西城　　　　　　　　石河原　　　　　　　

石舟　　　　　　　　

川側　　　　　　　　

台高萩　　　　　　　

大工町　　　　　　　

大島　　　　　　　　

大内町　　　　　　　

滝ノ脇　　　　　　　

地蔵堂　　　　　　　

池の端　　　　　　　

中台　　　　　　　　

定田　　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

二本杉　　　　　　　

猫内　　　　　　　　

畑ヶ中　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

浜野　　　　　　　　

北久保　　　　　　　

北城　　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

油沢　　　　　　　　

鈴平　　　　　　　　

安良川　　　　　　　

高萩　　　　　　　　

高浜町　　　　　　　

十王町伊師本郷　　　

十王町高原　　　　　

十王町城の丘（一）　
十王町城の丘（二）　

十王町友部東（二）　

石滝　　　　　　　　

大和町　　　　　　　

東本町　　　　　　　

肥前町　　　　　　　

有明町　　　　　　　

城戸場　　　　　　　

西側　　　　　　　　
南屋　　　　　　　　

高萩市役所　　　　　

十王駅　　　　　　　

高萩駅　　　　　　　

高萩市　　　　　　　

大金田　　　　　　　

若栗　　　　　　　　

仙道坂　　　　　　　

日棚　　　　　　　　
粟野　　　　　　　　

汐見ヶ丘　　　　　　

足洗　　　　　　　　

松井　　　　　　　　

石岡　　　　　　　　

木皿　　　　　　　　

峯岸　　　　　　　　

十里上峠　　　　　　

内野　　　　　　　　

馬飼　　　　　　　　

小豆畑　　　　　　　

杉内　　　　　　　　 上小津田　　　　　　

下小津田　　　　　　

華川　　　　　　　　

花園川　　　　　　　

相田　　　　　　　　

臼場　　　　　　　　

磯原　　　　　　　　北茨城ＩＣ　　　　　

冨岡　　　　　　　　

トカミ　　　　　　　

横川下　　　　　　　

横川上　　　　　　　

桶仕内　　　　　　　

下堂地　　　　　　　

加老　　　　　　　　

嘉蔵平　　　　　　　

久保内　　　　　　　

玉崎　　　　　　　　

駒木　　　　　　　　

古木屋　　　　　　　

五田後平　　　　　　

細ノ原　　　　　　　

鷺内　　　　　　　　

削木屋敷　　　　　　

桜野　　　　　　　　

山ノ根　　　　　　　

産子沢　　　　　　　

十文字　　　　　　　

重内　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

小里　　　　　　　　

上ノ畑　　　　　　　

上山下　　　　　　　

上木皿　　　　　　　

成石　　　　　　　　

西　　　　　　　　　
西原　　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

西明寺下　　　　　　

西明寺前　　　　　　

石打場　　　　　　　

石打場屋敷　　　　　

千手堂　　　　　　　

千寿内　　　　　　　

川根　　　　　　　　

前掛　　　　　　　　

前鍛冶屋　　　　　　

足田内　　　　　　　

大作　　　　　　　　

竹ノ内前　　　　　　

中原　　　　　　　　

長良内　　　　　　　

鳥居前　　　　　　　

追畑　　　　　　　　

天下橋　　　　　　　

田端　　　　　　　　

島崎前　　　　　　　

東宿　　　　　　　　

東側　　　　　　　　

道ノ上　　　　　　　

内手　　　　　　　　

内城　　　　　　　　

南広畑　　　　　　　

南山　　　　　　　　

馬ノ田　　　　　　　

半蔵　　　　　　　　

宝壺　　　　　　　　

北原　　　　　　　　

北側　　　　　　　　

木ノ下　　　　　　　

野中　　　　　　　　

里見　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

磯原町磯原（一）　　

磯原町磯原（五）　　

磯原町磯原（三）　　

磯原町上相田　　　　

磯原町豊田（一）　　

磯原町本町　　　　　

華川町下相田　　　　

華川町車　　　　　　

望海　　　　　　　　

内ノ畑　　　　　　　

明部　　　　　　　　

磯原駅　　　　　　　

南中郷駅　　　　　　

高萩警察署
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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）
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関南町神岡上　　　　

前大沢　　　　　　　

東橋場　　　　　　　

▲ 天妃山　　　　　　　

北茨城　　　　　　　

北浜　　　　　　　　

ワラビ平　　　　　　

井戸上　　　　　　　

西丸　　　　　　　　

西町　　　　　　　　
沢山　　　　　　　　町後　　　　　　　　

二ッ島　　　　　　　

蛭ノ平　　　　　　　

浜田　　　　　　　　
五浦（一）　　　　　

五浦（三）　　　　　

五浦（二）　　　　　

屋敷後　　　　　　　

五浦　　　　　　　　
諏訪脇　　　　　　　前丁田　　　　　　　

狸々内　　　　　　　 堂背戸　　　　　　　関南町仁井田　　　　

大津町　　　　　　　

北茨城市役所　　　　

6
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154
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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▲



