
芽室　　　　　　　　

芽室川　　　　　　　

美生　　　　　　　　

中美生　　　　　　　

美生川　　　　　　　

新生　　　　　　　　

南四線　　　　　　　

北伏古　　　　　　　

零号　　　　　　　　

中伏古　　　　　　　
六線　　　　　　　　

五号　　　　　　　　

二線　　　　　　　　

芽室町　　　　　　　

帯広市　　　　　　　

上芽室　　　　　　　 一丁目　　　　　　　

九丁目　　　　　　　

五丁目　　　　　　　

三丁目　　　　　　　

七丁目　　　　　　　

西四条　　　　　　　

西十条　　　　　　　
西六条　　　　　　　

東めむろ一条　　　　東めむろ三条　　　　

東一条南　　　　　　

東三条南　　　　　　

東六条南　　　　　　

本通南　　　　　　　
芽室　　　　　　　　

基松町　　　　　　　

西四条南　　　　　　
西二条南　　　　　　

東二条南　　　　　　

南（五）　　　　　　

北（一）　　　　　　
本通　　　　　　　　

東五条　　　　　　　東十条　　　　　　　
東八条　　　　　　　東六条　　　　　　　

芽室町役場　　　　　

芽室駅　　　　　　　

大成駅　　　　　　　

清水町　　　　　　　

北四線　　　　　　　

西二十四号　　　　　

祥栄　　　　　　　　

西士狩　　　　　　　

北明　　　　　　　　

東芽室　　　　　　　

芽室ＩＣ　　　　　　 帯広ＪＣＴ　　　　　

芽室帯広ＩＣ　　　　

十丁目　　　　　　　

西二十五条　　　　　

西二十四条　　　　　

然別　　　　　　　　

八丁目　　　　　　　

北芽室　　　　　　　

途別川　　　　　　　

途別　　　　　　　　

西十三号　　　　　　

南九線　　　　　　　

大空　　　　　　　　

別府　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

愛国　　　　　　　　

帯広川西ＩＣ　　　　

別府町　　　　　　　

札内みずほ町　　　　

札内共栄町　　　　　

札内桂町　　　　　　札内堤町　　　　　　

札内文京町　　　　　

西十九条　　　　　　

西十八条　　　　　　

西二十三条　　　　　

西二条　　　　　　　東二条　　　　　　　

南（三）　　　　　　

南（三十）　　　　　

南（三十四）　　　　

南（三十八）　　　　

南（四十二）　　　　

南（十三）　　　　　

南（十七）　　　　　

南（二十）　　　　　

南（二十四）　　　　

南（二十八）　　　　

南町東一条　　　　　南町東五条　　　　　南町東三条　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

愛国町　　　　　　　

稲田町　　　　　　　

空港南町　　　　　　

公園東町　　　　　　

自由が丘（一）　　　

自由が丘（五）　　　

自由が丘（三）　　　
自由が丘（七）　　　

川西町　　　　　　　

大空町　　　　　　　

大通　　　　　　　　

南（四十一）　　　　

南（十五）　　　　　

南（六）　　　　　　

南の森西（一）　　　

南の森西（九）　　　

南の森西（四）　　　

南の森西（七）　　　
南の森西（十）　　　

南の森西（二）　　　南の森西（六）　　　

南の森東（四）　　　

南の森東（二）　　　

緑ヶ丘二条通　　　　

札内北栄町　　　　　西十三条　　　　　　
西十七条　　　　　　

西二十一条　　　　　
白樺十六条　　　　　 帯広駅　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

矢部　　　　　　　　

西七線　　　　　　　

大和　　　　　　　　

北五線　　　　　　　

鈴蘭　　　　　　　　

共栄　　　　　　　　

一号　　　　　　　　

音更　　　　　　　　

西昭和　　　　　　　

下士幌　　　　　　　
北進　　　　　　　　

桜田　　　　　　　　

宝来　　　　　　　　木野　　　　　　　　

西帯広　　　　　　　

西二十条　　　　　　

西十六条　　　　　　

帯広　　　　　　　　

音更帯広ＩＣ　　　　

すずらん台仲町　　　
すずらん台南町　　　

すずらん台北町　　　

ひびき野西町　　　　ひびき野仲町　　　　ひびき野東町　　　　

音更　　　　　　　　

下音更　　　　　　　

希望が丘　　　　　　

共栄台西　　　　　　共栄台東　　　　　　

元町　　　　　　　　

桜が丘　　　　　　　桜が丘西　　　　　　

札内桜町　　　　　　札内西町　　　　　　

住吉台　　　　　　　

春日　　　　　　　　

新通（九）　　　　　

新通（十八）　　　　

新通（六）　　　　　

西五条　　　　　　　

西三条　　　　　　　

西十五条　　　　　　西二十二条　　　　　

西八条　　　　　　　

大通（九）　　　　　

大通（五）　　　　　

大通（十四）　　　　

大通（十二）　　　　

大通（十八）　　　　

中鈴蘭元町　　　　　

中鈴蘭南　　　　　　

中鈴蘭北　　　　　　

東士狩　　　　　　　

東十一条　　　　　　

東十二条　　　　　　

東昭和　　　　　　　東通（十五）　　　　

東通（十二）　　　　

東通（十八）　　　　

東和　　　　　　　　

藤ヶ丘　　　　　　　

南住吉台　　　　　　

南大和　　　　　　　

南鈴蘭南　　　　　　

南鈴蘭北　　　　　　

富丘　　　　　　　　

宝来西町南　　　　　

宝来西町北　　　　　

宝来仲町南　　　　　

宝来仲町北　　　　　

宝来東町南　　　　　

宝来東町北　　　　　

北（三）　　　　　　

北藤ヶ丘　　　　　　北宝来一　　　　　　北鈴蘭南　　　　　　

北鈴蘭北　　　　　　

木野公園下町　　　　

木野西通（七）　　　

木野西通（十一）　　

木野西通（十九）　　

木野西通（十四）　　

木野西通（十六）　　

木野大通西（一）　　

木野大通東（十一）　

木野大通東（十九）　

木野大通東（十四）　

木野大通東（八）　　

木野東通（四）　　　

木野東通（二）　　　

柳町仲区　　　　　　

柳町南区　　　　　　

柳町北区　　　　　　

雄飛が丘南区　　　　

緑が丘　　　　　　　

緑陽台仲区　　　　　

緑陽台南区　　　　　

緑陽台北区　　　　　

依田町　　　　　　　

大川町　　　　　　　

南（一）　　　　　　

南（四）　　　　　　

南（十）　　　　　　南（二）　　　　　　

南（八）　　　　　　柏林台中町　　　　　

柏林台南町　　　　　

北（五）　　　　　　

北（四）　　　　　　北（二）　　　　　　

北（八）　　　　　　

北（六）　　　　　　

新通（二）　　　　　北陽台　　　　　　　雄飛が丘仲区　　　　

帯広市役所　　　　　

音更町役場　　　　　

西帯広駅　　　　　　

柏林台駅　　　　　　

帯広警察署
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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
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線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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札内　　　　　　　　

依田　　　　　　　　

日新　　　　　　　　

稲志別川　　　　　　

千住　　　　　　　　

旧途別川　　　　　　

猿別　　　　　　　　

幕別　　　　　　　　

軍岡　　　　　　　　

札内あかしや町　　　

札内若草町　　　　　

錦町　　　　　　　　

札内春日町　　　　　

札内青葉町　　　　　

札内泉町　　　　　　

札内中央町　　　　　

寿町　　　　　　　　

新町　　　　　　　　

南町　　　　　　　　

本町　　　　　　　　

札内新北町　　　　　 旭町　　　　　　　　札内暁町　　　　　　
札内豊町　　　　　　

幕別町役場　　　　　

札内駅　　　　　　　

幕別駅　　　　　　　

十勝川温泉　　　　　

相生　　　　　　　　

旭　　　　　　　　　

元昭和　　　　　　　
長流枝内川　　　　　

十勝川　　　　　　　 相川　　　　　　　　

千代田堰堤　　　　　

長流枝　　　　　　　

道東自動車道　　　　

札内北町　　　　　　

栄進　　　　　　　　

札内東町　　　　　　札内稔町　　　　　　

十勝川温泉　　　　　

東旭　　　　　　　　

川合　　　　　　　　

昭栄　　　　　　　　北十号　　　　　　　

大豊　　　　　　　　

新川　　　　　　　　

東三十号　　　　　　

明野　　　　　　　　

北栄　　　　　　　　

大通南（一）　　　　

池田町　　　　　　　

千代田　　　　　　　

▲ フンベ山　　　　　　

豊田　　　　　　　　

利別　　　　　　　　 池田　　　　　　　　 東台　　　　　　　　

清見　　　　　　　　

姉別川　　　　　　　
様舞　　　　　　　　

青山　　　　　　　　

池田ＩＣ　　　　　　

旭町（一）　　　　　

清見ヶ丘　　　　　　

利別西町　　　　　　

利別東町　　　　　　

利別南町　　　　　　

利別本町　　　　　　
池田町役場　　　　　

利別駅　　　　　　　

池田駅　　　　　　　

池田警察署
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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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白糠町　　　　　　　

足寄町　　　　　　　

▲ 阿寒富士　　　　　　

▲ フレベツ岳　　　　　

白水川　　　　　　　

▲ 雌阿寒岳　　　　　　

ウグイ川　　　　　　▲ フップシ岳　　　　　

尻駒別川　　　　　　

阿寒湖　　　　　　　大崎　　　　　　　　

阿寒湖畔　　　　　　

大島　　　　　　　　

釧北峠　　　　　　　

阿寒湖温泉（一）　　

阿寒湖温泉（五）　　

阿寒湖温泉（三）　　
阿寒湖温泉（二）　　

阿寒湖温泉（六）　　

阿寒町寒湖温泉（四）

ホロナイ川　　　　　
モセツリ川　　　　　

幌呂川　　　　　　　

阿寒川　　　　　　　

阿寒町飽別東一線　　

ピリカネップ　　　　

茂雪裡　　　　　　　
茂雪裡第三　　　　　

阿寒町飽別基線　　　

イベシベツ川　　　　

パンケトー　　　　　

ペンケトー　　　　　

双岳台　　　　　　　

双湖台　　　　　　　

▲ 雄阿寒岳　　　　　　

釧路市　　　　　　　
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240

240

1093

240

241

   1/50000

654400＊11

6543(3)
36

26

37

27

6543(4)
16

06

17

07

6443(1)
76

66

77

67

6544(15)
30

20

31

21

654410

654400

654411

654401

6544(16)
10

00

11

01

6444(13)
70

60

71

61

6544(11)
32

22

33

23

6544(12)
12

02

13

03

6444(9)
72

62

73

63

交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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釧路港　　　　　　　

海運（三）　　　　　

喜多町　　　　　　　

寿（三）　　　　　　

西港（一）　　　　　西港（二）　　　　　

知人町　　　　　　　

浜町　　　　　　　　
宝町　　　　　　　　

駒場町　　　　　　　新富士町（二）　　　

西港（三）　　　　　

西港（四）　　　　　 川端町　　　　　　　新富士駅　　　　　　

松浦　　　　　　　　

釧路　　　　　　　　

弁天ヶ浜　　　　　　

春採湖　　　　　　　

春採　　　　　　　　

武佐　　　　　　　　

興津　　　　　　　　

桜ヶ岡　　　　　　　

白樺台　　　　　　　

益浦　　　　　　　　

桂恋　　　　　　　　

別保　　　　　　　　

双河辺　　　　　　　

又飯時　　　　　　　

別保川　　　　　　　

春日　　　　　　　　

海運（一）　　　　　

港町　　　　　　　　

若草町　　　　　　　

寿（一）　　　　　　

仲浜町　　　　　　　

南浜町　　　　　　　

米町（二）　　　　　

栄町　　　　　　　　

黒金町　　　　　　　
川上町　　　　　　　北大通　　　　　　　末広町　　　　　　　浪花町　　　　　　　

浦見（三）　　　　　浦見（六）　　　　　

益浦（一）　　　　　

益浦（三）　　　　　

益浦（四）　　　　　益浦（二）　　　　　

貝塚（一）　　　　　

貝塚（三）　　　　　
貝塚（四）　　　　　

貝塚（二）　　　　　

宮本（一）　　　　　

宮本（二）　　　　　

共栄大通　　　　　　

興津（一）　　　　　
興津（五）　　　　　

興津（三）　　　　　

興津（四）　　　　　
興津（二）　　　　　

錦町　　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

高山　　　　　　　　

材木町　　　　　　　

桜ヶ岡（一）　　　　

桜ヶ岡（五）　　　　

桜ヶ岡（三）　　　　

桜ヶ岡（四）　　　　
桜ヶ岡（七）　　　　

桜ヶ岡（二）　　　　
桜ヶ岡（八）　　　　

桜ヶ岡（六）　　　　

三津浦　　　　　　　

紫雲台　　　　　　　

若松町　　　　　　　

若竹町　　　　　　　

住吉（一）　　　　　
住吉（二）　　　　　

春湖台　　　　　　　

春採（一）　　　　　

春採（五）　　　　　

春採（三）　　　　　

春採（四）　　　　　

春採（七）　　　　　

春採（二）　　　　　

春採（八）　　　　　

春採（六）　　　　　

春日町　　　　　　　

松浦町　　　　　　　

城山（一）　　　　　
城山（二）　　　　　

新栄町　　　　　　　

新釧路町　　　　　　
新富町　　　　　　　

千歳町　　　　　　　

千代ノ浦　　　　　　

川北町　　　　　　　

双葉町　　　　　　　

大川町　　　　　　　

大町（五）　　　　　 鶴ヶ岱（一）　　　　
鶴ヶ岱（三）　　　　鶴ヶ岱（二）　　　　

東陽西（一）　　　　
東陽大通西（一）　　

東陽大通西（二）　　

南大通　　　　　　　
入舟（五）　　　　　

柏木町　　　　　　　

白樺台（一）　　　　
白樺台（五）　　　　白樺台（三）　　　　

白樺台（四）　　　　

白樺台（七）　　　　

白樺台（二）　　　　白樺台（六）　　　　

白金町　　　　　　　

富士見（一）　　　　
富士見（三）　　　　

富士見（二）　　　　 武佐（一）　　　　　

武佐（五）　　　　　

武佐（三）　　　　　

武佐（四）　　　　　

武佐（二）　　　　　

米町（三）　　　　　

米町（四）　　　　　

別保（一）　　　　　

別保（五）　　　　　

別保（三）　　　　　
別保（七）　　　　　

別保（十）　　　　　

別保（八）　　　　　別保（六）　　　　　

別保東（一）　　　　

別保南（一）　　　　

別保南（五）　　　　別保南（三）　　　　

別保南（四）　　　　

別保南（二）　　　　

北見団地（一）　　　

堀川町　　　　　　　

弥生（一）　　　　　弥生（二）　　　　　

緑ヶ岡（一）　　　　

緑ヶ岡（五）　　　　

緑ヶ岡（三）　　　　

緑ヶ岡（四）　　　　
緑ヶ岡（二）　　　　

緑ヶ岡（六）　　　　

共和　　　　　　　　別保原野　　　　　　
花園町　　　　　　　 古川町　　　　　　　

光陽町　　　　　　　光和（五）　　　　　
新開（五）　　　　　中央（一）　　　　　

中央（二）　　　　　

東陽西（二）　　　　入江町　　　　　　　 別保東（二）　　　　北見団地（六）　　　

釧路市役所　　　　　

釧路町役場　　　　　

釧路駅　　　　　　　

東釧路駅　　　　　　
別保駅　　　　　　　

武佐駅　　　　　　　

釧路方面本部釧路警察署
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許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



美濃　　　　　　　　

北斗　　　　　　　　

志別川　　　　　　　

大楽毛川　　　　　　

大楽毛　　　　　　　

鶴野　　　　　　　　

鳥取　　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

治水町　　　　　　　

住之江町　　　　　　

昭和中央（一）　　　

昭和中央（五）　　　

昭和中央（三）　　　
昭和中央（四）　　　

昭和中央（二）　　　

昭和中央（六）　　　

昭和町（一）　　　　

昭和町（三）　　　　
昭和町（四）　　　　

昭和町（二）　　　　

昭和南（五）　　　　

昭和南（三）　　　　

昭和南（四）　　　　

昭和南（六）　　　　 昭和北（一）　　　　

昭和北（三）　　　　

昭和北（二）　　　　

新富士町（五）　　　

新富士町（三）　　　新富士町（四）　　　新富士町（六）　　　

星が浦大通（一）　　

星が浦大通（五）　　
星が浦大通（三）　　

星が浦大通（四）　　星が浦大通（二）　　

星が浦南（一）　　　

星が浦南（三）　　　

星が浦南（四）　　　

星が浦南（二）　　　

星が浦南（六）　　　

星が浦北（三）　　　
星が浦北（四）　　　

星が浦北（二）　　　

大楽毛（一）　　　　
大楽毛（五）　　　　

大楽毛（三）　　　　

大楽毛（四）　　　　

大楽毛（二）　　　　

大楽毛西（一）　　　大楽毛西（二）　　　

大楽毛南（一）　　　
大楽毛南（五）　　　大楽毛南（三）　　　

大楽毛南（四）　　　

大楽毛南（二）　　　

大楽毛北（一）　　　

大楽毛北（二）　　　

中鶴野　　　　　　　

鳥取大通（九）　　　

鳥取大通（五）　　　

鳥取大通（三）　　　
鳥取大通（四）　　　

鳥取大通（七）　　　

鳥取大通（二）　　　鳥取南（五）　　　　
鳥取南（三）　　　　鳥取南（四）　　　　

鳥取南（七）　　　　

鳥取南（八）　　　　

鳥取南（六）　　　　

鳥取北（九）　　　　

鳥取北（五）　　　　鳥取北（三）　　　　
鳥取北（四）　　　　

鳥取北（七）　　　　

鳥取北（十）　　　　

鳥取北（八）　　　　鳥取北（六）　　　　鶴野東（一）　　　　

鶴野東（五）　　　　

鶴野東（三）　　　　

鶴野東（四）　　　　

鶴野東（二）　　　　

北園　　　　　　　　

北園（一）　　　　　

釧路西ＩＣ　　　　　

大楽毛駅　　　　　　 新大楽毛駅　　　　　

中幌呂下　　　　　　

下幌呂　　　　　　　

温根内　　　　　　　

大島川　　　　　　　

新釧路川　　　　　　

愛国　　　　　　　　

▲ 岩保木山　　　　　　

岩保木　　　　　　　

鳥通　　　　　　　　

遠矢　　　　　　　　

釧路川　　　　　　　

旧雪裡川　　　　　　

床丹　　　　　　　　

オビラシケ川　　　　
オビラシケ　　　　　

天寧　　　　　　　　

暁町　　　　　　　　

新橋大通　　　　　　

新川町　　　　　　　

東川町　　　　　　　

トリトウシ　　　　　

よし野（七）　　　　
よし野（二）　　　　

わらび（二）　　　　

愛国西（一）　　　　

愛国西（三）　　　　

愛国西（四）　　　　

愛国西（二）　　　　

愛国東（一）　　　　

愛国東（三）　　　　
愛国東（四）　　　　

愛国東（二）　　　　

芦野（一）　　　　　

芦野（五）　　　　　
芦野（三）　　　　　

芦野（二）　　　　　

遠矢（一）　　　　　

遠矢（五）　　　　　

遠矢（七）　　　　　

遠矢南（五）　　　　

遠矢南（三）　　　　

河畔（九）　　　　　

河畔（五）　　　　　

河畔（二）　　　　　

雁来　　　　　　　　

桂（一）　　　　　　

桂（五）　　　　　　
桂（三）　　　　　　

桂木（一）　　　　　
桂木（三）　　　　　桂木（四）　　　　　

桂木（六）　　　　　

光和（四）　　　　　

光和（七）　　　　　
光和（二）　　　　　

広里　　　　　　　　

国誉（五）　　　　　

国誉（三）　　　　　

若葉（一）　　　　　
若葉（四）　　　　　

曙（一）　　　　　　

曙（三）　　　　　　曙（四）　　　　　　
曙（二）　　　　　　

新開（四）　　　　　

中園町　　　　　　　

中央（九）　　　　　

中央（五）　　　　　

中央（三）　　　　　

中央（四）　　　　　

中央（七）　　　　　中央（十）　　　　　

中央（八）　　　　　

中央（六）　　　　　

鳥通西（八）　　　　

鳥通西（六）　　　　

鳥通東（三）　　　　
鳥通東（六）　　　　

鳥里（六）　　　　　

南陽台（九）　　　　

南陽台（五）　　　　
南陽台（七）　　　　

柏西（一）　　　　　

柏西（五）　　　　　

柏西（三）　　　　　
柏西（七）　　　　　

柏西（二）　　　　　

柏西（六）　　　　　

柏東（五）　　　　　柏東（三）　　　　　

柏東（七）　　　　　
柏東（二）　　　　　

美原（一）　　　　　

美原（五）　　　　　

美原（三）　　　　　

美原（四）　　　　　

美原（二）　　　　　

富原　　　　　　　　

文苑（一）　　　　　

文苑（三）　　　　　

文苑（四）　　　　　

文苑（二）　　　　　

豊川町　　　　　　　

豊美（一）　　　　　

豊美（二）　　　　　

北都（一）　　　　　
北都（二）　　　　　

睦（五）　　　　　　
睦（三）　　　　　　

睦（二）　　　　　　

木場（一）　　　　　
木場（二）　　　　　

柳町　　　　　　　　

緑（一）　　　　　　緑（三）　　　　　　

釧路東ＩＣ　　　　　

釧路中央ＩＣ　　　　

遠矢駅　　　　　　　

ツルワシナイ川　　　

宮島岬　　　　　　　

キラコタン岬　　　　

ケネチャラシベツ川　

二股　　　　　　　　

釧路湿原　　　　　　

細岡　　　　　　　　
達古武沼　　　　　　

達古武　　　　　　　

細岡駅　　　　　　　

釧路湿原駅　　　　　
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