
牧　　　　　　　　　

▲ 十三野山　　　　　　

皿山　　　　　　　　

▲ 鬢ノ水山　　　　　　

下田南　　　　　　　

鬼海ヶ浦　　　　　　

▲ 愛岩山　　　　　　　

白木河内　　　　　　

仏の平　　　　　　　

長林　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

十三野　　　　　　　

板之河内　　　　　　

銭瓶　　　　　　　　

▲ 角山　　　　　　　　

葛河内　　　　　　　

益田　　　　　　　　

今田　　　　　　　　

長平越　　　　　　　

横野　　　　　　　　

宮地岳　　　　　　　

市古木　　　　　　　

▲ 行人岳　　　　　　　

町田川　　　　　　　
新合　　　　　　　　

峰平　　　　　　　　

天草町高浜南　　　　

庵河内　　　　　　　

奥の中　　　　　　　

下山　　　　　　　　

下日当　　　　　　　

下平床　　　　　　　

皆廻　　　　　　　　

開野　　　　　　　　

樫の実鶴　　　　　　

久良　　　　　　　　

桑木迫　　　　　　　

秋の平　　　　　　　

小塚　　　　　　　　

上樫の実鶴　　　　　

惣作　　　　　　　　

大庵　　　　　　　　

中ノ久保　　　　　　

長迫　　　　　　　　

佃　　　　　　　　　

二本松　　　　　　　

八窪　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

河浦町今富　　　　　

宮地岳町　　　　　　

天草町高浜北　　　　

枦宇土町　　　　　　

寺の尾仮俣　　　　　村中　　　　　　　　
田代平　　　　　　　

白木尾　　　　　　　

年柄　　　　　　　　

志岐山　　　　　　　
大岳　　　　　　　　

茶屋峠　　　　　　　

▲ 柱岳　　　　　　　　

▲ 天竺　　　　　　　　

都呂々川　　　　　　

都呂々　　　　　　　

柳の迫　　　　　　　

小松　　　　　　　　

萱の木　　　　　　　

浜平　　　　　　　　

下田北　　　　　　　

松の平　　　　　　　

石立　　　　　　　　

六本木　　　　　　　

福連木　　　　　　　

八丁　　　　　　　　

宇土野　　　　　　　

平床下　　　　　　　

鶴　　　　　　　　　

八久保　　　　　　　

竹の迫　　　　　　　

鞍川内　　　　　　　

蔭平　　　　　　　　

蔭林　　　　　　　　

烏山　　　　　　　　

永野　　　　　　　　

下黒瀬　　　　　　　

下石立　　　　　　　

下木場　　　　　　　

梶山　　　　　　　　

亀の平　　　　　　　

黒瀬　　　　　　　　

黒辺　　　　　　　　

佐世布河内　　　　　

笹尾　　　　　　　　

市ノ平　　　　　　　
志岐山南平　　　　　

志岐山北平　　　　　

志田原　　　　　　　

寺の尾　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

松浦河内　　　　　　

上黒瀬　　　　　　　

上石立　　　　　　　

城山　　　　　　　　

場貫　　　　　　　　

吹の峠　　　　　　　

善亀　　　　　　　　

惣太郎　　　　　　　

大水車　　　　　　　

大谷口　　　　　　　
狸川内　　　　　　　

池の尾　　　　　　　

竹の尾　　　　　　　

長山　　　　　　　　

藤の元　　　　　　　

飛都呂　　　　　　　

兵子坂　　　　　　　
鉾　　　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

万所　　　　　　　　

柳　　　　　　　　　

六本松　　　　　　　

本町本　　　　　　　

時の燈　　　　　　　

天草市　　　　　　　

村迫　　　　　　　　

碇石　　　　　　　　

大淵　　　　　　　　

大宮地川　　　　　　

大宮地　　　　　　　

▲ 平家城山　　　　　　

棒の鶴　　　　　　　

小宮地　　　　　　　

馬場上　　　　　　　切越　　　　　　　　

▲ 屏風山　　　　　　　

下大多尾　　　　　　

大多尾　　　　　　　

▲ 鍋割山　　　　　　　

寒の平　　　　　　　馬場下　　　　　　　

樫の浦　　　　　　　

横島　　　　　　　　

崎野　　　　　　　　

戸の崎　　　　　　　

下血塚島　　　　　　

上血塚島　　　　　　

船場　　　　　　　　
外園　　　　　　　　

立浦　　　　　　　　

観音　　　　　　　　

楠浦　　　　　　　　東大平　　　　　　　

方原川　　　　　　　

方原　　　　　　　　

屋形　　　　　　　　

豆木場　　　　　　　

▲ 楠原嶺　　　　　　　

大丸　　　　　　　　

浦方　　　　　　　　

横島　　　　　　　　

横頭　　　　　　　　

樫の木　　　　　　　

金の入　　　　　　　

広崎ヶ浦　　　　　　

春野　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

石場　　　　　　　　

早田　　　　　　　　

其河内　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

大渊　　　　　　　　

中央　　　　　　　　

柱崎　　　　　　　　
長野　　　　　　　　

渡ノ浦　　　　　　　

美繩　　　　　　　　

方原下　　　　　　　

方原上　　　　　　　

浪床　　　　　　　　

螢目　　　　　　　　

河浦町立原　　　　　

港　　　　　　　　　

上大多尾　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

中浪　　　　　　　　

碇石下　　　　　　　

碇石上　　　　　　　

楠浦町　　　　　　　

下門　　　　　　　　
江浦須森　　　　　　

西外園　　　　　　　村　　　　　　　　　東外園　　　　　　　本郷　　　　　　　　

前小手　　　　　　　

間伏　　　　　　　　

志柿　　　　　　　　

仲の浦　　　　　　　

本渡港　　　　　　　

天草　　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

茂木根　　　　　　　

明瀬　　　　　　　　

佐伊津　　　　　　　

本泉　　　　　　　　

下河内　　　　　　　

枦の原　　　　　　　

牛の首　　　　　　　

内柿　　　　　　　　

中山口　　　　　　　

▲ 染岳　　　　　　　　

枦宇土　　　　　　　

半河内　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

道目木　　　　　　　平床　　　　　　　　

亀川　　　　　　　　

宇土　　　　　　　　

食場　　　　　　　　

通山　　　　　　　　
亀川　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

本渡瀬戸　　　　　　

舟津　　　　　　　　

荒河内　　　　　　　

上野原　　　　　　　

城木場　　　　　　　

須良道　　　　　　　

二又　　　　　　　　

井手河内　　　　　　

一の瀬　　　　　　　

宇津木　　　　　　　

横久保　　　　　　　下向　　　　　　　　

下川原　　　　　　　

加志　　　　　　　　

掛道　　　　　　　　

釜　　　　　　　　　

釜が原　　　　　　　

久々山　　　　　　　

錦島　　　　　　　　

恵比曽　　　　　　　

犬の河内　　　　　　

後小手　　　　　　　

後堀　　　　　　　　

江川舟江　　　　　　

溝端　　　　　　　　

在郷　　　　　　　　

山の口　　　　　　　

山の手　　　　　　　

寺中　　　　　　　　

春登　　　　　　　　

小花谷　　　　　　　

上川原　　　　　　　

新休下　　　　　　　新休上　　　　　　　 水の平　　　　　　　

西の久保　　　　　　

西ノ木葉　　　　　　

西宇土　　　　　　　

大松戸　　　　　　　

大石ケ浦　　　　　　

大地　　　　　　　　

大矢崎　　　　　　　

知ケ崎　　　　　　　

池の久保　　　　　　

中の塩屋　　　　　　

中明瀬　　　　　　　

塚田　　　　　　　　

坪の田　　　　　　　

道面　　　　　　　　

楠浦新田　　　　　　

日高野　　　　　　　

稗木場　　　　　　　

浜州　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

平河内　　　　　　　

平首　　　　　　　　

別当　　　　　　　　

堀の内　　　　　　　

茂木根釜　　　　　　

茂木根村　　　　　　

友尻　　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

下浦町　　　　　　　

丸尾町　　　　　　　

古川町　　　　　　　

五和町城河原（一）　

五和町城河原（二）　

港町　　　　　　　　

今釜新町　　　　　　

今釜町　　　　　　　

佐伊津町　　　　　　

志柿町　　　　　　　

小松原町　　　　　　

城下町　　　　　　　

浄南町　　　　　　　

諏訪町　　　　　　　

瀬戸町　　　　　　　

川原新町　　　　　　

川原町　　　　　　　

船之尾町　　　　　　

太田町　　　　　　　

大浜町　　　　　　　

中央新町　　　　　　

中村町　　　　　　　

東浜町　　　　　　　

南新町　　　　　　　

浜崎町　　　　　　　

北原町　　　　　　　

北浜町　　　　　　　

本町新休　　　　　　

本渡町本戸馬場　　　

本渡町本渡　　　　　

金ケ丘　　　　　　　
山持河内　　　　　　

五和町城河原（三）　

天草市役所　　　　　
天草警察署

35

280

266

291

286

389

24

389

24

286293 292

44

281

326

26

266

289

287

278

283

266

26

24

324

292

44

47

281

   1/50000

483040＊51

4829(1)
76

66

77

67

483050

483040

483051

483041

4830(14)
50

40

51

41

4830(15)
30

20

31

21

4830(9)
72

62

73

63

4830(10)
52

42

53

43

4830(11)
32

22

33

23

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
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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▲



恋路島　　　　　　　

タグイ崎　　　　　　

鉈崎　　　　　　　　

湯の口　　　　　　　

木崎鼻　　　　　　　

ノサバ崎　　　　　　

竹島　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

元浦　　　　　　　　

唐木崎　　　　　　　

御所浦島　　　　　　

江の口　　　　　　　

烏帽子　　　　　　　

榎実河内　　　　　　

国出　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

御所浦町御所浦　　　

津奈木町　　　　　　

津奈木太郎峠　　　　

山神　　　　　　　　

津奈木　　　　　　　

千代　　　　　　　　

福浜　　　　　　　　
犬瀬崎　　　　　　　

大泊　　　　　　　　

竹中　　　　　　　　
染竹　　　　　　　　

宮崎越　　　　　　　

小津奈木　　　　　　

湯の児　　　　　　　 肥薩おれんじ鉄道　　

ひばりヶ丘　　　　　
小野川内　　　　　　

石神　　　　　　　　

▲ 矢城山　　　　　　　

宝川内　　　　　　　

市渡瀬　　　　　　　
元村　　　　　　　　

合畑　　　　　　　　

中鶴　　　　　　　　

水俣川　　　　　　　

中尾山　　　　　　　大窪　　　　　　　　

水俣　　　　　　　　

牧ノ内　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

南福寺　　　　　　　

江添　　　　　　　　
浦上町　　　　　　　

明神崎　　　　　　　

月浦　　　　　　　　

湯堂　　　　　　　　

冷水　　　　　　　　

野川　　　　　　　　

わらび野　　　　　　

井良迫　　　　　　　

羽迫　　　　　　　　

仮泊　　　　　　　　

丸石　　　　　　　　

気子　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

古中尾　　　　　　　

江の尾　　　　　　　

港町（三）　　　　　

港町（二）　　　　　

高南　　　　　　　　

今俵　　　　　　　　

桜井町（三）　　　　

桜戸　　　　　　　　

桜野　　　　　　　　

山神開拓　　　　　　

侍　　　　　　　　　

集　　　　　　　　　

出月　　　　　　　　 小田代　　　　　　　

松山　　　　　　　　

上下門　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新川　　　　　　　　

仁王木　　　　　　　

西湯の児　　　　　　

石木田　　　　　　　

倉谷　　　　　　　　

早栗　　　　　　　　

大戸迫　　　　　　　

大黒町（一）　　　　

大手　　　　　　　　中尾　　　　　　　　

町原　　　　　　　　

町中　　　　　　　　

釣橋　　　　　　　　

渡野　　　　　　　　

南袋　　　　　　　　

日野　　　　　　　　

馬渊　　　　　　　　

泊　　　　　　　　　

百間町（一）　　　　

浜崎　　　　　　　　

北袋　　　　　　　　

本屋敷　　　　　　　

搦手　　　　　　　　

栄町（二）　　　　　
丸島町（一）　　　　

丸島町（三）　　　　

丸島町（二）　　　　祇園町　　　　　　　 古賀町（一）　　　　

古賀町（二）　　　　

古城（一）　　　　　
古城（三）　　　　　

古城（二）　　　　　

幸町　　　　　　　　

江南町　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

桜ケ丘　　　　　　　

山手町（一）　　　　

山手町（二）　　　　
汐見町（一）　　　　

汐見町（二）　　　　

初野　　　　　　　　陣内（一）　　　　　

陣内（二）　　　　　

洗切町　　　　　　　

多々良町　　　　　　

大園町（一）　　　　
大園町（二）　　　　

築地　　　　　　　　

長野町　　　　　　　

天神町（一）　　　　

梅戸町（一）　　　　

梅戸町（二）　　　　

白浜町　　　　　　　

八ノ窪町（一）　　　

八ノ窪町（二）　　　

八幡町（二）　　　　

浜松町　　　　　　　

浜町（一）　　　　　

浜町（三）　　　　　
浜町（二）　　　　　

平町（一）　　　　　平町（二）　　　　　

野口町　　　　　　　

緑ケ丘　　　　　　　

日添　　　　　　　　

津奈木ＩＣ　　　　　

水俣ＩＣ　　　　　　

津奈木町役場　　　　

水俣市役所　　　　　

津奈木駅　　　　　　

水俣駅　　　　　　　

新水俣駅　　　　　　

井手の鼻　　　　　　

海浦　　　　　　　　

鶴木山　　　　　　　

計石　　　　　　　　

芦北　　　　　　　　

湯浦川　　　　　　　

女島　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

福浦　　　　　　　　

小網代　　　　　　　

合串　　　　　　　　

大門崎　　　　　　　

帆柱崎　　　　　　　

井手上北　　　　　　

沖　　　　　　　　　

下の浦　　　　　　　

割刈　　　　　　　　

椛谷　　　　　　　　

勘場　　　　　　　　

牛の水　　　　　　　

京泊　　　　　　　　

金が渊　　　　　　　

計石西　　　　　　　
計石東　　　　　　　

女島西　　　　　　　

小浦　　　　　　　　

川原　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

惣崎　　　　　　　　
早崎　　　　　　　　

村本　　　　　　　　

大星　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

滝の上　　　　　　　

池尻　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

的場尻　　　　　　　

天口　　　　　　　　

東平　　　　　　　　

道園　　　　　　　　

白砂　　　　　　　　

平国下　　　　　　　

平国上　　　　　　　

平生　　　　　　　　

芦北　　　　　　　　

湯浦南　　　　　　　

芦北町役場　　　　　

海浦駅　　　　　　　

佐敷駅　　　　　　　

水俣警察署

芦北警察署
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金焼　　　　　　　　
柳田　　　　　　　　

湯船原　　　　　　　

大道　　　　　　　　
西浦　　　　　　　　

楠森島　　　　　　　

ダテク島　　　　　　

平瀬島　　　　　　　

鳴川　　　　　　　　

葉山　　　　　　　　

才津原上　　　　　　

▲ 矢筈嶽　　　　　　　

招崎　　　　　　　　
田の尻　　　　　　　大通越　　　　　　　

牧島　　　　　　　　椛木　　　　　　　　

長浦　　　　　　　　

串が崎　　　　　　　

牧本　　　　　　　　

眉島　　　　　　　　

嵐口　　　　　　　　

前島　　　　　　　　

嵐口崎　　　　　　　

横浦島　　　　　　　横浦　　　　　　　　

与一が浦　　　　　　

中瀬戸　　　　　　　

ヤキ崎　　　　　　　

柿塚　　　　　　　　

棚底　　　　　　　　

目玉　　　　　　　　

阿房　　　　　　　　

井手尾　　　　　　　

横道　　　　　　　　

夏網代　　　　　　　

割石　　　　　　　　

葛崎　　　　　　　　

久木山　　　　　　　

境目　　　　　　　　金焼一　　　　　　　

金焼三　　　　　　　

金焼二　　　　　　　
才津原下　　　　　　

歳川　　　　　　　　
山崎　　　　　　　　

洲の田　　　　　　　舟隠　　　　　　　　

春　　　　　　　　　 曙　　　　　　　　　

小沚潟　　　　　　　

松葉　　　　　　　　
倉本　　　　　　　　

大宮田　　　　　　　

池の浦　　　　　　　

中　　　　　　　　　

猪之子田　　　　　　

田の水　　　　　　　

唐網代　　　　　　　

東　　　　　　　　　

湯船原下　　　　　　

梅ノ木　　　　　　　

梅津　　　　　　　　 尾串　　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

牧向　　　　　　　　

野田迫　　　　　　　

与一ヶ浦　　　　　　

上久保　　　　　　　
村下　　　　　　　　 南平　　　　　　　　

樋の口　　　　　　　

大島子　　　　　　　
小島子　　　　　　　

権六　　　　　　　　

上津浦　　　　　　　 開田　　　　　　　　

中津浦　　　　　　　

▲ 老嶽　　　　　　　　

晩田　　　　　　　　

横峰　　　　　　　　

下津浦　　　　　　　

萩の平　　　　　　　

▲ 動鳴山　　　　　　　東宇土　　　　　　　

尻無尾　　　　　　　

湯貫　　　　　　　　
打田　　　　　　　　

竜の口　　　　　　　
栖本川　　　　　　　

平木場　　　　　　　

清水　　　　　　　　

河内　　　　　　　　

黒仁田　　　　　　　

鷺力　　　　　　　　

野々川　　　　　　　

大谷　　　　　　　　
中原　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

登尾　　　　　　　　
荒平　　　　　　　　

▲ 倉岳　　　　　　　　

中浦　　　　　　　　

教良木　　　　　　　

上小手　　　　　　　

引地　　　　　　　　

横浜　　　　　　　　

家久栄　　　　　　　
火の玉　　　　　　　

岩下　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

曲迫　　　　　　　　

鯨道　　　　　　　　

古畑　　　　　　　　

後山浦　　　　　　　

向村　　　　　　　　

江口　　　　　　　　

黒地　　　　　　　　

山浦　　　　　　　　

山川　　　　　　　　

持田　　　　　　　　

宗土岐　　　　　　　

小串川　　　　　　　

小麦　　　　　　　　

上　　　　　　　　　
上野々川　　　　　　

上揚　　　　　　　　

赤仁田　　　　　　　

前山浦　　　　　　　

村上　　　　　　　　

打田下　　　　　　　

打田上　　　　　　　

打田中　　　　　　　

大原　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大矢　　　　　　　　

谷合　　　　　　　　

地蔵面　　　　　　　

竹の内　　　　　　　

中の門　　　　　　　

中岳　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

中野々川　　　　　　

長谷　　　　　　　　

湯船原上　　　　　　

内山　　　　　　　　

萩ノ平　　　　　　　

迫　　　　　　　　　

八辻　　　　　　　　

板の平　　　　　　　

福井田　　　　　　　

平の口　　　　　　　

平の前　　　　　　　

平山　　　　　　　　

名桐　　　　　　　　

木場野　　　　　　　

鷲口　　　　　　　　

拂田　　　　　　　　

倉岳町浦　　　　　　

神代　　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

下貫　　　　　　　　

高戸　　　　　　　　

▲ 龍ヶ岳　　　　　　　

大作山　　　　　　　

高串　　　　　　　　

和田の鼻　　　　　　

樋島　　　　　　　　

下桶川　　　　　　　

▲ 泊山　　　　　　　　

竹島　　　　　　　　

松が鼻　　　　　　　

御立岬　　　　　　　

八代海　　　　　　　

樋島　　　　　　　　

桑鶴　　　　　　　　
洲崎　　　　　　　　

小屋川内　　　　　　

松ヶ崎　　　　　　　

東風留　　　　　　　

仏崎一区　　　　　　

仏崎二区　　　　　　

野添　　　　　　　　

脇浦　　　　　　　　

下神代　　　　　　　

上天草市　　　　　　

楠甫　　　　　　　　

江の浦　　　　　　　

祝口　　　　　　　　

枦の河内　　　　　　

内野河内　　　　　　

倉江　　　　　　　　

倉江川　　　　　　　
後山　　　　　　　　

焼尾　　　　　　　　
合津　　　　　　　　

▲ 金比羅山　　　　　　

須の上　　　　　　　

西辺　　　　　　　　

▲ 次郎丸嶽　　　　　　

小鳥越　　　　　　　

▲ 白嶽　　　　　　　　

永目　　　　　　　　

▲ 鹿見岳　　　　　　　

姫浦　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

二間戸　　　　　　　

▲ 念珠岳　　　　　　　

高丸　　　　　　　　

鷲の巣　　　　　　　

▲ 丸山　　　　　　　　

雨竜岬　　　　　　　

松の本峠　　　　　　

知十ＩＣ　　　　　　

米の山ＩＣ　　　　　

井出の川　　　　　　

井流　　　　　　　　

浦　　　　　　　　　

越喜瀬　　　　　　　

園部　　　　　　　　

下　　　　　　　　　

下春山　　　　　　　

下野々川　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

元釜　　　　　　　　

合の丸　　　　　　　

山口　　　　　　　　

上の浦　　　　　　　

新地　　　　　　　　

神　　　　　　　　　

陣内　　　　　　　　

摺木　　　　　　　　

星平　　　　　　　　

船倉　　　　　　　　

蔵江　　　　　　　　

太原　　　　　　　　

中月　　　　　　　　

東釜　　　　　　　　

道添　　　　　　　　

二間戸団地　　　　　

平洲　　　　　　　　

米の山　　　　　　　

辺戸串　　　　　　　

縫通　　　　　　　　

知十　　　　　　　　
中村　　　　　　　　

北の浦　　　　　　　
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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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小畦　　　　　　　　

大間崎　　　　　　　

須子　　　　　　　　

下津江　　　　　　　

上津浦ＩＣ　　　　　

横洲　　　　　　　　

下毛　　　　　　　　

桑の浦　　　　　　　

大間崎　　　　　　　

美ノ越　　　　　　　

南島原　　　　　　　

南有馬　　　　　　　
大江名　　　　　　　

駒崎鼻　　　　　　　

浦田　　　　　　　　

北岡　　　　　　　　

谷川　　　　　　　　田平　　　　　　　　
龍石　　　　　　　　

引無田　　　　　　　

須川　　　　　　　　
中須川　　　　　　　

石田　　　　　　　　

湯島　　　　　　　　

下浦口　　　　　　　

下町　　　　　　　　

上浦口　　　　　　　 井龍　　　　　　　　

永無田　　　　　　　

榎田釘崎　　　　　　

下田中　　　　　　　

貝廻　　　　　　　　

蒲河浜　　　　　　　

橋口　　　　　　　　 橋無田　　　　　　　

金蔵寺　　　　　　　

駒崎　　　　　　　　

向竹　　　　　　　　

三尺町　　　　　　　
春日　　　　　　　　 上西之浦　　　　　　上田中　　　　　　　

西之浦　　　　　　　

西浜　　　　　　　　

船落　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

竹之谷　　　　　　　

中須川浜　　　　　　

中竹　　　　　　　　

町口　　　　　　　　

田町　　　　　　　　

東橋口　　　　　　　

東向　　　　　　　　

東浜　　　　　　　　日野江町　　　　　　

白崎　　　　　　　　鼻崎　　　　　　　　

浜津　　　　　　　　

法恩寺　　　　　　　

北谷　　　　　　　　

本龍石　　　　　　　

有田　　　　　　　　

大矢野町湯島　　　　

北有馬町己　　　　　

北有馬町戊　　　　　

丸尾　　　　　　　　新切　　　　　　　　
西田平　　　　　　　竹ノ林　　　　　　　

碇　　　　　　　　　楢山　　　　　　　　尾首　　　　　　　　有家町蒲河　　　　　

南島原市役所　　　　

大矢野島　　　　　　

江樋戸　　　　　　　

豊後谷　　　　　　　

天草パールライン　　

片島　　　　　　　　

大潟　　　　　　　　

治郎田　　　　　　　

塩浜　　　　　　　　

梅之木　　　　　　　

蔵々　　　　　　　　

上大戸ノ鼻　　　　　

千束　　　　　　　　

大桜　　　　　　　　

野牛島　　　　　　　

野米　　　　　　　　

小瀬戸　　　　　　　

長砂連　　　　　　　

亀之迫　　　　　　　

鮗ケ浦　　　　　　　
満越　　　　　　　　

小泊　　　　　　　　

江後　　　　　　　　

鳩之釜　　　　　　　
野釜島　　　　　　　

高杢島　　　　　　　

樋合島　　　　　　　

瀬島　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

鬼塚　　　　　　　　

阿村　　　　　　　　

下大戸ノ岬　　　　　

大瀬　　　　　　　　

山の中　　　　　　　

西目　　　　　　　　
蛤　　　　　　　　　

龍崎　　　　　　　　

池島ノ瀬戸　　　　　

柳ノ瀬戸　　　　　　

満越ノ瀬戸　　　　　

大戸ノ瀬戸　　　　　

蔵々瀬戸　　　　　　

鷺ノ浦　　　　　　　

維和島　　　　　　　

合津ＩＣ　　　　　　
クブキ　　　　　　　

稲戸　　　　　　　　

永浦　　　　　　　　

越之浦　　　　　　　

古園　　　　　　　　

五杷浦　　　　　　　

荒木浜　　　　　　　

高田　　　　　　　　

黒州　　　　　　　　

三杷浦　　　　　　　

三郎　　　　　　　　
志賀間　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

小鷺浦　　　　　　　

水車　　　　　　　　

瀬高　　　　　　　　

先辺　　　　　　　　

大鷺浦　　　　　　　

池之迫　　　　　　　

馬建　　　　　　　　
白間　　　　　　　　

樋合　　　　　　　　

野釜南　　　　　　　

硴瀬　　　　　　　　

大矢野町維和　　　　

大矢野町中　　　　　

犬帰　　　　　　　　

中之丸　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

野釜前　　　　　　　 三角町戸馳　　　　　
大矢野町上　　　　　

東満　　　　　　　　

登立　　　　　　　　

成合津　　　　　　　

小田良　　　　　　　

大田尾　　　　　　　

三角線　　　　　　　

波多　　　　　　　　

田井之浦　　　　　　

内潟　　　　　　　　

寺島　　　　　　　　

三角港　　　　　　　

三角浦　　　　　　　

▲ 三角浜　　　　　　　

西港　　　　　　　　

岩谷　　　　　　　　

▲ 飛岳　　　　　　　　

白涛　　　　　　　　

モタレノ瀬戸　　　　

鬼島　　　　　　　　

四郎丸　　　　　　　

上天草　　　　　　　

賤之女　　　　　　　

串　　　　　　　　　

大手原　　　　　　　

七ツ割　　　　　　　

三角ノ瀬戸　　　　　

井川之下　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

屋敷山　　　　　　　

火切　　　　　　　　

寄船　　　　　　　　

古氷　　　　　　　　

古野　　　　　　　　

広崎　　　　　　　　

際崎　　　　　　　　

三年ヶ浦　　　　　　女鹿串　　　　　　　

諏訪原　　　　　　　

西の浦　　　　　　　

積米　　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

双原　　　　　　　　

田端　　　　　　　　

東港　　　　　　　　

白涛　　　　　　　　

尾越崎　　　　　　　

尾之上　　　　　　　平　　　　　　　　　

辺田　　　　　　　　

波多浦駅　　　　　　

三角駅　　　　　　　

上天草市役所　　　　

上天草警察署
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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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下木場　　　　　　　

上古賀　　　　　　　

片田　　　　　　　　

東里　　　　　　　　

西里　　　　　　　　

川東　　　　　　　　 北下原　　　　　　　
多比良　　　　　　　

船津　　　　　　　　

土黒川　　　　　　　
川原田　　　　　　　

篠原　　　　　　　　
楠高　　　　　　　　

山ノ上　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

枦山　　　　　　　　

久原　　　　　　　　東空閑　　　　　　　

大野　　　　　　　　

菅　　　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

城之尾　　　　　　　

戸田　　　　　　　　

沖之尾　　　　　　　

温泉屋敷　　　　　　

境之松　　　　　　　

向之原　　　　　　　

高下　　　　　　　　

轟木　　　　　　　　

今出　　　　　　　　

出口　　　　　　　　

小賀口　　　　　　　

庄司屋敷　　　　　　

神木　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

釘崎　　　　　　　　

南下原　　　　　　　尾茂　　　　　　　　

浜西　　　　　　　　
浜東　　　　　　　　

舞人堂　　　　　　　

国見町神代乙　　　　

国見町神代己　　　　

国見町神代庚　　　　

国見町神代甲　　　　

国見町神代辛　　　　

国見町神代丁　　　　

国見町神代丙　　　　

国見町神代戊　　　　

国見町多比良乙　　　

国見町多比良甲　　　

国見町多比良丙　　　

国見町多比良戊　　　

国見町土黒乙　　　　

国見町土黒己　　　　

国見町土黒甲　　　　

国見町土黒丁　　　　
国見町土黒丙　　　　

国見町土黒戊　　　　

有明町大三東丁　　　

有明町大三東丙　　　

有明町湯江甲　　　　

有明町湯江丁　　　　

有明町湯江丙　　　　

大三東駅　　　　　　

有明湯江駅　　　　　

多比良駅　　　　　　神代（鍋島邸前）駅　

下沖洲　　　　　　　

上沖洲　　　　　　　

行末川　　　　　　　

長洲町　　　　　　　

磯鍋　　　　　　　　

鼈頭洲　　　　　　　

腹赤新町　　　　　　
明神尾　　　　　　　

岱明町扇崎　　　　　

荒尾市　　　　　　　

林田　　　　　　　　

腹赤　　　　　　　　

清源寺　　　　　　　

長洲　　　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

赤田　　　　　　　　

鷲巣　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

川登　　　　　　　　

菰屋　　　　　　　　

高浜　　　　　　　　

水野　　　　　　　　

牛水　　　　　　　　

蔵満　　　　　　　　

一部　　　　　　　　

大和区　　　　　　　

中央区　　　　　　　

荒尾　　　　　　　　
宮内出目　　　　　　

万田　　　　　　　　

深瀬　　　　　　　　
関川　　　　　　　　

本井手　　　　　　　

聖人原　　　　　　　

上井手　　　　　　　

荒尾　　　　　　　　

大牟田市　　　　　　

井川口　　　　　　　

磯町　　　　　　　　

一紡　　　　　　　　

永方　　　　　　　　
駅通　　　　　　　　

下赤田　　　　　　　

開　　　　　　　　　

貝塚　　　　　　　　

葛輪　　　　　　　　

樺下　　　　　　　　

宮ノ町　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

宮内出目西　　　　　

宮内出目東　　　　　

牛水下　　　　　　　

牛水上　　　　　　　

牛水中　　　　　　　

境崎東　　　　　　　

月田　　　　　　　　

建浜　　　　　　　　

古庄原　　　　　　　

古城　　　　　　　　

菰屋南　　　　　　　

菰屋北　　　　　　　

向一部　　　　　　　

向野　　　　　　　　

向野北　　　　　　　

向陽台　　　　　　　

荒神町　　　　　　　

荒尾大谷　　　　　　

今寺　　　　　　　　

今町　　　　　　　　

山浦町　　　　　　　

市屋　　　　　　　　

住吉町　　　　　　　
宿　　　　　　　　　

出町　　　　　　　　

助丸　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

松原町　　　　　　　

上井手下　　　　　　

上小路　　　　　　　

上赤田　　　　　　　

新山　　　　　　　　

新生　　　　　　　　

新生西　　　　　　　

新大和　　　　　　　

新町　　　　　　　　

深瀬ヶ丘　　　　　　

水島　　　　　　　　

赤崎　　　　　　　　

川後田　　　　　　　

川登下　　　　　　　
川登中　　　　　　　

川北　　　　　　　　

打越　　　　　　　　

岱洋西　　　　　　　

岱洋中　　　　　　　

岱洋東　　　　　　　

大島下　　　　　　　

大東　　　　　　　　

大明神　　　　　　　

中一部　　　　　　　

中央東　　　　　　　

中増永　　　　　　　

朝日　　　　　　　　

朝日ヶ丘　　　　　　 田倉　　　　　　　　

唐池　　　　　　　　

東宮内　　　　　　　

南増永　　　　　　　

府本下　　　　　　　

普源寺　　　　　　　

平井大谷　　　　　　

平原　　　　　　　　

宝町　　　　　　　　

北増永　　　　　　　

万田中　　　　　　　

万田東　　　　　　　

野原南　　　　　　　

野原北　　　　　　　

野中　　　　　　　　

有明城　　　　　　　

揚増永　　　　　　　

永塩　　　　　　　　

下井手　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

宮野　　　　　　　　

桜山町（三）　　　　
桜山町（四）　　　　

桜山町（二）　　　　

折崎　　　　　　　　

増永　　　　　　　　

大正町（一）　　　　

大島町　　　　　　　

大島町（四）　　　　

大平町　　　　　　　

長洲　　　　　　　　

日の出町　　　　　　

梅田　　　　　　　　

八幡台（一）　　　　

八幡台（三）　　　　

八幡台（四）　　　　

八幡台（二）　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　

緑ヶ丘（五）　　　　

緑ヶ丘（三）　　　　

甲根　　　　　　　　 上井手上　　　　　　
倉掛　　　　　　　　倉懸西　　　　　　　

倉懸東　　　　　　　
妙見　　　　　　　　

西原町（三）　　　　

荒尾市役所　　　　　

長洲町役場　　　　　

荒尾駅　　　　　　　

南荒尾駅　　　　　　

長洲駅　　　　　　　

荒尾警察署
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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▲



大川内　　　　　　　

米田　　　　　　　　
丸山　　　　　　　　

▲ 鏡山　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

葛俣　　　　　　　　

▲ 大関山　　　　　　　

尾奈古　　　　　　　

古北　　　　　　　　

古道　　　　　　　　

古石　　　　　　　　

古南　　　　　　　　

大川　　　　　　　　

黒田　　　　　　　　

岳本　　　　　　　　

上久ノ川　　　　　　

荷床　　　　　　　　

一渡瀬　　　　　　　

寒川　　　　　　　　

間細工　　　　　　　

熊ヶ倉　　　　　　　

寺床　　　　　　　　

上小場　　　　　　　

杉園　　　　　　　　

石間伏　　　　　　　

大鋸ノ俣　　　　　　

大南　　　　　　　　

暖谷　　　　　　　　

中小場　　　　　　　

中渡　　　　　　　　

長崎　　　　　　　　鳥屋尾　　　　　　　

陳越　　　　　　　　

泥泪　　　　　　　　

日の口　　　　　　　

百木　　　　　　　　

柳平　　　　　　　　

楮ヶ迫　　　　　　　

松生　　　　　　　　

大東　　　　　　　　

城迫　　　　　　　　
田代　　　　　　　　

馬出野　　　　　　　

芦北町　　　　　　　

佐敷太郎峠　　　　　

伏木氏　　　　　　　
立川　　　　　　　　

吉尾　　　　　　　　

大尼田　　　　　　　

屋敷野　　　　　　　

宮浦　　　　　　　　

花岡北　　　　　　　

道川内　　　　　　　

白岩　　　　　　　　

佐敷　　　　　　　　

湯浦　　　　　　　　

牛淵　　　　　　　　

佐敷川　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

塩浸　　　　　　　　

天月　　　　　　　　

漆川内　　　　　　　
告　　　　　　　　　

市野瀬　　　　　　　

祝坂　　　　　　　　

桑沢見　　　　　　　

大野　　　　　　　　

庵の山　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

田川　　　　　　　　宮崎　　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

大坂間　　　　　　　

球磨村　　　　　　　
九州新幹線　　　　　

芦北ＩＣ　　　　　　

大迫　　　　　　　　

湯町　　　　　　　　

榎川内　　　　　　　

岡井　　　　　　　　

花岡西　　　　　　　

花岡東　　　　　　　

賀倉　　　　　　　　

寒気　　　　　　　　

五本松　　　　　　　

市居原　　　　　　　

寺川内　　　　　　　

蔀　　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

松崎　　　　　　　　

松本　　　　　　　　

松野　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

川内　　　　　　　　

鶴掛　　　　　　　　

湯治　　　　　　　　

木屋角　　　　　　　

友田　　　　　　　　

栫　　　　　　　　　

乙千屋　　　　　　　

下白木　　　　　　　

鎌瀬　　　　　　　　

才木　　　　　　　　

漆口　　　　　　　　

小口　　　　　　　　

上告　　　　　　　　

上白木　　　　　　　

中告　　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

白石　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

平沢津　　　　　　　

箙瀬　　　　　　　　

伊高瀬　　　　　　　

湯浦駅　　　　　　　

吉尾駅　　　　　　　

白石駅　　　　　　　

球泉洞駅　　　　　　

中神　　　　　　　　

遠原　　　　　　　　

俣口　　　　　　　　

湯の原　　　　　　　
千津　　　　　　　　

三ヶ浦　　　　　　　

松谷　　　　　　　　

那良川　　　　　　　
茂田　　　　　　　　

黄檗　　　　　　　　

日隠　　　　　　　　

中津　　　　　　　　

中屋　　　　　　　　

那良口　　　　　　　

大無田　　　　　　　

鵜口　　　　　　　　

水篠　　　　　　　　
▲ 高尾山　　　　　　　

球磨　　　　　　　　

上原田　　　　　　　

下原田　　　　　　　

下林　　　　　　　　

温泉町　　　　　　　

大柿　　　　　　　　

薩摩瀬　　　　　　　

下戸越　　　　　　　

上戸越　　　　　　　

下永野　　　　　　　

牧の内　　　　　　　

丸岩　　　　　　　　

鹿目　　　　　　　　

茶原　　　　　　　　

肥薩線　　　　　　　

井出の口　　　　　　

瓜生田　　　　　　　

牛塚　　　　　　　　

橋詰　　　　　　　　

荒毛　　　　　　　　

嵯峨里　　　　　　　

鹿目町　　　　　　　

舟戸　　　　　　　　

小柿　　　　　　　　

松舟　　　　　　　　

菖蒲　　　　　　　　

城本　　　　　　　　

西門　　　　　　　　

草津　　　　　　　　

大久保　　　　　　　

段　　　　　　　　　

段山　　　　　　　　

地下　　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

吐合　　　　　　　　

那良　　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

峰　　　　　　　　　
堀　　　　　　　　　

毎床　　　　　　　　

野々原　　　　　　　

柳詰　　　　　　　　

井ノ口町　　　　　　

一勝地　　　　　　　

下永野町　　　　　　

下原田町　　　　　　

下戸越町　　　　　　

下薩摩瀬町　　　　　

下城本町　　　　　　

下林町　　　　　　　

合ノ原町　　　　　　

上戸越町　　　　　　

上薩摩瀬町　　　　　

上林町　　　　　　　

相良町　　　　　　　

中神町　　　　　　　

中林町　　　　　　　

下ノ段　　　　　　　
池の下　　　　　　　 馬草野　　　　　　　

上原田町　　　　　　

球磨村役場　　　　　

一勝地駅　　　　　　

那良口駅　　　　　　

渡駅　　　　　　　　

西人吉駅　　　　　　

山江村　　　　　　　

内布　　　　　　　　

糸原　　　　　　　　

▲ 丸尾山　　　　　　　

浦野　　　　　　　　

沢見　　　　　　　　

蔵谷　　　　　　　　

高沢　　　　　　　　

神瀬　　　　　　　　

永椎　　　　　　　　

▲ 杣鼻山　　　　　　　

横井　　　　　　　　

▲ 秋払山　　　　　　　 大槻　　　　　　　　
▲ 白岩山　　　　　　　

▲ 照岳　　　　　　　　

九州自動車道　　　　

小谷　　　　　　　　

葛　　　　　　　　　

向淋　　　　　　　　

坂口　　　　　　　　

四蔵　　　　　　　　

日当　　　　　　　　

馬氷　　　　　　　　

板崎　　　　　　　　
尾曲　　　　　　　　

淋　　　　　　　　　

蕨谷　　　　　　　　

渡　　　　　　　　　

万江乙　　　　　　　

万江甲　　　　　　　

白岳　　　　　　　　

15
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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▲



松ノ鶴　　　　　　　

洲口　　　　　　　　

下大野　　　　　　　

野田崎　　　　　　　

二見　　　　　　　　本町　　　　　　　　

二見川　　　　　　　

赤松　　　　　　　　

赤松太郎峠　　　　　

鷹河内　　　　　　　

井牟田　　　　　　　

波多島　　　　　　　

小田浦　　　　　　　

横居木　　　　　　　

永谷　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

大岩　　　　　　　　

海路　　　　　　　　

上原　　　　　　　　

上蔀　　　　　　　　

鶴喰　　　　　　　　

久多良木　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

田浦ＩＣ　　　　　　

志水　　　　　　　　

杉迫　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

越猪　　　　　　　　

下井牟田　　　　　　

下永谷　　　　　　　

下里　　　　　　　　

梶原　　　　　　　　

岩屋川内　　　　　　

岩谷平　　　　　　　

鬼丸　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

桑川内　　　　　　　

古城　　　　　　　　
向　　　　　　　　　

今村　　　　　　　　

才野　　　　　　　　

寺前瀬　　　　　　　

小伏木　　　　　　　

小藪　　　　　　　　

松田　　　　　　　　

上井牟田　　　　　　

上区　　　　　　　　

神の迫　　　　　　　

陣之内　　　　　　　

水道　　　　　　　　

西区　　　　　　　　

石丸　　　　　　　　

船江　　　　　　　　

前川内　　　　　　　

大木場　　　　　　　

大門瀬　　　　　　　

中園　　　　　　　　

中区　　　　　　　　

中道　　　　　　　　

中畑　　　　　　　　

町裏　　　　　　　　

田子崎　　　　　　　

渡瀬　　　　　　　　

東区　　　　　　　　

道の平　　　　　　　

銅山　　　　　　　　

南　　　　　　　　　

馬越　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

八幡ノ上　　　　　　

板持　　　　　　　　

板練　　　　　　　　

本川内　　　　　　　

椋野　　　　　　　　

野稲田　　　　　　　

脇ノ迫　　　　　　　

坂本町百済来上　　　

田浦　　　　　　　　

田浦町　　　　　　　

二見下大野町　　　　

二見赤松町　　　　　

二見本町　　　　　　

二見野田崎町　　　　

下鶴　　　　　　　　上鶴　　　　　　　　

海路駅　　　　　　　

肥後二見駅　　　　　

上田浦駅　　　　　　

肥後田浦駅　　　　　

たのうら御立岬公園駅

平山新　　　　　　　

催合　　　　　　　　

鹿児島街道　　　　　

大築島　　　　　　　

小築島　　　　　　　

北平和　　　　　　　

南平和　　　　　　　

三江湖　　　　　　　

鼠蔵　　　　　　　　

葭牟田　　　　　　　

球磨川　　　　　　　

前川　　　　　　　　

麦島　　　　　　　　

高下　　　　　　　　

植柳下　　　　　　　

水島　　　　　　　　

揚町　　　　　　　　

新開　　　　　　　　大坪　　　　　　　　
敷川内　　　　　　　

竹之内　　　　　　　

日奈久　　　　　　　

南川　　　　　　　　

日奈久ＩＣ　　　　　

八代南ＩＣ　　　　　

南九州西回り自動車道

白島　　　　　　　　

迎町　　　　　　　　迎町（一）　　　　　

古城町　　　　　　　

高下西町　　　　　　
高下東町　　　　　　

高植本町　　　　　　

催合町　　　　　　　

三江湖町　　　　　　

植柳下町　　　　　　

植柳元町　　　　　　

植柳上町　　　　　　
植柳新町（一）　　　

植柳新町（二）　　　

水島町　　　　　　　

千反町（一）　　　　
千反町（二）　　　　

栴壇町　　　　　　　

鼠蔵町　　　　　　　

大福寺町　　　　　　

渡町　　　　　　　　

奈良木町　　　　　　
南平和町　　　　　　

二見洲口町　　　　　

日奈久塩南町　　　　

日奈久塩北町　　　　

日奈久下西町　　　　

日奈久山下町　　　　

日奈久上西町　　　　

日奈久新開町　　　　

日奈久新田町　　　　

日奈久大坪町　　　　

日奈久竹之内町　　　

日奈久中町　　　　　

日奈久馬越町　　　　

日奈久浜町　　　　　

日奈久平成町　　　　

麦島西町　　　　　　
麦島東町　　　　　　

敷川内町　　　　　　

平山新町　　　　　　

豊原下町　　　　　　

豊原中町　　　　　　

北平和町　　　　　　

本野町　　　　　　　

葭牟田町　　　　　　

タ葉町　　　　　　　
迎町（二）　　　　　中北町　　　　　　　

萩原町　　　　　　　弥生町　　　　　　　

肥後高田駅　　　　　

日奈久温泉駅　　　　

高田辺　　　　　　　

楮木　　　　　　　　

川島　　　　　　　　
水無　　　　　　　　

熊の原　　　　　　　

国見峠　　　　　　　

破木　　　　　　　　

田上　　　　　　　　

瀬戸石　　　　　　　

川岳　　　　　　　　

三坂　　　　　　　　

中津道　　　　　　　

横様　　　　　　　　

市ノ俣　　　　　　　

▲ 国見山　　　　　　　

肥後峠　　　　　　　

枳之俣　　　　　　　

川原谷　　　　　　　

鮎帰　　　　　　　　

海路迫　　　　　　　

下鎌瀬　　　　　　　

下葉木　　　　　　　

合子俣　　　　　　　

女原　　　　　　　　

上鎌瀬　　　　　　　

上葉木　　　　　　　

水無出口　　　　　　

西鎌瀬　　　　　　　

責　　　　　　　　　

多武除　　　　　　　

与奈久　　　　　　　

坂本町鮎帰ほ　　　　

坂本町川嶽　　　　　

瀬戸石駅　　　　　　

鎌瀬駅　　　　　　　

葉木駅　　　　　　　

古麓　　　　　　　　

年神　　　　　　　　

▲ 八峰山　　　　　　　

▲ 八丁山　　　　　　　

内谷　　　　　　　　

九折　　　　　　　　

岳　　　　　　　　　

西部　　　　　　　　

古田　　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

▲ 八竜山　　　　　　　

原女木　　　　　　　

木々子　　　　　　　

合志野　　　　　　　

渋利　　　　　　　　

荒瀬　　　　　　　　

藤本　　　　　　　　

葉木　　　　　　　　

八代ＪＣＴ　　　　　

豊原上町　　　　　　

衣領　　　　　　　　

稲入　　　　　　　　

横石　　　　　　　　

下今泉　　　　　　　
下深水　　　　　　　

下代瀬　　　　　　　

下片岩　　　　　　　

袈裟堂　　　　　　　

佐瀬野　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

小崎　　　　　　　　
小崎辻　　　　　　　

小川　　　　　　　　上今泉　　　　　　　
上深水　　　　　　　

上片岩　　　　　　　

生名子　　　　　　　

川口　　　　　　　　

早水　　　　　　　　

中谷川口　　　　　　

辻　　　　　　　　　

登俣　　　　　　　　

日光　　　　　　　　

日田地　　　　　　　

馬廻　　　　　　　　

板ノ平　　　　　　　

坊ノ木場　　　　　　

油谷　　　　　　　　

古麓町　　　　　　　

坂本町鮎帰い　　　　

坂本町鮎帰に　　　　

坂本町鮎帰は　　　　坂本町鮎帰ろ　　　　

坂本町坂本　　　　　

坂本町深水い　　　　

坂本町深水は　　　　

坂本町深水ろ　　　　

坂本町西部い　　　　

坂本町西部は　　　　

坂本町西部ろ　　　　

坂本町中谷い　　　　
坂本町中谷は　　　　

坂本町中谷ろ　　　　

妙見町　　　　　　　

川床　　　　　　　　宮地町　　　　　　　
西宮町　　　　　　　

坂本駅　　　　　　　

段駅　　　　　　　　
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



大島　　　　　　　　
水無川　　　　　　　

昭和同仁　　　　　　

大鞘川　　　　　　　

昭和日進　　　　　　

十二番　　　　　　　

古閑浜　　　　　　　

井揚町　　　　　　　郡築　　　　　　　　

沖町　　　　　　　　

一番　　　　　　　　

新浜　　　　　　　　

八代　　　　　　　　

海士江　　　　　　　

古閑出　　　　　　　

北新地　　　　　　　

六組　　　　　　　　

旭中央通　　　　　　

井揚団地　　　　　　

一組　　　　　　　　

会地　　　　　　　　

会通　　　　　　　　

共栄　　　　　　　　

恵比須　　　　　　　

古閑下団地　　　　　

五組　　　　　　　　

港区　　　　　　　　

三組　　　　　　　　

産島　　　　　　　　

四組　　　　　　　　

四番割　　　　　　　

十三番割　　　　　　

西牟田下組　　　　　

西牟田上組　　　　　

二の丸新地　　　　　

二組　　　　　　　　

日進　　　　　　　　

八代新地　　　　　　

瓢箪廻　　　　　　　

養生　　　　　　　　

永碇町　　　　　　　

塩屋町　　　　　　　

横手新町　　　　　　

横手町　　　　　　　

横手本町　　　　　　

海士江町　　　　　　

興国町　　　　　　　

郡築一番町　　　　　

郡築九番町　　　　　

郡築五番町　　　　　

郡築三番町　　　　　

郡築四番町　　　　　

郡築七番町　　　　　

郡築十一番町　　　　

郡築十二番町　　　　

郡築十番町　　　　　

郡築二番町　　　　　

郡築八番町　　　　　

郡築六番町　　　　　

古閑下町　　　　　　

古閑上町　　　　　　

古閑中町　　　　　　

古閑浜町　　　　　　

高小原町　　　　　　

高島町　　　　　　　

三楽町　　　　　　　

蛇篭町　　　　　　　 若草町　　　　　　　

出町　　　　　　　　

昭和同仁町　　　　　

昭和日進町　　　　　

昭和明徴町　　　　　

松江城町　　　　　　

松江町　　　　　　　
松江本町　　　　　　

松崎町　　　　　　　

上野町　　　　　　　

新開町　　　　　　　

新港町（一）　　　　

新港町（三）　　　　

新港町（四）　　　　

新港町（二）　　　　

新地町　　　　　　　

新浜町　　　　　　　

清水町　　　　　　　

西松江城町　　　　　
袋町　　　　　　　　

大手町（一）　　　　

大手町（二）　　　　

大村町　　　　　　　

大島町　　　　　　　

鷹辻町　　　　　　　

築添町　　　　　　　

通町　　　　　　　　

田中西町　　　　　　

田中町　　　　　　　
田中東町　　　　　　

田中北町　　　　　　

日置町　　　　　　　

萩原（二）　　　　　
八幡町　　　　　　　

毘舎丸町　　　　　　北の丸町　　　　　　

本町（一）　　　　　本町（三）　　　　　
本町（四）　　　　　

本町（二）　　　　　

八代市役所　　　　　

八代駅　　　　　　　

宇城市　　　　　　　

戸馳島　　　　　　　

金桁　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

石打　　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

前越　　　　　　　　

古場　　　　　　　　

手場　　　　　　　　
大口　　　　　　　　

大見　　　　　　　　

松合　　　　　　　　

永尾　　　　　　　　

綱引　　　　　　　　

▲ 大岳　　　　　　　　

上網田　　　　　　　

下網田　　　　　　　

赤瀬　　　　　　　　

宇土市　　　　　　　

三角町中村　　　　　

於呂口　　　　　　　

下本庄　　　　　　　
救の浦　　　　　　　

御興来　　　　　　　
黒の谷　　　　　　　

山州　　　　　　　　

勝負迫　　　　　　　

上床　　　　　　　　

上中村　　　　　　　

上底江　　　　　　　

上本庄　　　　　　　

新出　　　　　　　　

赤瀬松山　　　　　　

赤瀬本村　　　　　　

千房　　　　　　　　

打越　　　　　　　　

中河原　　　　　　　

底江　　　　　　　　

米の口　　　　　　　

辺田目　　　　　　　

矢崎　　　　　　　　

里浦　　　　　　　　

三角町郡浦　　　　　

三角町里浦　　　　　

赤瀬町　　　　　　　

下戸田　　　　　　　寺登　　　　　　　　
中登　　　　　　　　

下網田町　　　　　　上網田町　　　　　　

赤瀬駅　　　　　　　

網田駅　　　　　　　

石打ダム駅　　　　　

島田　　　　　　　　

西片　　　　　　　　八代ＩＣ　　　　　　

上片　　　　　　　　

川田　　　　　　　　

朴の木　　　　　　　

▲ 竜峰山　　　　　　　

岡町　　　　　　　　

太牟田　　　　　　　

吉王丸　　　　　　　

新牟田　　　　　　　

大還　　　　　　　　

北出　　　　　　　　

外出　　　　　　　　

貝洲　　　　　　　　

糀原　　　　　　　　

三番割　　　　　　　芝口　　　　　　　　

宝出　　　　　　　　
内田　　　　　　　　

有佐　　　　　　　　

立神　　　　　　　　

早尾　　　　　　　　

内ノ木場　　　　　　

箱石　　　　　　　　

河俣　　　　　　　　

黒淵　　　　　　　　

本山　　　　　　　　

高野道　　　　　　　

下高塚　　　　　　　

鹿児島本線　　　　　

島地　　　　　　　　

氷川　　　　　　　　

柳の江　　　　　　　

稲川　　　　　　　　

蓮仏　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

大鞘　　　　　　　　

鏡町塩浜　　　　　　

竹原町　　　　　　　

宇城氷川スマートＩＣ

一才鳥　　　　　　　

一番組　　　　　　　

引上　　　　　　　　

榎町　　　　　　　　

横江　　　　　　　　

下外牟田　　　　　　

下宮　　　　　　　　

下鹿島　　　　　　　

火の口　　　　　　　

花岡　　　　　　　　

廻　　　　　　　　　

館原　　　　　　　　

宮原栄久　　　　　　

境尾　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

五反田　　　　　　　

御倉　　　　　　　　

江向　　　　　　　　

高月　　　　　　　　

今寺　　　　　　　　

差野　　　　　　　　

坂谷　　　　　　　　

三番組　　　　　　　

種山　　　　　　　　

重見　　　　　　　　

出春　　　　　　　　

小園　　　　　　　　

小川西　　　　　　　

小田割　　　　　　　
小路　　　　　　　　

上外牟田　　　　　　

上高塚　　　　　　　

上鹿島　　　　　　　

上新田　　　　　　　

上土　　　　　　　　

新村　　　　　　　　

新里　　　　　　　　

杉ノ本　　　　　　　

清泉　　　　　　　　

西原　　　　　　　　

西上宮　　　　　　　

西野津　　　　　　　

石原　　　　　　　　

赤山　　　　　　　　

千反　　　　　　　　

川開　　　　　　　　

早瀬　　　　　　　　

早迫　　　　　　　　

太牟田塘　　　　　　

滝方　　　　　　　　

中次団地　　　　　　

中鹿島　　　　　　　

中新地　　　　　　　

中大野　　　　　　　

柱山　　　　　　　　
鳥越　　　　　　　　

津口　　　　　　　　

椎屋　　　　　　　　

鶴下　　　　　　　　

鶴上　　　　　　　　

鶴中　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

東上宮　　　　　　　

東牟田　　　　　　　

南吉王丸　　　　　　

二番組　　　　　　　

日岳町　　　　　　　

反甫　　　　　　　　 樋渡　　　　　　　　

琵琶古閑　　　　　　

美生　　　　　　　　

表南小川　　　　　　

浜牟田　　　　　　　

腹巻田　　　　　　　

平島　　　　　　　　

法道寺　　　　　　　

豊の内　　　　　　　

坊屋敷　　　　　　　

北吉王丸　　　　　　

北川　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

北野津　　　　　　　

本村　　　　　　　　

裏鶴　　　　　　　　

嫐迫　　　　　　　　

楫屋林　　　　　　　

鮟鱇　　　　　　　　

井上町　　　　　　　

岡町小路　　　　　　

岡町谷川　　　　　　

岡町中　　　　　　　

河原　　　　　　　　

吉本　　　　　　　　

宮原　　　　　　　　

興善寺町　　　　　　

鏡町下有佐　　　　　

鏡町鏡　　　　　　　鏡町鏡村　　　　　　

鏡町上鏡　　　　　　

鏡町両出　　　　　　

高塚　　　　　　　　

今　　　　　　　　　

小川町東小川　　　　

上日置町　　　　　　
上片町　　　　　　　

西片町　　　　　　　

川田町西　　　　　　
川田町東　　　　　　

中片町　　　　　　　

長田町　　　　　　　

島田町　　　　　　　

東片町　　　　　　　

福正元町　　　　　　
福正町　　　　　　　

野津　　　　　　　　

井手口　　　　　　　

下新田　　　　　　　

四丁間　　　　　　　
納野　　　　　　　　

蛭子町　　　　　　　
小川町南小川　　　　

氷川町役場　　　　　

有佐駅　　　　　　　

千丁駅　　　　　　　

新八代駅　　　　　　

熊本市　　　　　　　

氷川町　　　　　　　

薬師堂　　　　　　　

浦上　　　　　　　　

鴨篭　　　　　　　　

亀松　　　　　　　　

高良　　　　　　　　

小曽部　　　　　　　

柏原　　　　　　　　

野崎　　　　　　　　
鹿野　　　　　　　　

沖塘　　　　　　　　
網道　　　　　　　　

出村　　　　　　　　

江頭　　　　　　　　

砂川　　　　　　　　

西海東　　　　　　　

南部田　　　　　　　

河江　　　　　　　　

中小野　　　　　　　

北部田　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

下郷　　　　　　　　

寺村　　　　　　　　

鐙が鼻　　　　　　　

古保山　　　　　　　

曲野　　　　　　　　

木浦田　　　　　　　

松橋ＩＣ　　　　　　

久具　　　　　　　　

宇城　　　　　　　　

豊崎　　　　　　　　

御船　　　　　　　　

砂川　　　　　　　　

南豊崎　　　　　　　

両仲間　　　　　　　

豊福　　　　　　　　

南区　　　　　　　　

囲　　　　　　　　　

一里木　　　　　　　

宇土割　　　　　　　

塩屋浦　　　　　　　

岡岳　　　　　　　　

下久具　　　　　　　

下砂川　　　　　　　

下住吉　　　　　　　

仮屋平　　　　　　　

歌の島　　　　　　　

亀崎　　　　　　　　

亀尾　　　　　　　　

宮の下　　　　　　　

桂原　　　　　　　　

弦巻　　　　　　　　

古場田　　　　　　　

袴田　　　　　　　　

向久原　　　　　　　

耕地　　　　　　　　

今新地　　　　　　　

砂原　　　　　　　　

堺丸　　　　　　　　

三ツ丸　　　　　　　

朱斗　　　　　　　　

十五社　　　　　　　

出店　　　　　　　　

小川本村　　　　　　

小倉　　　　　　　　

小伝寺　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

上久具　　　　　　　

上砂川　　　　　　　

上住吉　　　　　　　

仁連木　　　　　　　

陣　　　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

西網道　　　　　　　

請　　　　　　　　　

川尻　　　　　　　　

大鳥　　　　　　　　

大野橋　　　　　　　

谷口　　　　　　　　

稚児渕　　　　　　　

竹崎下　　　　　　　
竹崎上　　　　　　　

中網道　　　　　　　

仲之江　　　　　　　

長伝寺　　　　　　　

塚原　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

東網道　　　　　　　

当尾原　　　　　　　

徳助　　　　　　　　

南鹿野　　　　　　　

南出村　　　　　　　

南田　　　　　　　　 南萩尾　　　　　　　

楠の尾　　　　　　　

日岳　　　　　　　　

八枚戸　　　　　　　

部田　　　　　　　　

法華寺　　　　　　　

豊福団地　　　　　　

北　　　　　　　　　

北鹿野　　　　　　　

北出村　　　　　　　

北萩尾　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

立田　　　　　　　　

両仲間団地　　　　　

辨天　　　　　　　　

若洲　　　　　　　　

小川町小川　　　　　

小川町新田出　　　　

小川町西北小川　　　

小川町川尻　　　　　

小川町南小野　　　　

小川町南新田　　　　

小川町不知火　　　　

小川町北小野　　　　

小川町北新田　　　　

松橋町浦川内　　　　

松橋町松橋　　　　　

松橋町西下郷　　　　

松橋町浅川　　　　　

松橋町大野　　　　　

松橋町東松崎　　　　

松橋町萩尾　　　　　

不知火町御領　　　　

豊野町上郷　　　　　

椋倉　　　　　　　　

垣内　　　　　　　　
城南町　　　　　　　

宇城市役所　　　　　

松橋駅　　　　　　　

小川駅　　　　　　　

八代警察署

宇城警察署
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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▲



宇土市　　　　　　　

乙畠口　　　　　　　

海路口　　　　　　　

弐拾　　　　　　　　
学料　　　　　　　　

緑川　　　　　　　　

網津　　　　　　　　

割井川　　　　　　　

網引　　　　　　　　

三角線　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

上網田　　　　　　　

下網田　　　　　　　

旭　　　　　　　　　

引の花　　　　　　　

浦小松　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

笠瓜　　　　　　　　

笠岩　　　　　　　　

潟　　　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

後藤　　　　　　　　

三丁　　　　　　　　

小舟　　　　　　　　

小部田　　　　　　　

城塚　　　　　　　　

新地　　　　　　　　

清辻　　　　　　　　

西中村　　　　　　　

切所　　　　　　　　

扇谷　　　　　　　　

猪伏　　　　　　　　

長部田　　　　　　　

直築　　　　　　　　

東中村　　　　　　　

馬門　　　　　　　　

馬立　　　　　　　　

梅咲　　　　　　　　

白鹿　　　　　　　　

浜通　　　　　　　　

網津本村　　　　　　

鮟鱇　　　　　　　　

宮庄町　　　　　　　

戸口町　　　　　　　

城塚町　　　　　　　

長浜町　　　　　　　

網引町　　　　　　　

網津町　　　　　　　

益城　　　　　　　　

沖新　　　　　　　　

鯨油　　　　　　　　

御郡　　　　　　　　

二の丸　　　　　　　

海路口町　　　　　　

住吉駅　　　　　　　

肥後長浜駅　　　　　

近津　　　　　　　　

長崎鼻　　　　　　　

河内　　　　　　　　

河内川　　　　　　　

要江　　　　　　　　

甲北　　　　　　　　

梅洞　　　　　　　　

坪井川　　　　　　　

白川　　　　　　　　

高砂　　　　　　　　

二番　　　　　　　　

温泉　　　　　　　　

葛山　　　　　　　　

三番　　　　　　　　

四番　　　　　　　　

小森　　　　　　　　

須原　　　　　　　　

清田　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

中川内　　　　　　　

湯ノ谷　　　　　　　

百貫石　　　　　　　

鰐洞　　　　　　　　

沖新町　　　　　　　

小島下町　　　　　　

松尾町上松尾　　　　

畠口町　　　　　　　

聖ヶ塔　　　　　　　

野出西下　　　　　　

東走　　　　　　　　

北走　　　　　　　　

護藤　　　　　　　　

銭塘　　　　　　　　

天明　　　　　　　　

奥古閑　　　　　　　

川口　　　　　　　　

中沖　　　　　　　　

美登里　　　　　　　

中無田　　　　　　　

白藤　　　　　　　　

川尻　　　　　　　　
加勢川　　　　　　　

木部　　　　　　　　

下仲間　　　　　　　

鯰　　　　　　　　　

滝川原　　　　　　　

千原　　　　　　　　

永　　　　　　　　　

高　　　　　　　　　

赤見　　　　　　　　

碇　　　　　　　　　

隈庄　　　　　　　　

下宮地　　　　　　　

沈目　　　　　　　　

東阿高　　　　　　　

床並　　　　　　　　

南藤山　　　　　　　

部田目　　　　　　　

花園　　　　　　　　

岩古曽　　　　　　　

古保里　　　　　　　

善道寺　　　　　　　

神馬　　　　　　　　

神合　　　　　　　　

宮庄　　　　　　　　

東塚　　　　　　　　

走潟　　　　　　　　

宇土　　　　　　　　

野鶴　　　　　　　　

西走　　　　　　　　

莎崎　　　　　　　　

硴江　　　　　　　　

国町　　　　　　　　

小岩瀬　　　　　　　

廻江　　　　　　　　

新　　　　　　　　　

南田尻　　　　　　　

木原　　　　　　　　

宇城市　　　　　　　

古新地　　　　　　　

採ろう司　　　　　　

弐拾町　　　　　　　

南区　　　　　　　　

伊津野　　　　　　　

一ッ橋　　　　　　　

下松山　　　　　　　

下新開　　　　　　　

海ノ平　　　　　　　

岩熊　　　　　　　　

恵里　　　　　　　　

御庫床　　　　　　　

御領橋　　　　　　　

江部　　　　　　　　

三ケ　　　　　　　　

三拾　　　　　　　　

三蔵　　　　　　　　

三日　　　　　　　　

庄久　　　　　　　　

上松山　　　　　　　

上新開　　　　　　　

神原　　　　　　　　

神山　　　　　　　　

西走下　　　　　　　西走上　　　　　　　

曽畑　　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

中橋　　　　　　　　

鶴見塚　　　　　　　

南走下　　　　　　　南走上　　　　　　　

馬之瀬　　　　　　　

飯塚　　　　　　　　

布古閑　　　　　　　

伊無田町　　　　　　

一里木町　　　　　　

浦田町　　　　　　　

花園台町　　　　　　

岩古曽町　　　　　　

境目町　　　　　　　

栗崎町　　　　　　　

恵塚町　　　　　　　

犬渕　　　　　　　　

古保里町　　　　　　

高柳町　　　　　　　

三拾町　　　　　　　

松山町　　　　　　　

上仲間　　　　　　　

新開町　　　　　　　

新小路町　　　　　　

新松原町　　　　　　

神合町　　　　　　　

神馬町　　　　　　　石橋町　　　　　　　

善道寺町　　　　　　

走潟町　　　　　　　

築籠町　　　　　　　

椿原町　　　　　　　

定府町　　　　　　　

南段原町　　　　　　入地町　　　　　　　

馬之瀬町　　　　　　

北段原町　　　　　　

門内町　　　　　　　

野鶴町　　　　　　　

立岡町　　　　　　　

阿高　　　　　　　　

惟重　　　　　　　　

井立　　　　　　　　

一の町　　　　　　　

一の尾　　　　　　　

鵜森　　　　　　　　

下沖　　　　　　　　

下掛　　　　　　　　

下護藤　　　　　　　

下碇　　　　　　　　

下内田　　　　　　　

海氏　　　　　　　　

角ノ倉　　　　　　　

萱木　　　　　　　　

五丁　　　　　　　　

五町　　　　　　　　

五反　　　　　　　　

御領　　　　　　　　

江中島　　　　　　　

今村　　　　　　　　

才木　　　　　　　　

三町　　　　　　　　

枝溝　　　　　　　　

鹿　　　　　　　　　

拾町　　　　　　　　

小木　　　　　　　　

庄古閑　　　　　　　

上沖　　　　　　　　

上掛　　　　　　　　

上宮地　　　　　　　

上碇　　　　　　　　

上内田　　　　　　　

西新開　　　　　　　

竹部　　　　　　　　

中下　　　　　　　　

中宮地　　　　　　　

中内田　　　　　　　

道古閑　　　　　　　

弐町　　　　　　　　

尾窪本村　　　　　　

尾窪野　　　　　　　

敷田　　　　　　　　

平木　　　　　　　　

方丈　　　　　　　　

本田　　　　　　　　
六町　　　　　　　　

六町新開　　　　　　

蓍町　　　　　　　　

奥古閑町　　　　　　

元三町（一）　　　　

元三町（五）　　　　

元三町（三）　　　　元三町（四）　　　　

元三町（二）　　　　

御幸木部（一）　　　

御幸木部（三）　　　

御幸木部（二）　　　

護藤町　　　　　　　

今吉野　　　　　　　

坂野　　　　　　　　

千町　　　　　　　　

川口町　　　　　　　

川尻（五）　　　　　

川尻（三）　　　　　
川尻（四）　　　　　

川尻（二）　　　　　

川尻（六）　　　　　

銭塘町　　　　　　　

丹生宮　　　　　　　

中無田町　　　　　　

内田町　　　　　　　

南高江（六）　　　　南高江町　　　　　　白藤（三）　　　　　

八幡（一）　　　　　

八幡（九）　　　　　

八幡（五）　　　　　

八幡（七）　　　　　
八幡（十）　　　　　八幡（十一）　　　　

八幡（八）　　　　　八幡（六）　　　　　

美登里町　　　　　　

富合町　　　　　　　

富合町榎津　　　　　

富合町古閑　　　　　

富合町菰江　　　　　

富合町御船手　　　　

富合町志々水　　　　

富合町釈迦堂　　　　

富合町上杉　　　　　

富合町杉島　　　　　

富合町清藤　　　　　

富合町西田尻　　　　

富合町田尻　　　　　

舞原　　　　　　　　

野田（一）　　　　　

野田（三）　　　　　

野田（二）　　　　　

上護藤　　　　　　　

正保　　　　　　　　

会富町　　　　　　　

御幸笛田（八）　　　南高江（五）　　　　南高江（四）　　　　南高江（二）　　　　
白石町　　　　　　　 白藤（一）　　　　　

白藤（四）　　　　　
白藤（二）　　　　　

八分字町　　　　　　
並建町　　　　　　　

城南スマートＩＣ　　

宇土市役所　　　　　

川尻駅　　　　　　　

宇土駅　　　　　　　緑川駅　　　　　　　

富合駅　　　　　　　

西無田　　　　　　　

熊本市　　　　　　　

面木　　　　　　　　
岳　　　　　　　　　

▲ 金峰山　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

中松尾　　　　　　　

上松尾　　　　　　　

楢崎　　　　　　　　

半田　　　　　　　　

城山　　　　　　　　

大塘　　　　　　　　

谷尾崎　　　　　　　

熊本電鉄菊池線　　　

万石　　　　　　　　

渡鹿　　　　　　　　

坪井　　　　　　　　

熊本城　　　　　　　

熊本　　　　　　　　

熊本駅　　　　　　　

田崎　　　　　　　　

水前寺公園　　　　　

水前寺　　　　　　　

江津　　　　　　　　

出水　　　　　　　　

所島　　　　　　　　

下無田　　　　　　　

良町　　　　　　　　

田井島　　　　　　　

笛田　　　　　　　　

近見　　　　　　　　

薄場　　　　　　　　

合志　　　　　　　　

砂原　　　　　　　　

飽田　　　　　　　　

並建　　　　　　　　甲畠口　　　　　　　

八分字　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

甲南　　　　　　　　

竹洞　　　　　　　　

西区　　　　　　　　

中央区　　　　　　　

下川床　　　　　　　

皆代　　　　　　　　

岳本村　　　　　　　

京町本丁　　　　　　

御幸　　　　　　　　
御馬出　　　　　　　

細工町　　　　　　　

十三　　　　　　　　

上川床　　　　　　　

新市街　　　　　　　辛島町　　　　　　　

大将陣一　　　　　　

大将陣三　　　　　　

大将陣二　　　　　　

中央街　　　　　　　

中須　　　　　　　　

椎倉　　　　　　　　

富塚　　　　　　　　

流通団地（一）　　　流通団地（二）　　　

横手（一）　　　　　

横手（五）　　　　　

横手（三）　　　　　

横手（四）　　　　　

横手（二）　　　　　

下江津（一）　　　　
下江津（五）　　　　

下江津（三）　　　　
下江津（四）　　　　

下江津（七）　　　　

下江津（二）　　　　

下江津（八）　　　　

下江津（六）　　　　

下通（二）　　　　　

花園（一）　　　　　

花園（五）　　　　　

花園（三）　　　　　

花園（四）　　　　　

花園（七）　　　　　

花園（六）　　　　　

花畑町　　　　　　　

画図町下江津　　　　

画図町重富　　　　　
画図町上無田　　　　

画図東（一）　　　　

刈草（一）　　　　　

刈草（三）　　　　　

刈草（二）　　　　　

京町（一）　　　　　

京町（二）　　　　　

琴平（一）　　　　　

琴平（二）　　　　　

琴平本町　　　　　　

近見（一）　　　　　

近見（九）　　　　　

近見（五）　　　　　

近見（三）　　　　　
近見（四）　　　　　

近見（七）　　　　　

近見（二）　　　　　

近見（八）　　　　　

近見（六）　　　　　

近見町　　　　　　　

九品寺（一）　　　　

九品寺（五）　　　　

九品寺（三）　　　　九品寺（四）　　　　

九品寺（六）　　　　

古京町　　　　　　　

古城町　　　　　　　

戸坂町　　　　　　　

湖東（一）　　　　　

湖東（三）　　　　　

湖東（二）　　　　　

御幸西（一）　　　　

御幸西（三）　　　　
御幸西（四）　　　　

御幸西（二）　　　　

御幸西無田町　　　　

御幸笛田（一）　　　

御幸笛田（五）　　　

御幸笛田（三）　　　
御幸笛田（四）　　　

御幸笛田（七）　　　

御幸笛田（二）　　　

御幸笛田（六）　　　

御幸笛田町　　　　　

幸田（一）　　　　　
幸田（二）　　　　　

江越（一）　　　　　

江越（二）　　　　　

江津（一）　　　　　

江津（三）　　　　　

江津（四）　　　　　

江津（二）　　　　　

荒尾（一）　　　　　

荒尾（三）　　　　　

荒尾（二）　　　　　

荒尾町　　　　　　　

高橋町　　　　　　　

合志（一）　　　　　
合志（三）　　　　　

合志（四）　　　　　
合志（二）　　　　　

国府（三）　　　　　

国府（四）　　　　　

国府（二）　　　　　

国府本町　　　　　　

黒髪（一）　　　　　
黒髪（五）　　　　　

黒髪（三）　　　　　

黒髪（四）　　　　　黒髪（七）　　　　　

黒髪（二）　　　　　
黒髪（六）　　　　　

砂原町　　　　　　　

子飼本町　　　　　　

室園町　　　　　　　

十禅寺（一）　　　　

十禅寺（二）　　　　

出水（一）　　　　　

出水（五）　　　　　

出水（三）　　　　　

出水（四）　　　　　

出水（七）　　　　　出水（八）　　　　　

出水（六）　　　　　

出仲間（一）　　　　
出仲間（九）　　　　

出仲間（五）　　　　

出仲間（三）　　　　

出仲間（四）　　　　

出仲間（七）　　　　

出仲間（八）　　　　

出仲間（六）　　　　

春日（一）　　　　　
春日（五）　　　　　

春日（三）　　　　　

春日（七）　　　　　

春日（二）　　　　　
春日（八）　　　　　

春日（六）　　　　　

小島上町　　　　　　小島中町　　　　　　

上ノ郷（一）　　　　
上ノ郷（二）　　　　

上熊本（二）　　　　

上高橋町　　　　　　

上水前寺（二）　　　

上通町　　　　　　　

上林町　　　　　　　

城山下代町　　　　　

城山上代町　　　　　
城山大塘町　　　　　

城山半田町　　　　　城山薬師町　　　　　

新屋敷（一）　　　　
新屋敷（三）　　　　

新屋敷（二）　　　　

新大江（三）　　　　

新大江（二）　　　　

新町（一）　　　　　新町（三）　　　　　

新町（四）　　　　　

新土河原（一）　　　
新土河原（二）　　　

新南部（一）　　　　

新南部（三）　　　　

神水（一）　　　　　

神水本町　　　　　　

水前寺（一）　　　　
水前寺（五）　　　　

水前寺（三）　　　　

水前寺（四）　　　　

水前寺（六）　　　　
水前寺公園　　　　　

菅原町　　　　　　　

世安町　　　　　　　

清水本町　　　　　　

千葉城町　　　　　　

孫代町　　　　　　　

打越町　　　　　　　

帯山（一）　　　　　

帯山（二）　　　　　

大江（一）　　　　　

大江（五）　　　　　

大江（三）　　　　　
大江（四）　　　　　

大江（二）　　　　　

大江（六）　　　　　

谷尾崎町　　　　　　

池亀町　　　　　　　

池上町　　　　　　　

池田（一）　　　　　

池田（四）　　　　　

池田（二）　　　　　

中原町　　　　　　　

中島町　　　　　　　

津浦町　　　　　　　

坪井（一）　　　　　

坪井（四）　　　　　

坪井（六）　　　　　

田井島（一）　　　　

田井島（三）　　　　

田井島（二）　　　　

田迎（一）　　　　　

田迎（五）　　　　　

田迎（三）　　　　　

田迎（四）　　　　　

田迎（二）　　　　　

田迎（六）　　　　　

田崎（一）　　　　　

田崎（三）　　　　　
田崎（二）　　　　　田崎町　　　　　　　田崎本町　　　　　　

渡鹿（一）　　　　　

渡鹿（九）　　　　　渡鹿（五）　　　　　

渡鹿（三）　　　　　
渡鹿（四）　　　　　

渡鹿（二）　　　　　

渡鹿（八）　　　　　

渡鹿（六）　　　　　

土河原町　　　　　　

島崎（一）　　　　　

島崎（五）　　　　　

島崎（三）　　　　　

島崎（四）　　　　　

島崎（七）　　　　　

島崎（二）　　　　　

島崎（六）　　　　　

島町（一）　　　　　

島町（五）　　　　　

島町（三）　　　　　
島町（四）　　　　　

島町（二）　　　　　

東子飼町　　　　　　

鳶町（一）　　　　　

鳶町（二）　　　　　

南熊本（一）　　　　

南熊本（三）　　　　

南高江（一）　　　　

南高江（三）　　　　

南千反畑町　　　　　

二本木（五）　　　　二本木（三）　　　　

二本木（四）　　　　

二本木（二）　　　　

日吉（一）　　　　　

日吉（二）　　　　　

馬渡（一）　　　　　

馬渡（二）　　　　　

萩原町　　　　　　　

白山（二）　　　　　

白藤（五）　　　　　

薄場（一）　　　　　

薄場（三）　　　　　

薄場（二）　　　　　

薄場町　　　　　　　

八王寺町　　　　　　

八島（一）　　　　　
八島（二）　　　　　

浜口町　　　　　　　

平成（一）　　　　　

平成（三）　　　　　

平成（二）　　　　　

平田（一）　　　　　平田（二）　　　　　

米屋町　　　　　　　

保田窪（一）　　　　
保田窪（二）　　　　

保田窪本町　　　　　

本山（一）　　　　　

本山（三）　　　　　本山（四）　　　　　

本山（二）　　　　　

本山町　　　　　　　

本荘（五）　　　　　

本荘（六）　　　　　

本荘町　　　　　　　

無田口町　　　　　　

野口（一）　　　　　

野口（三）　　　　　

野口（四）　　　　　

野口（二）　　　　　

野中（一）　　　　　
野中（三）　　　　　

野中（二）　　　　　

薬園町　　　　　　　

龍田陳内（一）　　　

良町（一）　　　　　

良町（五）　　　　　

良町（三）　　　　　良町（四）　　　　　

良町（二）　　　　　

練兵町　　　　　　　

蓮台寺（一）　　　　

蓮台寺（五）　　　　

蓮台寺（三）　　　　

蓮台寺（四）　　　　

蓮台寺（二）　　　　

壺川（一）　　　　　

壺川（二）　　　　　

高平（二）　　　　　

清水亀井町　　　　　

池田（三）　　　　　

龍田（三）　　　　　

花園ＩＣ　　　　　　

熊本県庁　　　　　　

熊本市役所　　　　　

北熊本駅　　　　　　

打越駅　　　　　　　

池田駅　　　　　　　

韓々坂駅　　　　　　

黒髪町駅　　　　　　

藤崎宮前駅　　　　　

上熊本駅　　　　　　

南熊本駅　　　　　　

水前寺駅　　　　　　

竜田口駅　　　　　　

熊本駅　　　　　　　

新水前寺駅　　　　　

崇城大学前駅　　　　

東海学園前駅　　　　

平成駅　　　　　　　

熊本駅　　　　　　　

西熊本駅　　　　　　

坪井川公園駅　　　　

熊本県警察本部

熊本南警察署

熊本中央警察署
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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▲



大野下　　　　　　　

鍋　　　　　　　　　

高道　　　　　　　　

大相　　　　　　　　

共和　　　　　　　　

清松　　　　　　　　
滑石　　　　　　　　

小浜　　　　　　　　

末広　　　　　　　　

烏帽子　　　　　　　

汐見　　　　　　　　

川島　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

伊倉北方　　　　　　

青野　　　　　　　　

中坂門田　　　　　　

原倉　　　　　　　　

有所　　　　　　　　

湯ノ浦　　　　　　　

呑崎　　　　　　　　

小天　　　　　　　　

唐人川　　　　　　　

部田見　　　　　　　

尾田　　　　　　　　

竹崎　　　　　　　　

栗之尾　　　　　　　

九番　　　　　　　　

明丑　　　　　　　　

十番　　　　　　　　

大開　　　　　　　　

大豊　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

▲ 熊ノ岳　　　　　　　

玉名市　　　　　　　

上鍋　　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

磯　　　　　　　　　

一本松　　　　　　　

横内　　　　　　　　

沖烏帽子　　　　　　

下　　　　　　　　　

下有所　　　　　　　

開野　　　　　　　　

外平　　　　　　　　

久島　　　　　　　　

京泊　　　　　　　　

境谷　　　　　　　　

琴平渡　　　　　　　

合田　　　　　　　　

晒　　　　　　　　　

受免　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

昭栄　　　　　　　　

上有所　　　　　　　
新栄　　　　　　　　

神崎　　　　　　　　

菅ノ谷　　　　　　　正法寺　　　　　　　

西川町　　　　　　　

西田端　　　　　　　

青野本村　　　　　　

斉藤　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

大栄　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中尾丸　　　　　　　

中北　　　　　　　　

長保　　　　　　　　

長葉　　　　　　　　

唐人町　　　　　　　

東田端　　　　　　　日ノ出　　　　　　　

八番　　　　　　　　

富新　　　　　　　　

部田見上　　　　　　

部田見中　　　　　　

米山　　　　　　　　

北横内　　　　　　　

明豊　　　　　　　　

立泉　　　　　　　　

伊倉南方　　　　　　

横島町横島　　　　　

横島町共栄　　　　　

小野尻　　　　　　　

千田川原　　　　　　

岱明町山下　　　　　

天水町野部田　　　　

天水町立花　　　　　

南坂門田　　　　　　

片諏訪　　　　　　　

北坂門田　　　　　　

焼野　　　　　　　　

天水湖　　　　　　　

南越　　　　　　　　

尾跡　　　　　　　　 野出西上　　　　　　

一本松団地　　　　　

下野口　　　　　　　

中土西　　　　　　　
中土東　　　　　　　

稲佐　　　　　　　　岱明町中土　　　　　

肥後伊倉駅　　　　　

平山　　　　　　　　

▲ 筒ヶ岳　　　　　　　

府本　　　　　　　　

海行原　　　　　　　

樺　　　　　　　　　

▲ 本善坊　　　　　　　

上　　　　　　　　　 安楽寺　　　　　　　

山部田　　　　　　　

上小田　　　　　　　

菊池川　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

玉名　　　　　　　　

築地　　　　　　　　

山田　　　　　　　　
立願寺　　　　　　　

石貫　　　　　　　　

溝上　　　　　　　　

箱谷　　　　　　　　

三ッ川　　　　　　　

▲ 観音岳　　　　　　　

上南田原　　　　　　

鬼王　　　　　　　　
内田　　　　　　　　長小田　　　　　　　

久米野　　　　　　　

菊水ＩＣ　　　　　　藤田　　　　　　　　

江田　　　　　　　　和水　　　　　　　　

白石　　　　　　　　

鶯原　　　　　　　　

日平　　　　　　　　

▲ 木葉山　　　　　　　

町　　　　　　　　　

玉名　　　　　　　　

河崎ランプ　　　　　

金山下　　　　　　　

陣屋敷　　　　　　　

九州新幹線　　　　　

一の口　　　　　　　

稲田　　　　　　　　

永安寺　　　　　　　

榎原　　　　　　　　

奥野　　　　　　　　

横畠　　　　　　　　

下小田西　　　　　　

下小田東　　　　　　

下津留　　　　　　　

下迫間　　　　　　　

下立願寺　　　　　　
河崎　　　　　　　　

皆行原　　　　　　　

旗布　　　　　　　　

貴船　　　　　　　　

亀頭迫　　　　　　　

菊尾　　　　　　　　

吉丸　　　　　　　　

逆川　　　　　　　　

旧道　　　　　　　　

京塚　　　　　　　　

橋ノ上　　　　　　　

玉名温泉　　　　　　

金山上　　　　　　　 元玉名　　　　　　　

虎取　　　　　　　　

向迫間　　　　　　　

江光寺　　　　　　　

糠峯団地　　　　　　

高城　　　　　　　　

高塚　　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

三宝寺　　　　　　　

山田下　　　　　　　

山田上　　　　　　　

四反田　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

寺田本村　　　　　　
春出　　　　　　　　

小屋敷　　　　　　　

小路　　　　　　　　

松坂　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

上河崎　　　　　　　

上小田下　　　　　　

上小田上　　　　　　

上小田中　　　　　　

上津留　　　　　　　

上迫間　　　　　　　
上立願寺　　　　　　

陣　　　　　　　　　

諏訪原　　　　　　　

水小屋　　　　　　　

世間部　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

生見　　　　　　　　

西岩崎　　　　　　　

西原　　　　　　　　

石原　　　　　　　　

石場　　　　　　　　

石尾　　　　　　　　

染山　　　　　　　　

大江田　　　　　　　

大城戸　　　　　　　

大倉団地　　　　　　

大坊　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

築地下　　　　　　　

築地上　　　　　　　

築地西　　　　　　　

中野口　　　　　　　

中路　　　　　　　　

長野　　　　　　　　

田中　　　　　　　　
唐の平　　　　　　　

島小森　　　　　　　

東岩崎　　　　　　　

桃田　　　　　　　　

南出　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

樋の元　　　　　　　

備中　　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

北亀甲　　　　　　　北野口　　　　　　　
睦合　　　　　　　　

本村　　　　　　　　

蓑田　　　　　　　　

友田　　　　　　　　

六反田　　　　　　　

永徳寺　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

亀甲　　　　　　　　

原口　　　　　　　　

向津留　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

秋丸　　　　　　　　

松木　　　　　　　　

瀬川　　　　　　　　

川部田　　　　　　　

岱明町下前原　　　　

岱明町古閑　　　　　

岱明町三崎　　　　　

岱明町西照寺　　　　 中尾　　　　　　　　

繁根木　　　　　　　

富尾　　　　　　　　

米渡尾　　　　　　　

両迫間　　　　　　　

六田　　　　　　　　

眼鏡　　　　　　　　金屋　　　　　　　　 石井　　　　　　　　

和水町役場　　　　　

玉名市役所　　　　　

大野下駅　　　　　　

玉名駅　　　　　　　

新玉名駅　　　　　　

玉東町　　　　　　　

玉東　　　　　　　　

西安寺　　　　　　　

上白木　　　　　　　

馬伏　　　　　　　　

▲ 三ノ岳　　　　　　　

野出　　　　　　　　

出羽　　　　　　　　

大多尾　　　　　　　

辺田野　　　　　　　

木留　　　　　　　　

円台寺　　　　　　　 荻迫　　　　　　　　

鐙田　　　　　　　　

滴水　　　　　　　　

舞尾　　　　　　　　

鞍掛　　　　　　　　

富応　　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　
岩野　　　　　　　　

広住　　　　　　　　

石川　　　　　　　　

有泉　　　　　　　　

▲ 弁天山　　　　　　　

野々島　　　　　　　

木原野　　　　　　　

黒石　　　　　　　　

須屋　　　　　　　　

熊本電鉄藤崎線　　　

亀井　　　　　　　　

徳王　　　　　　　　

貢　　　　　　　　　

立福寺　　　　　　　

太郎迫　　　　　　　

硯川　　　　　　　　

下硯川　　　　　　　

四方寄　　　　　　　

鶴羽田　　　　　　　

北部　　　　　　　　

鹿子木　　　　　　　
梶尾　　　　　　　　

大鳥居　　　　　　　

小糸山　　　　　　　

改寄　　　　　　　　

粟地原　　　　　　　

野出東　　　　　　　

北区　　　　　　　　

瓜生田　　　　　　　

榎ノ本　　　　　　　

外園　　　　　　　　

官有開拓　　　　　　

久満坊　　　　　　　

宮ノ谷　　　　　　　
五郎山　　　　　　　

合志塚　　　　　　　

黒石団地　　　　　　

座主　　　　　　　　

山北開拓　　　　　　

市の迫　　　　　　　

若原　　　　　　　　

助吉　　　　　　　　

小中尾　　　　　　　

上須屋　　　　　　　

西須屋団地　　　　　

塔ノ元　　　　　　　

湯之端　　　　　　　

南原住宅　　　　　　

箱井　　　　　　　　

尾坂本　　　　　　　

堀川　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

永野　　　　　　　　

学校区　　　　　　　

鬼塚　　　　　　　　

栗尾　　　　　　　　

迎原　　　　　　　　

見継　　　　　　　　

原古閑　　　　　　　

古市　　　　　　　　

五丁中原　　　　　　

五両　　　　　　　　

御馬下　　　　　　　

向坂　　　　　　　　

高瀬口　　　　　　　

笹尾　　　　　　　　

三ノ岳　　　　　　　

市尾　　　　　　　　

糸山　　　　　　　　

七本　　　　　　　　

舟底　　　　　　　　

十王　　　　　　　　

出目　　　　　　　　

小道　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

上古閑　　　　　　　

乗尾　　　　　　　　

城ヶ辻　　　　　　　
城原　　　　　　　　

仁連塔　　　　　　　

水口　　　　　　　　

清水ヶ丘団地　　　　

清内　　　　　　　　

生野　　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

西尾当　　　　　　　

赤水　　　　　　　　

赤尾　　　　　　　　

千本桜　　　　　　　

前原　　　　　　　　

中久保　　　　　　　

長浦　　　　　　　　

長峯　　　　　　　　

鶴団地　　　　　　　

停車場　　　　　　　
田原坂ニュータウン　

田上　　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

東門寺西　　　　　　東門寺東　　　　　　

豆尾　　　　　　　　

鐙田住宅　　　　　　

道祖野　　　　　　　

内目　　　　　　　　

楠原　　　　　　　　

楠古閑　　　　　　　

馬出　　　　　　　　

萩尾　　　　　　　　

尾当　　　　　　　　

北広住　　　　　　　

北中尾　　　　　　　

埋原　　　　　　　　

下硯川町　　　　　　

河内町東門寺　　　　

改寄町　　　　　　　

梶尾町　　　　　　　

釜尾町　　　　　　　

硯川町　　　　　　　

後古閑　　　　　　　

貢町　　　　　　　　

高平（一）　　　　　
高平（三）　　　　　

山室（一）　　　　　

山室（五）　　　　　

山室（三）　　　　　
山室（四）　　　　　

山室（二）　　　　　

山室（六）　　　　　

四方寄町　　　　　　

鹿子木町　　　　　　

小糸山町　　　　　　

植木　　　　　　　　

植木町　　　　　　　

清水新地（一）　　　

清水新地（五）　　　

清水新地（三）　　　

清水新地（四）　　　

清水新地（七）　　　

清水新地（二）　　　

清水新地（六）　　　

清水東町　　　　　　

清水万石（三）　　　

西梶尾町　　　　　　

太郎迫町　　　　　　

大窪（一）　　　　　

大窪（五）　　　　　大窪（三）　　　　　
大窪（四）　　　　　

大窪（二）　　　　　

大鳥居町　　　　　　

鶴羽田（一）　　　　

鶴羽田（五）　　　　

鶴羽田（三）　　　　

鶴羽田（四）　　　　

鶴羽田（二）　　　　

鶴羽田町　　　　　　

兎谷（一）　　　　　

兎谷（三）　　　　　

兎谷（二）　　　　　

投刀塚　　　　　　　

徳王（一）　　　　　

徳王（二）　　　　　

徳王町　　　　　　　

那知　　　　　　　　

楠野町　　　　　　　

八景水谷（一）　　　
八景水谷（三）　　　

八景水谷（四）　　　

八景水谷（二）　　　

飛田（一）　　　　　飛田（三）　　　　　飛田（四）　　　　　

飛田（二）　　　　　

北迫町　　　　　　　

麻生田（一）　　　　

麻生田（五）　　　　

麻生田（三）　　　　

麻生田（二）　　　　

万楽寺町　　　　　　

明徳町　　　　　　　

立福寺町　　　　　　
和泉町　　　　　　　

高月　　　　　　　　

土生野　　　　　　　
境木　　　　　　　　

知田　　　　　　　　

北熊本スマートＩＣ　

和泉ＩＣ　　　　　　

下硯川ＩＣ　　　　　

玉東町役場　　　　　

木葉駅　　　　　　　

田原坂駅　　　　　　

植木駅　　　　　　　

西里駅　　　　　　　

八景水谷駅　　　　　

掘川駅　　　　　　　

須屋駅　　　　　　　

黒石駅　　　　　　　

新須屋駅　　　　　　

亀井駅　　　　　　　

熊本高専前駅　　　　

三ツ石駅　　　　　　

九州自動車道　　　　

蜻浦　　　　　　　　

用木　　　　　　　　

前野　　　　　　　　

高野　　　　　　　　

岩尻　　　　　　　　

長岩　　　　　　　　
春間　　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

方保田　　　　　　　

藤井　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

下分田　　　　　　　

菊池川　　　　　　　

奥永　　　　　　　　

久野　　　　　　　　

千田　　　　　　　　

広　　　　　　　　　

持松　　　　　　　　

岩原　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

▲ 米野山　　　　　　　

合里　　　　　　　　

米野　　　　　　　　

姫井　　　　　　　　

中ノ浦　　　　　　　

梅木谷　　　　　　　

仁王堂　　　　　　　

霜野　　　　　　　　
▲ 国見山　　　　　　　

稼　　　　　　　　　

浦田　　　　　　　　

木葉　　　　　　　　

鈴麦　　　　　　　　
古閑　　　　　　　　

平井　　　　　　　　

植木ＩＣ　　　　　　内　　　　　　　　　

一安　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

色出　　　　　　　　 米塚　　　　　　　　

正清　　　　　　　　

宮原　　　　　　　　

小野崎　　　　　　　

田島　　　　　　　　

南田島　　　　　　　

迫間川　　　　　　　

田川　　　　　　　　

井戸方　　　　　　　

下梶屋　　　　　　　

下岩原　　　　　　　

下橋田　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下千田　　　　　　　

下米野　　　　　　　

柿本　　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

元広　　　　　　　　

向原　　　　　　　　

糠泉　　　　　　　　

今古閑　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

寺村　　　　　　　　

持松西　　　　　　　

持松東　　　　　　　

諸井　　　　　　　　

松ノ木　　　　　　　

松島　　　　　　　　

上岩原　　　　　　　

上久野　　　　　　　

上橋田　　　　　　　

上広　　　　　　　　

上千田　　　　　　　

上中富　　　　　　　

袋田　　　　　　　　

大ヶ平　　　　　　　

大城寺　　　　　　　

中切　　　　　　　　

猪の目　　　　　　　田島二区　　　　　　

塘　　　　　　　　　

藤井東　　　　　　　

堂米野　　　　　　　

徳丸　　　　　　　　

内島　　　　　　　　

南古閑　　　　　　　

日置　　　　　　　　

へぼ浦　　　　　　　

鹿央町大浦　　　　　

鹿央町北谷　　　　　

鹿本町小嶋　　　　　

鹿本町小柳　　　　　

鹿本町中富　　　　　

鹿本町中分田　　　　

鹿本町分田　　　　　

七城町加恵　　　　　

七城町橋田　　　　　

七城町蘇崎　　　　　

七城町林原　　　　　

上生　　　　　　　　

上木葉　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

伊知坊　　　　　　　

臼井　　　　　　　　

下色出　　　　　　　

下鈴麦　　　　　　　

加村　　　　　　　　

加茂小屋　　　　　　

笠松　　　　　　　　

吉松　　　　　　　　

及　　　　　　　　　

結　　　　　　　　　
結小屋　　　　　　　

高爪　　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

今藤　　　　　　　　

三十六　　　　　　　

山城　　　　　　　　

山本橋　　　　　　　

宗像　　　　　　　　

小園　　　　　　　　

小清水　　　　　　　

小路口　　　　　　　

上色出　　　　　　　

上鈴麦　　　　　　　

植木温泉　　　　　　

諏訪尾　　　　　　　

正竹　　　　　　　　

西宮原　　　　　　　

石野　　　　　　　　

太郎丸　　　　　　　

駄の原　　　　　　　

大盤若塚　　　　　　

大平　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

長沼　　　　　　　　

砥石　　　　　　　　

東古閑　　　　　　　

平島　　　　　　　　

宝田　　　　　　　　

余内　　　　　　　　

舟島　　　　　　　　

田底　　　　　　　　

味取　　　　　　　　

小塚　　　　　　　　

原部　　　　　　　　中ノ丁　　　　　　　
日の出　　　　　　　馬見塚　　　　　　　

焼米　　　　　　　　
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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▲



南関町　　　　　　　

四箇　　　　　　　　

上内　　　　　　　　

▲ 三池山　　　　　　　

教楽来　　　　　　　

宮尾　　　　　　　　

長山　　　　　　　　

高久野　　　　　　　

今　　　　　　　　　

四ッ原　　　　　　　

胡麻草　　　　　　　

下坂下　　　　　　　
上坂下　　　　　　　

東豊永　　　　　　　

西豊永　　　　　　　
庄寺　　　　　　　　

上長田　　　　　　　久重　　　　　　　　

津留　　　　　　　　
関下　　　　　　　　

関村　　　　　　　　

南関　　　　　　　　
関町　　　　　　　　

関外目　　　　　　　
南関ＩＣ　　　　　　

笛鹿　　　　　　　　

関東　　　　　　　　萩ノ谷　　　　　　　

中山　　　　　　　　 ▲ 二城山　　　　　　　

相谷　　　　　　　　

肥猪　　　　　　　　

江栗　　　　　　　　

久井原　　　　　　　竈門　　　　　　　　

上板楠　　　　　　　

石坂　　　　　　　　

大田黒　　　　　　　

和仁川　　　　　　　

東吉地　　　　　　　

西吉地　　　　　　　

和仁　　　　　　　　

元村　　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

日懸　　　　　　　　

八角目　　　　　　　

野添　　　　　　　　

安ノ原　　　　　　　

井手ノ上　　　　　　

一ノ尾　　　　　　　

稲泉　　　　　　　　

浦部　　　　　　　　

永浦　　　　　　　　

遠野　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

屋山　　　　　　　　

乙丸　　　　　　　　

下久井原　　　　　　

花山　　　　　　　　

柿原　　　　　　　　

岳山　　　　　　　　

梶原　　　　　　　　

椛　　　　　　　　　

瓦屋敷　　　　　　　

宮尾西　　　　　　　

宮尾中　　　　　　　

宮尾東　　　　　　　

境　　　　　　　　　

金丸　　　　　　　　

桑水　　　　　　　　

迎町　　　　　　　　

元相ノ谷　　　　　　

原　　　　　　　　　

厳　　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

国道　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

山森　　　　　　　　

山付　　　　　　　　

四ッ山　　　　　　　

四大丸　　　　　　　

七十三　　　　　　　

芝塚　　　　　　　　

出登　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

小次郎丸　　　　　　

小石　　　　　　　　
庄山　　　　　　　　

松田　　　　　　　　

上久井原　　　　　　

上床　　　　　　　　

上長田南　　　　　　

上東　　　　　　　　

新江　　　　　　　　

陣ノ平　　　　　　　

西　　　　　　　　　

西ノ原　　　　　　　

切畑　　　　　　　　

前平　　　　　　　　

草村　　　　　　　　

村　　　　　　　　　

台　　　　　　　　　

大久保　　　　　　　

大場　　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

築井原　　　　　　　

中栗　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

塚原　　　　　　　　

田良　　　　　　　　

桃ノ木　　　　　　　

藤ノ尾　　　　　　　

道山　　　　　　　　

徳太　　　　　　　　

南　　　　　　　　　

白坂　　　　　　　　

迫丸　　　　　　　　

畑田　　　　　　　　

八重丸　　　　　　　

琵琶瀬　　　　　　　

福山　　　　　　　　

平砂　　　　　　　　

平平　　　　　　　　

米田　　　　　　　　

崩立　　　　　　　　

北開　　　　　　　　

北辺田西　　　　　　
北辺田東　　　　　　

本坂　　　　　　　　

名古瀬　　　　　　　

木屋塚　　　　　　　

有山　　　　　　　　

来光寺　　　　　　　

落合　　　　　　　　

簾置　　　　　　　　

枦取　　　　　　　　

楮原　　　　　　　　

芝尾開拓地　　　　　

上平山　　　　　　　

肥猪町　　　　　　　

豊永　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

南関町役場　　　　　

女山　　　　　　　　
大草　　　　　　　　

山門　　　　　　　　

本吉　　　　　　　　

梅ヶ谷　　　　　　　

清水　　　　　　　　

河原内　　　　　　　

尾野　　　　　　　　

立山　　　　　　　　

重富　　　　　　　　

北の関　　　　　　　

真弓　　　　　　　　

竹飯　　　　　　　　

飯江　　　　　　　　

田浦　　　　　　　　

深底　　　　　　　　舞鶴　　　　　　　　

亀谷　　　　　　　　

山十町　　　　　　　

上和仁　　　　　　　

中和仁　　　　　　　

矢部谷峠　　　　　　

桐葉　　　　　　　　

鹿伏　　　　　　　　

長畑　　　　　　　　▲ 御牧山　　　　　　　

白木　　　　　　　　

▲ 飛形山　　　　　　　

横ヶ倉　　　　　　　

上辺春　　　　　　　

江後　　　　　　　　前川内　　　　　　　

中辺春　　　　　　　

久下野　　　　　　　

吹春　　　　　　　　

みやま柳川ＩＣ　　　

飯田　　　　　　　　

飯尾　　　　　　　　

浦小路　　　　　　　

下伍位軒　　　　　　

蒲地山　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

亀尻　　　　　　　　

宮ヶ原　　　　　　　

九折　　　　　　　　

熊ノ川　　　　　　　

高須田　　　　　　　
今屋敷　　　　　　　

三社下　　　　　　　

三社上　　　　　　　

三峯　　　　　　　　

持山　　　　　　　　

小萩　　　　　　　　

菖蒲尾　　　　　　　

上伍位軒　　　　　　

上飯江　　　　　　　

城道　　　　　　　　

陣内　　　　　　　　

水源開拓　　　　　　

西潟　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

青青　　　　　　　　

赤山　　　　　　　　

草葉　　　　　　　　

駄原　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

谷軒　　　　　　　　

谷川　　　　　　　　

地蔵渡　　　　　　　

中原村　　　　　　　

朝日谷　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

田楽原　　　　　　　

土野々　　　　　　　

東山開拓　　　　　　

湯摺　　　　　　　　

豆塚　　　　　　　　

南松　　　　　　　　

日当川　　　　　　　

避場　　　　　　　　

飛塚　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

坊主田　　　　　　　

矢部谷　　　　　　　

山川町甲田　　　　　

山川町重冨　　　　　

山添　　　　　　　　 漆谷　　　　　　　　

山鹿市　　　　　　　

下津原　　　　　　　

志口永　　　　　　　

大屋　　　　　　　　

保多田　　　　　　　

麻生野　　　　　　　

志々岐　　　　　　　

鍋田　　　　　　　　

梅迫　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

石　　　　　　　　　

熊入　　　　　　　　

杉　　　　　　　　　

小鳥　　　　　　　　

城　　　　　　　　　

小群　　　　　　　　

新村　　　　　　　　

平小城　　　　　　　

内野　　　　　　　　
釘ノ元　　　　　　　

堂ヶ原　　　　　　　

▲ 三ッ尾山　　　　　　

▲ 彦岳　　　　　　　　

岩野川　　　　　　　

下小坂　　　　　　　

川久保　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

法花寺　　　　　　　

寺島　　　　　　　　▲ 震岳　　　　　　　　

深倉　　　　　　　　

深倉峠　　　　　　　

上吉田　　　　　　　

布都原　　　　　　　

名塚　　　　　　　　

山鹿　　　　　　　　

大道　　　　　　　　 御宇田　　　　　　　来民　　　　　　　　

細永　　　　　　　　

才野　　　　　　　　

黒猪　　　　　　　　

板楠　　　　　　　　

上津田　　　　　　　

下津田　　　　　　　

上岩　　　　　　　　

岩　　　　　　　　　

下岩　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

和水町　　　　　　　

菰田　　　　　　　　

一ノ瀬　　　　　　　

横枕　　　　　　　　

下宮　　　　　　　　

下御宇田　　　　　　下町　　　　　　　　

下保多田　　　　　　

茅場　　　　　　　　

宮苑町　　　　　　　

橋場　　　　　　　　

金堀　　　　　　　　

栗林　　　　　　　　

桑の迫　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

犬塚　　　　　　　　

古閑ノ下　　　　　　

五郎丸　　　　　　　

今田　　　　　　　　

桜町西　　　　　　　

笹本　　　　　　　　

寺島下　　　　　　　

寺島上　　　　　　　

芝中　　　　　　　　

車谷　　　　　　　　

十三部　　　　　　　

小鳥町　　　　　　　

松ヶ浦　　　　　　　

上御宇田　　　　　　

上保多田　　　　　　

信田　　　　　　　　

石東　　　　　　　　

双板　　　　　　　　

大河内　　　　　　　

大宮町　　　　　　　

竹山　　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中岩　　　　　　　　

中御宇田　　　　　　

中津留　　　　　　　

仲間　　　　　　　　

長沖　　　　　　　　

津留団地　　　　　　

底原　　　　　　　　

釘ノ花　　　　　　　

田園　　　　　　　　東　　　　　　　　　

湯山　　　　　　　　

堂の原　　　　　　　

内曲　　　　　　　　

鍋田団地　　　　　　

八の峯　　　　　　　

八幡林　　　　　　　

淵鍋　　　　　　　　

辺田目　　　　　　　

堀の内　　　　　　　

涌尾　　　　　　　　

霊仙　　　　　　　　

六枝　　　　　　　　 下吉田　　　　　　　

熊入町　　　　　　　

三岳　　　　　　　　

三玉　　　　　　　　

山鹿　　　　　　　　

鹿校通（一）　　　　

鹿校通（三）　　　　

鹿校通（四）　　　　

鹿校通（二）　　　　

宗方通　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

西牧　　　　　　　　

川端町　　　　　　　
泉町　　　　　　　　

大橋通　　　　　　　

中央通　　　　　　　

津田　　　　　　　　

椿井　　　　　　　　

迫　　　　　　　　　
鹿北町芋生　　　　　

山鹿市役所　　　　　

▲ 西岳　　　　　　　　

荒平峠　　　　　　　

荒平　　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

椎持　　　　　　　　

開山　　　　　　　　

上中　　　　　　　　

柚木谷　　　　　　　

竹の谷　　　　　　　陣床峠　　　　　　　

底野　　　　　　　　

中津川　　　　　　　

高井川　　　　　　　

四丁　　　　　　　　

川原谷　　　　　　　

山下　　　　　　　　枝川内　　　　　　　浦方　　　　　　　　

田淵　　　　　　　　

三楠　　　　　　　　

柏ノ木　　　　　　　

猿懸　　　　　　　　
上十町　　　　　　　

橋上　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

下田代　　　　　　　

中田代　　　　　　　

上田代　　　　　　　

▲ 男岳　　　　　　　　

鹿牟田　　　　　　　

鹿牟田峠　　　　　　

無田峠　　　　　　　

無田　　　　　　　　

剣持　　　　　　　　

小栗峠　　　　　　　

下小原　　　　　　　

下平　　　　　　　　

皆瀬　　　　　　　　

寄谷　　　　　　　　

久老　　　　　　　　

宮迫　　　　　　　　

君ヶ平　　　　　　　

後川内　　　　　　　

高良籠　　　　　　　

山中　　　　　　　　

四丁原　　　　　　　

市木　　　　　　　　

松木原　　　　　　　

上小原　　　　　　　

西栗瀬　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

男岳　　　　　　　　

長生　　　　　　　　

刀落　　　　　　　　

東栗瀬　　　　　　　
東野　　　　　　　　

堂原　　　　　　　　

南松尾　　　　　　　

板曲　　　　　　　　

尾谷　　　　　　　　

尾道　　　　　　　　

本多久　　　　　　　

黒木町大淵　　　　　

黒木町田代　　　　　

鹿北町岩野　　　　　

中十町　　　　　　　

立花町上辺春　　　　

山鹿警察署
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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▲



嘉島町　　　　　　　
北甘木　　　　　　　

上六嘉　　　　　　　
嘉島　　　　　　　　

上島　　　　　　　　

鰐瀬　　　　　　　　

田口　　　　　　　　

府領　　　　　　　　
白旗　　　　　　　　

津志田　　　　　　　

南三箇　　　　　　　

世持　　　　　　　　

麻生原　　　　　　　

糸田　　　　　　　　

早川　　　　　　　　

中横田　　　　　　　

上早川　　　　　　　

本坂谷　　　　　　　

水越　　　　　　　　

木ノ末　　　　　　　

七滝　　　　　　　　

御船川　　　　　　　

上梅木　　　　　　　

下梅木　　　　　　　

川内田　　　　　　　

田迎　　　　　　　　

御船　　　　　　　　

豊秋　　　　　　　　

御船ＩＣ　　　　　　

木倉　　　　　　　　

茶屋本　　　　　　　

染野　　　　　　　　

八勢　　　　　　　　

玉来　　　　　　　　

▲ 飯田山　　　　　　　

土山　　　　　　　　

下方　　　　　　　　

小池高山ＩＣ　　　　

なみきが丘団地　　　

宇佐園　　　　　　　

瓜山　　　　　　　　
横野　　　　　　　　

下高野　　　　　　　

下糸田　　　　　　　

下大峯　　　　　　　

下辺田見　　　　　　

牛ヶ瀬　　　　　　　

玉虫　　　　　　　　

九折島　　　　　　　

栗山　　　　　　　　

古閑迫　　　　　　　

向谷　　　　　　　　

幸野　　　　　　　　

高山　　　　　　　　

高代　　　　　　　　

三箇　　　　　　　　

山出　　　　　　　　

四堂崎　　　　　　　

宗心原　　　　　　　

秋只　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

上糸田　　　　　　　

上大谷　　　　　　　

上大峯　　　　　　　

上辺田見　　　　　　

城平　　　　　　　　

浄光寺　　　　　　　

西往還　　　　　　　

西村　　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

増見鶴　　　　　　　

足水　　　　　　　　
滝園　　　　　　　　

知行　　　　　　　　

知行原　　　　　　　

竹ノ迫　　　　　　　

中洲　　　　　　　　

中早川　　　　　　　

中辺田見　　　　　　

長興寺　　　　　　　

天君　　　　　　　　

塔ノ木　　　　　　　

東上野　　　　　　　

八丁　　　　　　　　

尾揚　　　　　　　　

片志和　　　　　　　

辺場　　　　　　　　

坊分　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

北早川　　　　　　　

牧ノ原　　　　　　　

万ヶ瀬　　　　　　　

目野　　　　　　　　

餅畑　　　　　　　　

養寿院　　　　　　　

粒麦　　　　　　　　

六谷　　　　　　　　

下田口　　　　　　　

御船　　　　　　　　

七滝　　　　　　　　

芝原　　　　　　　　

上田口　　　　　　　

滝川　　　　　　　　

滝尾　　　　　　　　

辺田見　　　　　　　

和田内　　　　　　　

近道　　　　　　　　

市口　　　　　　　　

土鹿野　　　　　　　
北口　　　　　　　　

下山　　　　　　　　本土山　　　　　　　
井寺　　　　　　　　

嘉島町役場　　　　　

御船町役場　　　　　

益城町　　　　　　　

菊陽町　　　　　　　道明　　　　　　　　

深迫　　　　　　　　
戸島　　　　　　　　

熊本ＩＣ　　　　　　

南部　　　　　　　　

八反田　　　　　　　
長嶺　　　　　　　　

小嶺　　　　　　　　

新外　　　　　　　　

保田窪　　　　　　　

佐土原　　　　　　　

健軍　　　　　　　　

沼山津　　　　　　　

秋津　　　　　　　　

江津湖　　　　　　　

下六嘉　　　　　　　

木戸屋　　　　　　　

赤井川　　　　　　　

柳水　　　　　　　　

木崎　　　　　　　　赤井　　　　　　　　

五楽　　　　　　　　

木山川　　　　　　　

砥川　　　　　　　　
▲ 船野山　　　　　　　

秋永　　　　　　　　櫛島　　　　　　　　

広崎　　　　　　　　
惣領　　　　　　　　

馬水　　　　　　　　
安永　　　　　　　　

益城　　　　　　　　木山　　　　　　　　

下寺中灰塚　　　　　

下陳　　　　　　　　

黒石崎　　　　　　　

田原　　　　　　　　

小谷　　　　　　　　

堂園　　　　　　　　

杉堂　　　　　　　　

空港　　　　　　　　

御船町　　　　　　　

上陳　　　　　　　　

益城熊本空港ＩＣ　　

画図東（二）　　　　

京塚本町　　　　　　

健軍（一）　　　　　

健軍（二）　　　　　

新南部（五）　　　　

神水（二）　　　　　

帯山（三）　　　　　

帯山（四）　　　　　

龍田陳内（三）　　　

龍田陳内（二）　　　

嘉島ＪＣＴ　　　　　

東区　　　　　　　　

下鶴　　　　　　　　
下砥川　　　　　　　

柿迫　　　　　　　　

座女木　　　　　　　

三竹　　　　　　　　

三郎無田　　　　　　

寺迫　　　　　　　　

小池秋永　　　　　　

小峯　　　　　　　　

上砥川　　　　　　　

新川　　　　　　　　

中砥川　　　　　　　東無田　　　　　　　

内寺　　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

府内古閑　　　　　　

小池　　　　　　　　

辻の城　　　　　　　

下南部（一）　　　　

鉄工団地　　　　　　

榎町　　　　　　　　

下南部（三）　　　　

下南部（二）　　　　

花立（一）　　　　　

花立（五）　　　　　

花立（三）　　　　　
花立（四）　　　　　

花立（二）　　　　　

花立（六）　　　　　

錦ヶ丘　　　　　　　

月出（一）　　　　　

月出（五）　　　　　

月出（三）　　　　　

月出（四）　　　　　月出（二）　　　　　

月出（八）　　　　　

月出（六）　　　　　

健軍（四）　　　　　

健軍本町　　　　　　

戸島（一）　　　　　

戸島（五）　　　　　

戸島（三）　　　　　戸島（四）　　　　　

戸島（七）　　　　　

戸島（二）　　　　　

戸島（六）　　　　　

戸島西（一）　　　　

戸島西（五）　　　　

戸島西（三）　　　　
戸島西（四）　　　　

戸島西（七）　　　　

戸島西（二）　　　　

戸島西（六）　　　　

戸島町　　　　　　　

戸島本町　　　　　　

御領（一）　　　　　

御領（五）　　　　　

御領（三）　　　　　

御領（四）　　　　　御領（二）　　　　　

御領（六）　　　　　

広木町　　　　　　　

佐土原（一）　　　　

佐土原（三）　　　　

佐土原（二）　　　　

桜木（一）　　　　　

桜木（五）　　　　　

桜木（三）　　　　　
桜木（四）　　　　　桜木（二）　　　　　

桜木（六）　　　　　

三郎（一）　　　　　三郎（二）　　　　　

山ノ神（一）　　　　

山ノ神（二）　　　　

山ノ内（三）　　　　

山ノ内（四）　　　　

若葉（一）　　　　　

若葉（五）　　　　　

若葉（三）　　　　　

若葉（六）　　　　　

秋津（一）　　　　　

秋津（三）　　　　　
秋津（二）　　　　　

秋津新町　　　　　　

秋津町秋田　　　　　

小山（五）　　　　　

小山（三）　　　　　

小山（四）　　　　　

小山（七）　　　　　小山（二）　　　　　

小山町　　　　　　　

小峯（一）　　　　　

小峯（三）　　　　　
小峯（四）　　　　　

小峯（二）　　　　　

沼山津（一）　　　　
沼山津（三）　　　　

沼山津（四）　　　　沼山津（二）　　　　

上南部（一）　　　　
上南部（二）　　　　

新外（一）　　　　　

新外（三）　　　　　

新外（四）　　　　　

新外（二）　　　　　

新生（一）　　　　　
新生（二）　　　　　

新南部（四）　　　　

新南部（六）　　　　

水源（一）　　　　　

西原（一）　　　　　

西原（三）　　　　　

西原（二）　　　　　

帯山（九）　　　　　

帯山（五）　　　　　

帯山（七）　　　　　
帯山（八）　　　　　

帯山（六）　　　　　

長領西（一）　　　　

長領西（三）　　　　

長領西（二）　　　　

長領東（一）　　　　

長領東（五）　　　　

長領東（三）　　　　

長領東（四）　　　　

長領東（七）　　　　

長領東（二）　　　　

長領東（八）　　　　

長領東（六）　　　　

長領南（一）　　　　

長領南（五）　　　　

長領南（三）　　　　

長領南（四）　　　　

長領南（七）　　　　

長領南（二）　　　　

長領南（八）　　　　

長領南（六）　　　　

東京塚町　　　　　　

東町（一）　　　　　

東町（三）　　　　　東町（四）　　　　　

東町（二）　　　　　

東本町　　　　　　　

東野（一）　　　　　

東野（三）　　　　　東野（四）　　　　　

東野（二）　　　　　

南町　　　　　　　　

八反田（一）　　　　

八反田（三）　　　　

八反田（二）　　　　

尾ノ上（一）　　　　

尾ノ上（三）　　　　
尾ノ上（四）　　　　

尾ノ上（二）　　　　

保田窪（五）　　　　

保田窪（三）　　　　保田窪（四）　　　　

龍田（一）　　　　　
龍田（二）　　　　　

龍田陳内（四）　　　

御領（八）　　　　　
小山（一）　　　　　小山（六）　　　　　

神園（二）　　　　　

長領東（九）　　　　

益城町役場　　　　　

山都町　　　　　　　

姫椿　　　　　　　　

大内　　　　　　　　

有水　　　　　　　　

松ノ生　　　　　　　

吹野　　　　　　　　

八勢川　　　　　　　

三間伏　　　　　　　

津ヶ峯　　　　　　　

大星　　　　　　　　

水ノ田尾　　　　　　

椛木　　　　　　　　

布勢　　　　　　　　

白木谷　　　　　　　

万谷　　　　　　　　

栃木　　　　　　　　

小柏原　　　　　　　

暮瀬　　　　　　　　

木鷺野　　　　　　　

▲ 間谷山　　　　　　　

葛原　　　　　　　　

三ヶ　　　　　　　　
囲　　　　　　　　　

瀬峰　　　　　　　　

猿渡　　　　　　　　

南田　　　　　　　　
千滝　　　　　　　　

山都　　　　　　　　

市原　　　　　　　　

寺川　　　　　　　　

杉木　　　　　　　　

梅木　　　　　　　　

大石尾　　　　　　　
鹿生野　　　　　　　

金内　　　　　　　　

上鶴　　　　　　　　

田小野　　　　　　　

鍛冶床　　　　　　　

甲佐町　　　　　　　

下畑　　　　　　　　

釜出　　　　　　　　

萱野　　　　　　　　

岩井谷　　　　　　　

桐原　　　　　　　　

金福寺　　　　　　　

五っ谷　　　　　　　

向山　　　　　　　　

社　　　　　　　　　

小司原　　　　　　　

小星　　　　　　　　

小川野　　　　　　　

上司尾　　　　　　　

水増　　　　　　　　

赤松　　　　　　　　

赤木　　　　　　　　

池の久保　　　　　　

長崎　　　　　　　　

椎ノ尾　　　　　　　

吐合　　　　　　　　

突角　　　　　　　　

日南田　　　　　　　

畑前田　　　　　　　

福良　　　　　　　　

片平　　　　　　　　

芦屋田　　　　　　　

下市　　　　　　　　

下馬尾　　　　　　　

上寺　　　　　　　　

長原　　　　　　　　

島木　　　　　　　　

北中島　　　　　　　

北川内　　　　　　　

上野吉無田ＩＣ　　　

山都中島西ＩＣ　　　

山都町役場　　　　　

南阿蘇村　　　　　　

西原村　　　　　　　

杉園　　　　　　　　

浅ノ薮　　　　　　　

樺迫　　　　　　　　

▲ 二ッ山　　　　　　　

地蔵峠　　　　　　　

▲ 冠ヶ岳　　　　　　　

護王峠　　　　　　　

▲ 一ノ峯　　　　　　　

▲ 高畑山　　　　　　　

袴野　　　　　　　　

出ノ口　　　　　　　

宮山　　　　　　　　

西原　　　　　　　　高遊　　　　　　　　

星田　　　　　　　　

滝　　　　　　　　　

秋田　　　　　　　　

瓜生迫　　　　　　　

灰床　　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

▲ 大峯　　　　　　　　

医王寺　　　　　　　

猿帰　　　　　　　　

化粧塚　　　　　　　

河原団地　　　　　　

干無田　　　　　　　

九十折　　　　　　　川角　　　　　　　　

土林　　　　　　　　

南原　　　　　　　　

布田　　　　　　　　

門出　　　　　　　　

力石　　　　　　　　

河原　　　　　　　　

下小森　　　　　　　
西原村役場　　　　　

御船警察署

熊本東警察署

山都警察署
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合生　　　　　　　　

辻久保　　　　　　　

御代志　　　　　　　

大池　　　　　　　　

後川辺　　　　　　　

栄　　　　　　　　　

幾久富　　　　　　　

竹迫　　　　　　　　

福原　　　　　　　　

群　　　　　　　　　

黒石原　　　　　　　

南群　　　　　　　　

麻生田　　　　　　　

上立田　　　　　　　

武蔵ケ丘　　　　　　

弓削　　　　　　　　

神園　　　　　　　　

鹿帰瀬　　　　　　　

津久礼　　　　　　　

三里木　　　　　　　

下堀川　　　　　　　 原水　　　　　　　　

南方　　　　　　　　

井口　　　　　　　　

辛川　　　　　　　　

久保田　　　　　　　

曲手　　　　　　　　

馬場楠　　　　　　　

戸次　　　　　　　　

大津　　　　　　　　

源場　　　　　　　　

杉水　　　　　　　　

豊肥本線　　　　　　

合志　　　　　　　　

菊陽　　　　　　　　

麻生田（四）　　　　

楡木（一）　　　　　

楡木（三）　　　　　

楡木（二）　　　　　

あけぼの団地　　　　

すずかけ台　　　　　

つつじ台　　　　　　

阿原目　　　　　　　

栄温泉団地　　　　　

永江団地　　　　　　

永南区　　　　　　　

横町　　　　　　　　

沖野　　　　　　　　

沖野台　　　　　　　

下猿渡　　　　　　　

下群　　　　　　　　

下陣内　　　　　　　

下津久礼　　　　　　

花立　　　　　　　　

灰塚　　　　　　　　

原口下　　　　　　　

古閑原　　　　　　　

光団地　　　　　　　

桜丘　　　　　　　　

桜山　　　　　　　　

三里木北　　　　　　

寺崎　　　　　　　　

鹿水　　　　　　　　

十一軒　　　　　　　

小合志　　　　　　　

上猿渡　　　　　　　

上群　　　　　　　　

上中代　　　　　　　

上津久礼　　　　　　

上堀川　　　　　　　

新古閑　　　　　　　

新迫　　　　　　　　

杉下　　　　　　　　
杉上　　　　　　　　

杉並台　　　　　　　

青葉台　　　　　　　

泉ヶ丘　　　　　　　

大池小屋　　　　　　

大堀木　　　　　　　

中井手　　　　　　　

中代　　　　　　　　

中林　　　　　　　　

東ヶ丘　　　　　　　

二子　　　　　　　　

日吉ヶ丘団地　　　　

入道水　　　　　　　

武蔵ヶ丘団地　　　　

武蔵野台　　　　　　

野付　　　　　　　　

油古閑　　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　緑陽台　　　　　　　

光の森（一）　　　　

光の森（五）　　　　

光の森（三）　　　　
光の森（四）　　　　

光の森（七）　　　　

光の森（二）　　　　

光の森（六）　　　　

室　　　　　　　　　大津　　　　　　　　

武蔵ヶ丘（三）　　　

武蔵ヶ丘北（一）　　

武蔵ヶ丘北（三）　　

武蔵ヶ丘北（二）　　

しらかわ台団地　　　

五軒屋　　　　　　　

山尻　　　　　　　　

上弓削　　　　　　　

吉原町　　　　　　　
弓削町　　　　　　　

鹿帰瀬町　　　　　　

上南部（三）　　　　

上南部（四）　　　　

石原（一）　　　　　

石原（三）　　　　　

石原（二）　　　　　
石原町　　　　　　　

中江町　　　　　　　
楠（一）　　　　　　

楠（五）　　　　　　
楠（三）　　　　　　

楠（四）　　　　　　楠（七）　　　　　　

楠（二）　　　　　　
楠（八）　　　　　　

楠（六）　　　　　　武蔵ヶ丘（一）　　　

武蔵ヶ丘（九）　　　

武蔵ヶ丘（五）　　　

武蔵ヶ丘（四）　　　武蔵ヶ丘（七）　　　

武蔵ヶ丘（二）　　　

武蔵ヶ丘（八）　　　

武蔵ヶ丘（六）　　　

龍田（九）　　　　　
龍田（五）　　　　　

龍田（四）　　　　　

龍田（七）　　　　　

龍田（八）　　　　　

龍田（六）　　　　　

龍田弓削（一）　　　

龍田弓削（二）　　　

楡木（五）　　　　　

楡木（四）　　　　　

楡木（六）　　　　　

黒松　　　　　　　　

江良　　　　　　　　福本一区　　　　　　

立割　　　　　　　　

合志市役所　　　　　

菊陽町役場　　　　　

大津町役場　　　　　
肥後大津駅　　　　　

原水駅　　　　　　　

三里木駅　　　　　　

武蔵塚駅　　　　　　

再春医療センター前駅

御代志駅　　　　　　

光の森駅　　　　　　

菊池市　　　　　　　

石渕　　　　　　　　

黒蛭　　　　　　　　

瀬戸口　　　　　　　

流川　　　　　　　　

水次　　　　　　　　

荒牧　　　　　　　　

甲佐　　　　　　　　高島　　　　　　　　

亀尾　　　　　　　　

菰入　　　　　　　　

三万田　　　　　　　

高江　　　　　　　　

豊水　　　　　　　　

福本　　　　　　　　田吹　　　　　　　　

富の原　　　　　　　

北住吉　　　　　　　

小林　　　　　　　　

片川瀬　　　　　　　尾足　　　　　　　　

川辺　　　　　　　　

伊坂　　　　　　　　

伊萩　　　　　　　　

合志川　　　　　　　

四町分　　　　　　　

神鶴　　　　　　　　

下河原　　　　　　　

森北　　　　　　　　

赤星　　　　　　　　

出田　　　　　　　　

木柑子　　　　　　　

西寺　　　　　　　　

深川　　　　　　　　

稗方　　　　　　　　

西迫間　　　　　　　豊間　　　　　　　　

隈府　　　　　　　　

菊池　　　　　　　　

亘　　　　　　　　　

木庭　　　　　　　　

合志市　　　　　　　

林原　　　　　　　　

鹿本町梶屋　　　　　

羽根木　　　　　　　

永出分　　　　　　　

乙森北　　　　　　　

音町団地　　　　　　

下出田　　　　　　　

下西寺　　　　　　　

下石渕　　　　　　　

下赤星　　　　　　　

下木庭　　　　　　　

花房台　　　　　　　

蟹穴　　　　　　　　

柿木平　　　　　　　

梶迫　　　　　　　　

萱原　　　　　　　　

間所　　　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　
岩本　　　　　　　　

久米一区　　　　　　

久米二区　　　　　　

九ノ峰　　　　　　　

原細永　　　　　　　

戸田島　　　　　　　

戸豊水　　　　　　　

五海　　　　　　　　

弘生　　　　　　　　

甲森北　　　　　　　

高永　　　　　　　　

高江出分　　　　　　

高野瀬　　　　　　　

妻越　　　　　　　　

三本木　　　　　　　

寺町　　　　　　　　

蛇塚　　　　　　　　

出村　　　　　　　　

出分　　　　　　　　

上梶屋　　　　　　　

上高江　　　　　　　

上住吉　　　　　　　

上出田　　　　　　　

上西寺　　　　　　　

上石渕　　　　　　　

上赤星　　　　　　　

上木庭　　　　　　　

植古閑　　　　　　　

神来　　　　　　　　

陣床　　　　　　　　

正観寺　　　　　　　

生坪　　　　　　　　

川下　　　　　　　　

前川　　　　　　　　

村吉　　　　　　　　

大柿　　　　　　　　

竹ノ下　　　　　　　

中園　　　　　　　　中西寺　　　　　　　

朝日団地　　　　　　

辻　　　　　　　　　

田島一区　　　　　　

東迫間　　　　　　　

南住吉　　　　　　　

迫ノ谷　　　　　　　

板井　　　　　　　　

飛熊　　　　　　　　

富　　　　　　　　　

富の原一区　　　　　

富の原西区　　　　　

富の原台区　　　　　

富の原中央区　　　　
富の原東区　　　　　富の原北区　　　　　

富出分　　　　　　　

福本二区　　　　　　

平良々石　　　　　　

北宮団地　　　　　　北古閑　　　　　　　

野間口　　　　　　　

薬師　　　　　　　　

遊蛇口　　　　　　　

葉山団地　　　　　　

立町　　　　　　　　

旭志伊坂　　　　　　

旭志伊萩　　　　　　

旭志小原　　　　　　

旭志新明　　　　　　

旭志川辺　　　　　　 旭志尾足　　　　　　

旭志弁利　　　　　　

玉祥寺　　　　　　　

袈裟尾　　　　　　　
七城町岡田　　　　　

七城町甲佐町　　　　

七城町高田　　　　　

七城町山崎　　　　　

七城町新古閑　　　　

七城町辺田　　　　　

村田　　　　　　　　

大琳寺　　　　　　　

長田　　　　　　　　

片角　　　　　　　　

北宮　　　　　　　　

泗水町富納　　　　　

鹿本町下高橋　　　　 原本村　　　　　　　
鍋倉　　　　　　　　

野田目　　　　　　　

菊池市役所　　　　　

新所　　　　　　　　

鳥子　　　　　　　　

万徳　　　　　　　　

風当　　　　　　　　

大切畑　　　　　　　

▲ 俵山　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

内牧　　　　　　　　
外牧　　　　　　　　瀬田　　　　　　　　

錦野　　　　　　　　
鳥子川　　　　　　　

吹田　　　　　　　　

岩坂　　　　　　　　

引水　　　　　　　　

高尾野　　　　　　　
新小屋　　　　　　　

多々良　　　　　　　

真木　　　　　　　　

二重ノ峠　　　　　　
車帰　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

坂ノ下　　　　　　　

南阿蘇鉄道　　　　　

大津町　　　　　　　

鍛冶村　　　　　　　

中陣内　　　　　　　

平川　　　　　　　　

下森　　　　　　　　

仮宿　　　　　　　　

葛目　　　　　　　　

玉岡　　　　　　　　

御所原　　　　　　　

御的　　　　　　　　

上森　　　　　　　　

上陣内　　　　　　　

上鳥子　　　　　　　

上揚　　　　　　　　

吹田団地　　　　　　

星ヶ丘　　　　　　　
西原台　　　　　　　

赤瀬　　　　　　　　

前鶴　　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

美咲野団地　　　　　

堀ヶ谷　　　　　　　

名ヶ迫　　　　　　　

河陽　　　　　　　　

中在目　　　　　　　

大津ＩＣ　　　　　　

大津東ＩＣ　　　　　

車帰ＩＣ　　　　　　

赤水駅　　　　　　　

立野駅　　　　　　　

瀬田駅　　　　　　　

阿蘇市　　　　　　　

矢護川　　　　　　　

護東　　　　　　　　

▲ 矢護山　　　　　　　

的石　　　　　　　　

▲ 鞍岳　　　　　　　　

南桜ヶ水　　　　　　

北桜ヶ水　　　　　　

麓　　　　　　　　　

湯舟　　　　　　　　

弁利　　　　　　　　

▲ 智者ヶ峰　　　　　　

▲ ツ－ムシ山　　　　　

菊池渓谷　　　　　　

伊牟田　　　　　　　

渡打　　　　　　　　日生野　　　　　　　

若木　　　　　　　　

岩平　　　　　　　　

御願所　　　　　　　

黒竹　　　　　　　　

車帰牧野　　　　　　

長六　　　　　　　　

殿塚　　　　　　　　

片俣　　　　　　　　

旭志麓　　　　　　　

大津警察署

菊池警察署
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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
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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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年ノ春　　　　　　　

相良　　　　　　　　

郷の原　　　　　　　

内田川　　　　　　　

長谷川　　　　　　　

横尾　　　　　　　　

阿佐古　　　　　　　

上永野　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

島田　　　　　　　　

下永野　　　　　　　
池永　　　　　　　　

木野　　　　　　　　

津袋　　　　　　　　
下古閑　　　　　　　

市野瀬　　　　　　　

枯野　　　　　　　　

小楠野　　　　　　　

▲ 八方ヶ岳　　　　　　

穴川　　　　　　　　

鳳来　　　　　　　　

中片　　　　　　　　

龍門　　　　　　　　

雪野　　　　　　　　

茂藤里　　　　　　　

伊倉　　　　　　　　

道園　　　　　　　　

金峰　　　　　　　　

宇曽　　　　　　　　

宇田原　　　　　　　

永山　　　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

下津袋　　　　　　　
下本分　　　　　　　

割石　　　　　　　　

岩下　　　　　　　　

宮ノ上　　　　　　　

居去　　　　　　　　

郷ノ原　　　　　　　

迎鶴　　　　　　　　

原小楠野　　　　　　

虎口　　　　　　　　

高池　　　　　　　　

合ノ瀬　　　　　　　

佐原　　　　　　　　

桜原　　　　　　　　

三井原　　　　　　　

傘〆　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

四坊原　　　　　　　

市野々　　　　　　　

寺小野　　　　　　　

次郎丸　　　　　　　

七坪　　　　　　　　
篠倉　　　　　　　　

酒造野　　　　　　　

術田　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

小伏野　　　　　　　

鐘掛松　　　　　　　

上虎口　　　　　　　

上長野　　　　　　　

上津袋　　　　　　　

上本分　　　　　　　

川原　　　　　　　　

染土　　　　　　　　

相割　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

中野瀬　　　　　　　

鶴古閑　　　　　　　

土井畑　　　　　　　

頭合　　　　　　　　

道場　　　　　　　　

二夕俣　　　　　　　

日向　　　　　　　　

日渡　　　　　　　　

年山　　　　　　　　

尾の上　　　　　　　

疋田　　　　　　　　

百把田　　　　　　　
米原　　　　　　　　

立徳　　　　　　　　

竜口　　　　　　　　

龍門１　　　　　　　

茱萸尾　　　　　　　

菊鹿町宮原　　　　　

菊鹿町山内　　　　　

菊鹿町上内田　　　　

菊鹿町長　　　　　　

菊鹿町米原　　　　　

重味　　　　　　　　

班蛇口　　　　　　　

浦矢谷　　　　　　　
水晶平　　　　　　　

▲ 広川原　　　　　　　

吉野迫　　　　　　　

星原峠　　　　　　　

星原　　　　　　　　

▲ 星原山　　　　　　　

茂田井　　　　　　　
金原　　　　　　　　

曲野　　　　　　　　

矢谷　　　　　　　　

穴川峠　　　　　　　

宿ヶ峰尾峠　　　　　

地蔵元　　　　　　　

柿ノ谷　　　　　　　

竹原峠　　　　　　　

▲ 猿駈山　　　　　　　

八知山　　　　　　　

栃ノ払　　　　　　　

▲ 三国山　　　　　　　

田出尾　　　　　　　

▲ 前門岳　　　　　　　

▲ 休鹿山　　　　　　　

山枳殻　　　　　　　
根引峠　　　　　　　

柏木　　　　　　　　

蚪道　　　　　　　　

椎葉　　　　　　　　

古田　　　　　　　　

飯干　　　　　　　　 殊正寺　　　　　　　

北矢部　　　　　　　

中間　　　　　　　　

柴庵　　　　　　　　

梅地薮　　　　　　　

▲ 大塚山　　　　　　　

女鹿野　　　　　　　

鹿北町椎持　　　　　

威　　　　　　　　　

稲付　　　　　　　　

臼ノ払　　　　　　　

宮ノ尾　　　　　　　串下　　　　　　　　

古巣家　　　　　　　

古野　　　　　　　　
虎伏木　　　　　　　

笹又　　　　　　　　

山枳殼　　　　　　　

所野　　　　　　　　

神窟　　　　　　　　

西園　　　　　　　　

惣見　　　　　　　　

谷野　　　　　　　　

竹ノ払　　　　　　　

中伐畠　　　　　　　

田ノ迫　　　　　　　

二タ板　　　　　　　

二ッ尾　　　　　　　

梅地藪　　　　　　　飛　　　　　　　　　

稗田　　　　　　　　

福取　　　　　　　　

藪　　　　　　　　　

矢部　　　　　　　　

矢部村北矢部　　　　

矢部村矢部　　　　　

押吟　　　　　　　　

土井間　　　　　　　

菊池阿蘇スカイライン

木佐木　　　　　　　

生味　　　　　　　　

坂井原　　　　　　　

兵戸峠　　　　　　　

鉾ノ甲　　　　　　　

向柏　　　　　　　　

本柏　　　　　　　　

立門　　　　　　　　

戸城　　　　　　　　

伊野　　　　　　　　
杉生　　　　　　　　

木護　　　　　　　　

楮畑　　　　　　　　
▲ 尾ノ岳　　　　　　　

南雉谷　　　　　　　

東雉谷　　　　　　　中雉谷　　　　　　　

葉迫　　　　　　　　

▲ チ｜ゴ岳　　　　　　

白草　　　　　　　　

笹野　　　　　　　　

平藪　　　　　　　　都留　　　　　　　　
若林　　　　　　　　

伊野浦　　　　　　　

浦谷　　　　　　　　

熊戸　　　　　　　　

元小屋　　　　　　　

松ヶ花　　　　　　　

深葉　　　　　　　　

西雉谷　　　　　　　

竹之牧　　　　　　　

馬見野　　　　　　　

保慶　　　　　　　　

上津江町川原　　　　

西湯浦　　　　　　　

平薮　　　　　　　　

小国町　　　　　　　

程野　　　　　　　　

小竹　　　　　　　　

川原川　　　　　　　吉井　　　　　　　　

葛　　　　　　　　　

上野田川　　　　　　

上元組　　　　　　　

甫手野　　　　　　　

手水野　　　　　　　

杉平　　　　　　　　

室原　　　　　　　　

梁瀬　　　　　　　　

田ノ口　　　　　　　

栃野　　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

▲ 出雲岳　　　　　　　

中西　　　　　　　　

藤蔵　　　　　　　　

丸蔵　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

作草　　　　　　　　

▲ 米精山　　　　　　　

簾　　　　　　　　　

鯛生川　　　　　　　

▲ 酒呑童子山　　　　　

市ノ瀬　　　　　　　

鯛生金山　　　　　　

引野　　　　　　　　

下元組　　　　　　　

下切　　　　　　　　

官谷　　　　　　　　

間地　　　　　　　　

向川辺　　　　　　　

幸又　　　　　　　　

高迫　　　　　　　　

合鶴　　　　　　　　

小川原　　　　　　　

小平上組　　　　　　

小平田　　　　　　　

小平本村　　　　　　

小野田　　　　　　　

松野　　　　　　　　

辛味　　　　　　　　

足風　　　　　　　　

池ノ山　　　　　　　

田ノ原　　　　　　　

豆生野　　　　　　　

二又　　　　　　　　

八所　　　　　　　　
木弓　　　　　　　　

黒渕　　　　　　　　

上津江町上野田　　　

中津江村合瀬　　　　

中津江村栃野　　　　
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大矢川　　　　　　　
方ケ野　　　　　　　

伊良野原　　　　　　

越尾　　　　　　　　

本郷野原　　　　　　

組崎　　　　　　　　

川口　　　　　　　　

井無田原　　　　　　

井無田　　　　　　　

鶴底　　　　　　　　

法連寺　　　　　　　 仁田尾　　　　　　　高月　　　　　　　　

仏原　　　　　　　　

仮屋　　　　　　　　

市の原　　　　　　　

米生　　　　　　　　

須原　　　　　　　　

成君　　　　　　　　

川野　　　　　　　　

田所　　　　　　　　田吉　　　　　　　　

男成　　　　　　　　

▲ 見岳山　　　　　　　 上川井野　　　　　　

笹原川　　　　　　　

笹原　　　　　　　　

入佐　　　　　　　　

黒木尾　　　　　　　

麻山　　　　　　　　

杉の鶴　　　　　　　

中川　　　　　　　　

御所　　　　　　　　

一の瀬　　　　　　　

川島　　　　　　　　

下名連石　　　　　　

吉鶴　　　　　　　　

造別当　　　　　　　

伊義名鶴　　　　　　

稲生原　　　　　　　

稲生野　　　　　　　

横野　　　　　　　　

下川井野　　　　　　

岩立　　　　　　　　

牛ケ瀬　　　　　　　

古野原　　　　　　　

後谷　　　　　　　　

後迫　　　　　　　　

山出　　　　　　　　

所野尾　　　　　　　

小払　　　　　　　　

小峰　　　　　　　　

小野尻　　　　　　　

小野迫　　　　　　　

石仏　　　　　　　　川内　　　　　　　　

川俣　　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

鼠骨　　　　　　　　

大川　　　　　　　　

池尻　　　　　　　　

竹の迫　　　　　　　

猪尾　　　　　　　　

椎原　　　　　　　　

坪の内　　　　　　　

日暮崎　　　　　　　

日名田　　　　　　　

尾野尻　　　　　　　

米内蔵　　　　　　　

名が園　　　　　　　

冷水　　　　　　　　

六本松　　　　　　　

郷野原　　　　　　　

小笹　　　　　　　　

鶴ケ田　　　　　　　

尾次　　　　　　　　

南阿蘇村　　　　　　

岸野　　　　　　　　
柿野　　　　　　　　

室町　　　　　　　　

南阿蘇　　　　　　　
麦春　　　　　　　　

井出下　　　　　　　

新村　　　　　　　　

久石　　　　　　　　

駒返峠　　　　　　　

天神峠　　　　　　　
清水峠　　　　　　　

二子石　　　　　　　

中松　　　　　　　　

御寺　　　　　　　　

一関　　　　　　　　

白川　　　　　　　　

御手水　　　　　　　

両併　　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

二本松　　　　　　　

長谷峠　　　　　　　

高森　　　　　　　　

山造　　　　　　　　

西大矢　　　　　　　

山都町　　　　　　　

井手口　　　　　　　

下吉田　　　　　　　

下猶須　　　　　　　
下磧　　　　　　　　

祇園　　　　　　　　
栗焼　　　　　　　　

桑原田　　　　　　　

御陳　　　　　　　　

御櫃　　　　　　　　

合上　　　　　　　　

山立　　　　　　　　

舟の戸　　　　　　　

重水　　　　　　　　

小坪　　　　　　　　

小牧　　　　　　　　

上二子石　　　　　　

上猶須　　　　　　　

城後　　　　　　　　

赤池　　　　　　　　

前畑　　　　　　　　

竹崎　　　　　　　　

中二子石　　　　　　

長尾野　　　　　　　

東大矢　　　　　　　

幅　　　　　　　　　

無田　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

大見口　　　　　　　

すくの尾　　　　　　

観音寺　　　　　　　

南阿蘇村役場　　　　

高森町役場　　　　　

高森駅　　　　　　　

阿蘇白川駅　　　　　

中松駅　　　　　　　

見晴台駅　　　　　　

南阿蘇水白水高原駅　

南阿蘇白川水源駅　　

五ヶ瀬町　　　　　　

川添　　　　　　　　

波帰　　　　　　　　

土生　　　　　　　　

麦の崎　　　　　　　

栗の谷　　　　　　　

小半田　　　　　　　

黒板　　　　　　　　

陣　　　　　　　　　

三ヶ所川　　　　　　

津花峠　　　　　　　越次　　　　　　　　

室野　　　　　　　　

三ヶ所　　　　　　　

宮の原　　　　　　　

兼が瀬　　　　　　　

五ヶ瀬　　　　　　　

廻渕　　　　　　　　

揚　　　　　　　　　
神の前　　　　　　　

柳井原　　　　　　　

滝上　　　　　　　　

馬見原　　　　　　　

加勢群　　　　　　　

菅尾　　　　　　　　

米迫　　　　　　　　

今　　　　　　　　　

塩出迫　　　　　　　

八木　　　　　　　　

溜渕　　　　　　　　

柏　　　　　　　　　

花寺　　　　　　　　

花上　　　　　　　　

橘　　　　　　　　　

椛山　　　　　　　　

二津留　　　　　　　

上差尾　　　　　　　

塩原　　　　　　　　

横井場　　　　　　　

安方　　　　　　　　

一里木　　　　　　　

横通　　　　　　　　

下塩出　　　　　　　

下神働　　　　　　　

下赤谷　　　　　　　

下長崎　　　　　　　

廻淵　　　　　　　　

柿の尾　　　　　　　

竿渡　　　　　　　　

貫原　　　　　　　　

岩尾野　　　　　　　

興地　　　　　　　　

鏡山　　　　　　　　

栗山　　　　　　　　

栗山滝下　　　　　　

元柏　　　　　　　　

原尾野　　　　　　　

広木野　　　　　　　

甲長崎　　　　　　　

今滝下　　　　　　　

七ツ迫　　　　　　　

宿の谷　　　　　　　

焼野　　　　　　　　

上塩出　　　　　　　

上赤　　　　　　　　

上長崎　　　　　　　

神の木　　　　　　　

赤谷　　　　　　　　

跡取川　　　　　　　

川曲　　　　　　　　

滝下　　　　　　　　

中神働　　　　　　　

長崎滝下　　　　　　

長成　　　　　　　　

椎屋　　　　　　　　
吐の瀬　　　　　　　

斗塩　　　　　　　　

土戸　　　　　　　　

白石谷　　　　　　　

八重所　　　　　　　

八矢　　　　　　　　

文字が崎　　　　　　

米山滝下　　　　　　

北の迫　　　　　　　

立壁　　　　　　　　

鞍岡　　　　　　　　

桑野内　　　　　　　

二瀬本　　　　　　　

五ヶ瀬町役場　　　　

村山　　　　　　　　

中坂峠　　　　　　　

高森峠　　　　　　　

▲ 清栄山　　　　　　　

高尾野　　　　　　　

柳谷　　　　　　　　

小村　　　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

木郷　　　　　　　　

祭場　　　　　　　　 蔵地　　　　　　　　

所尾野　　　　　　　

下切　　　　　　　　

社倉　　　　　　　　

永野原　　　　　　　

大仲野　　　　　　　

岩神　　　　　　　　

灰原　　　　　　　　

芹口　　　　　　　　川走川　　　　　　　

菅山　　　　　　　　
古タ塩　　　　　　　

玉目　　　　　　　　

高辻　　　　　　　　

東竹原　　　　　　　

柳　　　　　　　　　

伊勢　　　　　　　　

井野　　　　　　　　

稲生　　　　　　　　

宇谷　　　　　　　　

猿丸　　　　　　　　

奥鶴　　　　　　　　

下尾野　　　　　　　

梶原　　　　　　　　

吉尾野　　　　　　　

宮の馬場　　　　　　牛神　　　　　　　　

古畑　　　　　　　　

古米　　　　　　　　

幸子　　　　　　　　

高森　　　　　　　　

山の口　　　　　　　

春山　　　　　　　　

小崎　　　　　　　　

小仲野　　　　　　　

小楢木　　　　　　　

上在　　　　　　　　

水上　　　　　　　　

水湛　　　　　　　　水迫　　　　　　　　

菅の迫　　　　　　　

赤立　　　　　　　　

川走　　　　　　　　

倉木山　　　　　　　

早楢　　　　　　　　

大切畑　　　　　　　

大楢木　　　　　　　

男原　　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

仲間　　　　　　　　

通山　　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

日向泊　　　　　　　

馬立　　　　　　　　

埋立　　　　　　　　

目細　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

夕塩　　　　　　　　

旅草　　　　　　　　

草部　　　　　　　　

矢津田　　　　　　　

高森警察署
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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▲



阿蘇山上　　　　　　

▲ 烏帽子岳　　　　　　

色見　　　　　　　　

▲ 中岳　　　　　　　　

阿蘇山　　　　　　　

▲ 高岳　　　　　　　　

▲ 蛇ノ尾　　　　　　　

▲ 米塚　　　　　　　　

▲ 往生岳　　　　　　　

▲ 高塚　　　　　　　　

▲ 楢尾岳　　　　　　　

▲ 杵島岳　　　　　　　

▲ 御竈門山　　　　　　

南郷谷　　　　　　　
松の木　　　　　　　

前川　　　　　　　　

川後田　　　　　　　
河陽　　　　　　　　

▲ 夜峰山　　　　　　　

乙ヶ瀬　　　　　　　

垂玉　　　　　　　　

吉岡　　　　　　　　

沢津野　　　　　　　

湯の谷　　　　　　　

南阿蘇鉄道　　　　　

見瀬　　　　　　　　

河陰　　　　　　　　
加勢　　　　　　　　

喜多　　　　　　　　

戸狩　　　　　　　　

袴野　　　　　　　　

山鳥　　　　　　　　

西丁　　　　　　　　

川地後　　　　　　　

地獄　　　　　　　　

東下田　　　　　　　

八里木　　　　　　　

峰　　　　　　　　　

堀渡　　　　　　　　

長陽駅　　　　　　　

加勢駅　　　　　　　

下田城ふれあい温泉駅

西小園　　　　　　　

三久保　　　　　　　

阿蘇　　　　　　　　
塩塚　　　　　　　　

尾篭　　　　　　　　

片隅　　　　　　　　
▲ 象ヶ鼻　　　　　　　

▲ 遠見ヶ鼻　　　　　　

西湯浦　　　　　　　

湯浦　　　　　　　　

南宮原　　　　　　　

鷲ノ石　　　　　　　

小野田　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

今町　　　　　　　　

黒流町　　　　　　　

内牧　　　　　　　　

甲賀　　　　　　　　

成川　　　　　　　　

阿蘇谷　　　　　　　
道目木　　　　　　　

役犬原　　　　　　　

坊中　　　　　　　　

狩尾　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

賀田　　　　　　　　

口ノ森　　　　　　　

乙姫　　　　　　　　

跡ヶ瀬　　　　　　　

永草　　　　　　　　枳　　　　　　　　　

市ノ川　　　　　　　
仙酔峡道路　　　　　

柿の木　　　　　　　

石ノ前　　　　　　　

井手　　　　　　　　

一里山　　　　　　　

塩井川　　　　　　　

下り山　　　　　　　

下西河原　　　　　　

下西黒川　　　　　　

下谷　　　　　　　　

下田代　　　　　　　

下役犬原　　　　　　 角井　　　　　　　　

萱原　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

宮山　　　　　　　　

元黒川　　　　　　　

原ノ口　　　　　　　

古神　　　　　　　　

甲水　　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

産ノ小屋　　　　　　

市ノ原　　　　　　　

小島　　　　　　　　

小野田町　　　　　　

上ノ小屋　　　　　　

上西河原　　　　　　

上西黒川　　　　　　

上役犬原　　　　　　

陣の町　　　　　　　

西井手　　　　　　　

西下原　　　　　　　

西小倉　　　　　　　

折戸　　　　　　　　

千丁　　　　　　　　

駄原　　　　　　　　

的石市ノ川　　　　　

東下原　　　　　　　

東黒川　　　　　　　

道尻　　　　　　　　

南黒川　　　　　　　

柏ノ木　　　　　　　

白粧原　　　　　　　

浜川　　　　　　　　

北黒川　　　　　　　

無田口　　　　　　　

油町　　　　　　　　

鬢掻　　　　　　　　

小池　　　　　　　　

小里　　　　　　　　

蔵原　　　　　　　　

阿蘇西ＩＣ　　　　　

阿蘇市役所　　　　　

宮地駅　　　　　　　阿蘇駅　　　　　　　

内牧駅　　　　　　　

市ノ川駅　　　　　　

いこいの村駅　　　　

高森町　　　　　　　

▲ 荻岳　　　　　　　　

新波野　　　　　　　 遊雀　　　　　　　　

箱石峠　　　　　　　

佐渡ヶ迫　　　　　　

市尾野　　　　　　　

峰ノ宿　　　　　　　

洗川　　　　　　　　
上色見　　　　　　　

前原　　　　　　　　

小倉原　　　　　　　

日ノ尾峠　　　　　　
▲ 根子岳　　　　　　　

▲ 妻子ヶ鼻　　　　　　 下横堀　　　　　　　

下遊雀　　　　　　　

釜割　　　　　　　　

胡桃原　　　　　　　

左谷　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

上玉来　　　　　　　

西中原　　　　　　　

大道　　　　　　　　

中久保　　　　　　　
中道　　　　　　　　

東中原　　　　　　　

当尾野　　　　　　　

百刈　　　　　　　　

米ノ山　　　　　　　
立塚　　　　　　　　

前原谷　　　　　　　

尾下　　　　　　　　

上横堀　　　　　　　 水ノ元　　　　　　　
南越　　　　　　　　

産山村　　　　　　　

阿蘇市　　　　　　　

杖木原　　　　　　　

産山　　　　　　　　

家壁　　　　　　　　

大利　　　　　　　　

滝水　　　　　　　　
中江　　　　　　　　

御沓　　　　　　　　

小池野　　　　　　　

笹倉　　　　　　　　

坂ノ上　　　　　　　

阿蘇品　　　　　　　

古閑　　　　　　　　

坂梨　　　　　　　　

▲ 卯の鼻　　　　　　　

北坂梨　　　　　　　

三野　　　　　　　　

手野　　　　　　　　

竹田市　　　　　　　

浦久保　　　　　　　

越戸　　　　　　　　

塩井　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

下立塚　　　　　　　

柿川　　　　　　　　

久牛野　　　　　　　

境谷　　　　　　　　

原尻　　　　　　　　

戸無ヶ原　　　　　　

高尾　　　　　　　　

高野原　　　　　　　

高柳　　　　　　　　
佐渡原　　　　　　　

三閑　　　　　　　　

松ヶ迫　　　　　　　

上山鹿　　　　　　　

上町　　　　　　　　

神石　　　　　　　　
菅井　　　　　　　　

瀬戸原　　　　　　　

西手野　　　　　　　

赤砂　　　　　　　　

千部塚　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

大蘇　　　　　　　　

大利日向　　　　　　

谷片俣　　　　　　　

池ノ久保　　　　　　

池ノ鶴　　　　　　　

中山鹿　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

東手野　　　　　　　

豆札　　　　　　　　

楢木野　　　　　　　

飛瀬　　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

福原柿木　　　　　　

北向　　　　　　　　

野中　　　　　　　　

一の宮町中坂梨　　　

小地野　　　　　　　

波野　　　　　　　　

四里塚　　　　　　　

耕院庵　　　　　　　

石尾野　　　　　　　

南谷　　　　　　　　

産山　　　　　　　　

産山村役場　　　　　

滝水駅　　　　　　　

波野駅　　　　　　　
阿蘇警察署
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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▲