八崎　　　　　　　　

照島　　　　　　　　

岩間　　　　　　　　

佐糠　　　　　　　　

植田　　　　　　　　

鮫川　　　　　　　　

中迎　　　　　　　　
錦町　　　　　　　　

花ノ井　　　　　　　
鈴鹿　　　　　　　　

富津　　　　　　　　

いわき勿来ＩＣ　　　

大高　　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

勿来　　　　　　　　
四沢　　　　　　　　

安良　　　　　　　　

菊多浦　　　　　　　

鵜ノ子岬　　　　　　

平潟　　　　　　　　

関本下　　　　　　　

神岡下　　　　　　　

関本中　　　　　　　

福田　　　　　　　　

関本上　　　　　　　

酒井原　　　　　　　

小山下　　　　　　　

西上野　　　　　　　

湯ノ前　　　　　　　

綾ノ町　　　　　　　

安良町　　　　　　　

関山　　　　　　　　

館岡　　　　　　　　

岩塙　　　　　　　　

九ノ崎　　　　　　　

熊ノ道　　　　　　　

古身　　　　　　　　

御前崎　　　　　　　

御宝殿　　　　　　　

江栗馬場　　　　　　

荒谷　　　　　　　　

高井　　　　　　　　

黒浦　　　　　　　　

作鞍　　　　　　　　

山崎田　　　　　　　

鹿野原団地　　　　　

十条　　　　　　　　

渚　　　　　　　　　

小才　　　　　　　　

上中田　　　　　　　

仁反田　　　　　　　

須賀　　　　　　　　

水内　　　　　　　　

西細田　　　　　　　

西殿町　　　　　　　

石倉　　　　　　　　

村山　　　　　　　　

大原内　　　　　　　

大槻　　　　　　　　

竹ノ花　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

東細田　　　　　　　

藤の腰　　　　　　　

堂坂　　　　　　　　

道山　　　　　　　　

白山　　　　　　　　

浜道団地　　　　　　

宝来内　　　　　　　

油平　　　　　　　　

落窪　　　　　　　　

関南町里根川　　　　

錦町江栗（三）　　　

錦町中央（三）　　　

錦町中央（二）　　　錦町中迎（一）　　　

錦町中迎（三）　　　

佐糠町　　　　　　　 小浜町　　　　　　　
植田町本町（一）　　

大津町北町（一）　　

大津町北町（三）　　

平潟町　　　　　　　

勿来町九面　　　　　

勿来町窪田町通（一）

勿来町窪田町通（三）勿来町窪田町通（四）

勿来町窪田町通（二）

館崎　　　　　　　　
畔内　　　　　　　　 岩間町　　　　　　　

錦町江栗（一）　　　 植田町中央（一）　　

植田町南町（一）　　

中岡町（五）　　　　富津町　　　　　　　

大津港駅　　　　　　

勿来駅　　　　　　　

水野谷　　　　　　　

下船尾　　　　　　　

下湯長谷　　　　　　

白鳥　　　　　　　　

西郷　　　　　　　　

藤原川　　　　　　　

馬玉　　　　　　　　

昼野　　　　　　　　

田部　　　　　　　　

玉露　　　　　　　　

常磐線　　　　　　　泉　　　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

滝尻　　　　　　　　

月見台　　　　　　　汐見台　　　　　　　東田　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

添野　　　　　　　　

釜戸川　　　　　　　

松小屋　　　　　　　

中釜戸　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

いわき湯本ＩＣ　　　

田場坂　　　　　　　

青谷　　　　　　　　

上釜戸　　　　　　　

鹿堀　　　　　　　　

江畑　　　　　　　　

井上　　　　　　　　

沢越　　　　　　　　

岸ノ内　　　　　　　

道端　　　　　　　　

砂子　　　　　　　　

上砂　　　　　　　　

東中山　　　　　　　

南台（二）　　　　　

壱町田　　　　　　　

猿田　　　　　　　　

釜ノ前団地　　　　　

萱手　　　　　　　　

萱落　　　　　　　　

原前　　　　　　　　
源道平　　　　　　　

五反田　　　　　　　

後川　　　　　　　　根ノ町　　　　　　　

桜ヶ丘団地　　　　　

桜台　　　　　　　　

初田　　　　　　　　

勝丘　　　　　　　　

小名田　　　　　　　

松本　　　　　　　　

深山口　　　　　　　

神山前　　　　　　　

神笑　　　　　　　　

神力前　　　　　　　

清水尻　　　　　　　

川籠石　　　　　　　

早稲田　　　　　　　

大仁田　　　　　　　

大津　　　　　　　　

滝太洞　　　　　　　

忠多　　　　　　　　

朝日台　　　　　　　

鶴巻　　　　　　　　

堤下　　　　　　　　

田宿　　　　　　　　

渡部　　　　　　　　

東泉　　　　　　　　

東台　　　　　　　　

湯長谷団地　　　　　

藤神前　　　　　　　

道下　　　　　　　　

銅谷　　　　　　　　

南台　　　　　　　　

南坪　　　　　　　　

薄作　　　　　　　　

表前　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

弁別　　　　　　　　

北里保　　　　　　　

幕ノ内　　　　　　　

餅田　　　　　　　　

矢津団地　　　　　　

余木田　　　　　　　

遠野町滝　　　　　　

金山町　　　　　　　

後田町　　　　　　　

江畑町　　　　　　　

高倉町　　　　　　　
山田町　　　　　　　

小名浜　　　　　　　

小名浜島　　　　　　

常磐下湯長谷町　　　

常磐岩ヶ岡町　　　　

常磐西郷町　　　　　

常磐長孫町　　　　　

常磐馬玉町　　　　　

常磐白鳥町　　　　　

植田町　　　　　　　

植田町中央（三）　　

植田町中央（二）　　

植田町本町（三）　　

仁井田町　　　　　　

石塚町　　　　　　　

泉ケ丘（一）　　　　

泉ケ丘（二）　　　　

泉玉露（一）　　　　泉玉露（五）　　　　

泉玉露（四）　　　　

泉玉露（七）　　　　
泉玉露（二）　　　　

泉玉露（六）　　　　

泉町（一）　　　　　

泉町（五）　　　　　

泉町（三）　　　　　泉町（四）　　　　　

泉町（二）　　　　　

泉町（六）　　　　　

泉町黒須野　　　　　

中岡町（一）　　　　

中岡町（三）　　　　

中岡町（六）　　　　

添野町　　　　　　　

東田町　　　　　　　

葉山（一）　　　　　

葉山（三）　　　　　

葉山（二）　　　　　

上ノ台　　　　　　　

瀬峯　　　　　　　　
鍛冶屋作　　　　　　

常磐関船町　　　　　
常磐上湯長谷町　　　

植田駅　　　　　　　

泉駅　　　　　　　　

走熊　　　　　　　　

飯田　　　　　　　　
蔵持　　　　　　　　

船戸　　　　　　　　

岩出　　　　　　　　

玉川　　　　　　　　

西大沢　　　　　　　

上神白　　　　　　　

岡小名　　　　　　　

大原　　　　　　　　

小名浜　　　　　　　

福島臨海鉄道専用線　

小名浜港　　　　　　

下神白　　　　　　　

永崎　　　　　　　　中之作　　　　　　　

江名　　　　　　　　合磯岬　　　　　　　

平豊間　　　　　　　

塩屋崎　　　　　　　

島　　　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

三崎　　　　　　　　

れい堂　　　　　　　

花見岡　　　　　　　

堤ノ北　　　　　　　

常磐下船尾町　　　　

愛宕上　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

安竜　　　　　　　　

塩屋町　　　　　　　

塩場　　　　　　　　

花畑町　　　　　　　

観音作　　　　　　　

館ノ腰　　　　　　　

岸浦　　　　　　　　

宮ノ作　　　　　　　

君ヶ塚町　　　　　　

古湊　　　　　　　　

御代坂　　　　　　　

御殿後　　　　　　　

向畑　　　　　　　　

江名口　　　　　　　

甲新地　　　　　　　

綱取　　　　　　　　

高山　　　　　　　　

合磯　　　　　　　　

三崎　　　　　　　　

山神北　　　　　　　

寺廻町　　　　　　　

住ケ谷　　　　　　　

宿崎　　　　　　　　

小屋　　　　　　　　

小野作　　　　　　　

神之前　　　　　　　

吹松　　　　　　　　

西君ヶ塚町　　　　　

千速　　　　　　　　

船付　　　　　　　　

前原前　　　　　　　

走出　　　　　　　　

台ノ上　　　　　　　

辰巳町　　　　　　　

丹野内　　　　　　　

地切　　　　　　　　

竹町　　　　　　　　

中町境　　　　　　　

中野地　　　　　　　

定西　　　　　　　　

兎渡路　　　　　　　
東　　　　　　　　　

東大沢　　　　　　　

燈籠原　　　　　　　

洞　　　　　　　　　

道珍　　　　　　　　

南君ヶ塚町　　　　　

馬上　　　　　　　　

馬落前　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

富岡前　　　　　　　

丙新地　　　　　　　

片寄前　　　　　　　

芳原　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

満屋　　　　　　　　

鹿島町下蔵持　　　　

鹿島町御代　　　　　

鹿島町上蔵持　　　　

鹿島町米田　　　　　

小名浜岡小名　　　　

小名浜岡小名（一）　

小名浜岡小名（三）　

小名浜下神白　　　　

小名浜岩出　　　　　

小名浜玉川町　　　　

小名浜金成　　　　　

小名浜港ヶ丘　　　　

小名浜住吉　　　　　

小名浜上神白　　　　

小名浜諏訪町　　　　

小名浜相子島　　　　

小名浜大原　　　　　小名浜南富岡　　　　

小名浜野田　　　　　

小名浜林城　　　　　

湘南台（一）　　　　
湘南台（二）　　　　

平薄磯　　　　　　　

洋向台（一）　　　　

洋向台（五）　　　　
洋向台（三）　　　　

洋向台（四）　　　　

洋向台（二）　　　　
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲


