
沢野　　　　　　　　

佐治　　　　　　　　 口塩久　　　　　　　

東芦田　　　　　　　

栗住野　　　　　　　

西芦田　　　　　　　

沼　　　　　　　　　

小谷　　　　　　　　

鴨内　　　　　　　　

香良　　　　　　　　伊佐口　　　　　　　

加古川　　　　　　　

御油　　　　　　　　

井中　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

常楽　　　　　　　　

丹波　　　　　　　　

賀茂　　　　　　　　

桟敷　　　　　　　　

絹山　　　　　　　　

油良　　　　　　　　

長王　　　　　　　　

牛河内　　　　　　　

新才　　　　　　　　

古河　　　　　　　　

黒井　　　　　　　　

七日市　　　　　　　

多田　　　　　　　　

勅使　　　　　　　　
与戸　　　　　　　　

戸坂　　　　　　　　

酒梨　　　　　　　　

乙河内　　　　　　　

下鴨阪　　　　　　　

上鴨阪　　　　　　　

徳尾　　　　　　　　

氷上　　　　　　　　

青垣ＩＣ　　　　　　

稲塚　　　　　　　　

横町　　　　　　　　

鴨阪　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

宮の下　　　　　　　

今中　　　　　　　　

芝町　　　　　　　　
上ヶ町　　　　　　　

杉ノ下　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

長見　　　　　　　　

長者台　　　　　　　

尾端　　　　　　　　

市島町白毫寺　　　　

春日町稲塚　　　　　

春日町山田　　　　　

春日町野山　　　　　

青垣町田井縄　　　　

氷上町下新庄　　　　

氷上町柿柴　　　　　

氷上町上新庄　　　　

氷上町成松　　　　　

氷上町南油良　　　　

氷上町日比宇　　　　

氷上町北油良　　　　

丹波市役所　　　　　

今西中　　　　　　　

額田　　　　　　　　

中佐治　　　　　　　

榎峠　　　　　　　　

奥塩久　　　　　　　
市ノ貝　　　　　　　

荒木　　　　　　　　

天田　　　　　　　　

室　　　　　　　　　

市寺　　　　　　　　

正明寺　　　　　　　

篠尾　　　　　　　　

厚中野　　　　　　　

問屋　　　　　　　　

荒河　　　　　　　　

岩井　　　　　　　　

奥野部　　　　　　　

天照　　　　　　　　

和久寺　　　　　　　

大門　　　　　　　　

今安　　　　　　　　

拝師　　　　　　　　

口榎原　　　　　　　

榎原　　　　　　　　

奥榎原　　　　　　　

穴裏峠　　　　　　　

石場　　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

樽水　　　　　　　　

談　　　　　　　　　

小牧　　　　　　　　

▲ 烏帽子山　　　　　　

下戸　　　　　　　　

宮垣　　　　　　　　

猪野々　　　　　　　
上小田　　　　　　　

下小田　　　　　　　

野花　　　　　　　　

牧川　　　　　　　　

牧　　　　　　　　　

上天津　　　　　　　

漆端　　　　　　　　

安井　　　　　　　　

池部　　　　　　　　

京都丹後鉄道宮福線　

上町　　　　　　　　

中千原　　　　　　　

羽合　　　　　　　　

下荒河　　　　　　　

下篠尾　　　　　　　

下千原　　　　　　　

下町　　　　　　　　

柿本　　　　　　　　

額塚　　　　　　　　

茅ノ台　　　　　　　

甘栗　　　　　　　　

向野　　　　　　　　
広峯町　　　　　　　

黒石　　　　　　　　

鴫谷　　　　　　　　

住所大山　　　　　　

十三丘　　　　　　　

上荒河　　　　　　　

上篠尾　　　　　　　

大見長祖　　　　　　

池内　　　　　　　　

東羽合町　　　　　　

波江　　　　　　　　

半田　　　　　　　　

野笹　　　　　　　　

六十内　　　　　　　

かしの木台（一）　　

かしの木台（三）　　

かしの木台（二）　　

旭が丘　　　　　　　

駅南町（一）　　　　駅南町（三）　　　　

駅南町（二）　　　　

岩井新町　　　　　　

厚　　　　　　　　　
厚中町　　　　　　　

篠尾新町（四）　　　篠尾新町（二）　　　

十二　　　　　　　　

末広町（五）　　　　

問屋町　　　　　　　

夜久野町井田　　　　

夕陽が丘　　　　　　

和久市町　　　　　　

石本　　　　　　　　立原　　　　　　　　

上川口駅　　　　　　

下夜久野駅　　　　　

福知山市民病院口駅　

荒河かしの木台駅　　

福知山駅　　　　　　

多利　　　　　　　　

池尾　　　　　　　　

小多利　　　　　　　

東勅使　　　　　　　

中竹田　　　　　　　

下竹田　　　　　　　

友政　　　　　　　　

上竹田　　　　　　　

矢代　　　　　　　　

竹田川　　　　　　　

上垣　　　　　　　　

上田　　　　　　　　

梶原　　　　　　　　 喜多　　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

上牧　　　　　　　　

北奥　　　　　　　　

▲ 妙高山　　　　　　　

田ノ谷　　　　　　　

西松　　　　　　　　

中出　　　　　　　　

梅原　　　　　　　　

千束　　　　　　　　
寺尾　　　　　　　　

草山　　　　　　　　

芦渕　　　　　　　　

生野　　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

大内　　　　　　　　
田野　　　　　　　　

福知山市　　　　　　

段宿　　　　　　　　

市島町北岡本　　　　

安下　　　　　　　　

井ノ奥　　　　　　　

奥ヶ市　　　　　　　

奥地　　　　　　　　

岡部　　　　　　　　

下ノ段　　　　　　　

河内野　　　　　　　

久良部　　　　　　　

琴ヶ瀬　　　　　　　

後地　　　　　　　　

三軒家　　　　　　　
寺尾山田　　　　　　

十市　　　　　　　　

小笹　　　　　　　　

小路　　　　　　　　

松村　　　　　　　　

菖蒲越　　　　　　　

上ノ段　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

新道貝　　　　　　　

神池　　　　　　　　

水西　　　　　　　　

西田ノ谷　　　　　　

石原　　　　　　　　

千束野　　　　　　　

前地　　　　　　　　

大内山田　　　　　　

大平　　　　　　　　

端　　　　　　　　　

中ヶ市　　　　　　　

長田野工業団地　　　

田野山田　　　　　　

菟原下二　　　　　　

東田ノ谷　　　　　　

柏田　　　　　　　　

八日市　　　　　　　

表　　　　　　　　　

牧南　　　　　　　　

牧北　　　　　　　　

末谷　　　　　　　　

野毛　　　　　　　　

柳瀬　　　　　　　　

梨ノ木　　　　　　　

冷田　　　　　　　　

三和町みわ　　　　　

市島町戸平　　　　　

市島町市島　　　　　

正後寺　　　　　　　

後正寺　　　　　　　
口田野　　　　　　　

才田　　　　　　　　

上安場　　　　　　　

樽井　　　　　　　　 坂室　　　　　　　　

市島駅　　　　　　　

丹波竹田駅　　　　　

三俣　　　　　　　　

平石　　　　　　　　
多保市　　　　　　　

土師川　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

笹場　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

長田野　　　　　　　

岩間　　　　　　　　

土師　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

塩津峠　　　　　　　

日吉ケ丘　　　　　　

堀　　　　　　　　　

福知山　　　　　　　

▲ 烏ヶ岳　　　　　　　

印内　　　　　　　　
報恩寺　　　　　　　

川北　　　　　　　　

土　　　　　　　　　

興　　　　　　　　　

私市　　　　　　　　

小西　　　　　　　　

今田　　　　　　　　

舘町　　　　　　　　

大畠　　　　　　　　

栗町　　　　　　　　

高津　　　　　　　　

上延　　　　　　　　

安場　　　　　　　　

福知山ＩＣ　　　　　

下中　　　　　　　　

中ノ　　　　　　　　

下紺屋　　　　　　　

裏ノ　　　　　　　　

以久田野　　　　　　

下地　　　　　　　　

下猪崎　　　　　　　

下報恩寺　　　　　　

佳屋野　　　　　　　

市の谷　　　　　　　

蛇ヶ端　　　　　　　

秋津が丘　　　　　　

小松ヶ丘　　　　　　

小谷ヶ丘　　　　　　

森垣　　　　　　　　

水内　　　　　　　　

聖佳町　　　　　　　

泉谷　　　　　　　　

中村団地　　　　　　

猪崎　　　　　　　　

長宮　　　　　　　　

長田段　　　　　　　

長田南　　　　　　　

長田北　　　　　　　

東堀　　　　　　　　

東野町　　　　　　　

内田　　　　　　　　
堀口　　　　　　　　

本堀　　　　　　　　

野間仁田　　　　　　

安場町　　　　　　　

位田町　　　　　　　

井倉町　　　　　　　

延町　　　　　　　　

岡ノ　　　　　　　　

岡町　　　　　　　　

桔梗が丘（一）　　　
桔梗が丘（二）　　　

桔梗が丘（六）　　　

宮代町　　　　　　　

駒場新町（一）　　　
駒場新町（三）　　　
駒場新町（二）　　　

呉服　　　　　　　　

高津町　　　　　　　

私市町　　　　　　　

小貝町　　　　　　　

小西町　　　　　　　

上延町　　　　　　　

上新　　　　　　　　

西平野町　　　　　　

前田　　　　　　　　

大池坂町　　　　　　

大島町　　　　　　　

中坂町　　　　　　　

長山町　　　　　　　

長田野町（一）　　　

長田野町（三）　　　

長田野町（二）　　　

土師宮町（一）　　　

土師宮町（二）　　　

土師新町（一）　　　

土師新町（四）　　　

東平野町　　　　　　

内記　　　　　　　　

多谷　　　　　　　　

野原　　　　　　　　 今田町　　　　　　　 大畠町　　　　　　　

福知山市役所　　　　

石原駅　　　　　　　

高津駅　　　　　　　
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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▲ 三国山　　　　　　　

久畑　　　　　　　　

後　　　　　　　　　

東中　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

今里　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

稲垣　　　　　　　　

西ノ谷　　　　　　　

桑村　　　　　　　　

今西中　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

田和　　　　　　　　

常願寺　　　　　　　

日尾　　　　　　　　

夷　　　　　　　　　

大内　　　　　　　　牧　　　　　　　　　

天津　　　　　　　　

安井　　　　　　　　

筈巻　　　　　　　　

瘤ノ木　　　　　　　

一尾　　　　　　　　

大呂　　　　　　　　

上谷　　　　　　　　

長尾　　　　　　　　

一ノ宮　　　　　　　

下佐々木　　　　　　

中佐々木　　　　　　

上佐々木　　　　　　

▲ 三岳山　　　　　　　

上野条　　　　　　　

行積　　　　　　　　

▲ 天ヶ峰　　　　　　　

坂浦　　　　　　　　

下野条　　　　　　　

山谷　　　　　　　　
西石　　　　　　　　

橋谷　　　　　　　　

小原田　　　　　　　

金尾　　　　　　　　

奥谷　　　　　　　　
柿本　　　　　　　　

見安　　　　　　　　

戸倉　　　　　　　　

公庄上　　　　　　　

坂梨　　　　　　　　

小野原　　　　　　　

谷村　　　　　　　　

段　　　　　　　　　

竹石　　　　　　　　

中地　　　　　　　　

勅使　　　　　　　　

天王地　　　　　　　

仏坂　　　　　　　　

野際　　　　　　　　

下大内　　　　　　　

下天津　　　　　　　

上大内　　　　　　　

大江町日藤　　　　　

先山　　　　　　　　

牧駅　　　　　　　　

下天津駅　　　　　　

豊岡市　　　　　　　

畑山　　　　　　　　

赤花　　　　　　　　

坂津　　　　　　　　

奥赤　　　　　　　　

▲ 郷路岳　　　　　　　

栗尾　　　　　　　　

薬王寺　　　　　　　

大河内　　　　　　　

雲原　　　　　　　　

仏谷　　　　　　　　

荷稲　　　　　　　　

天座　　　　　　　　

▲ 赤石ヶ岳　　　　　　
与謝峠　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

▲ 江笠山　　　　　　　

▲ 大江山　　　　　　　

山河　　　　　　　　

宇豆貴　　　　　　　

与謝　　　　　　　　

滝　　　　　　　　　
奥滝　　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

平林　　　　　　　　

桜内　　　　　　　　

温江　　　　　　　　
虫本　　　　　　　　

福知山市　　　　　　

いななき　　　　　　

奥手　　　　　　　　

久保小杉野　　　　　

後野　　　　　　　　

口滝　　　　　　　　

鹿ノ熊　　　　　　　

大田和　　　　　　　

天座一区　　　　　　
天座二区　　　　　　

登尾　　　　　　　　

湯の谷　　　　　　　

南島　　　　　　　　

二ッ岩　　　　　　　

尾ノ上　　　　　　　

本村　　　　　　　　有熊　　　　　　　　

谷垣　　　　　　　　
加悦　　　　　　　　

高津江　　　　　　　

三河　　　　　　　　

二箇　　　　　　　　

北有路　　　　　　　

▲ 矢部山　　　　　　　

二俣　　　　　　　　

天田内　　　　　　　

金屋　　　　　　　　河守　　　　　　　　

蓼原　　　　　　　　

千原　　　　　　　　

波美　　　　　　　　

南有路　　　　　　　

尾藤　　　　　　　　

常津　　　　　　　　

公庄　　　　　　　　

夏間　　　　　　　　在田　　　　　　　　

南山　　　　　　　　

山野口　　　　　　　
鍛治屋　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

物部　　　　　　　　

西坂　　　　　　　　

志賀郷　　　　　　　

仁和　　　　　　　　
西方　　　　　　　　

坊口　　　　　　　　

桑飼上　　　　　　　

京都縦貫自動車道　　

阿良須　　　　　　　

奥山　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

金重　　　　　　　　

九日　　　　　　　　
古地　　　　　　　　

五日市　　　　　　　

公庄下　　　　　　　

広畑　　　　　　　　

三ヶ村　　　　　　　

室尾谷　　　　　　　

新町　　　　　　　　
森安　　　　　　　　

森野　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

中央　　　　　　　　

堂本　　　　　　　　

奈良原　　　　　　　

二箇下　　　　　　　

二箇上　　　　　　　

尾藤奥　　　　　　　

尾藤口　　　　　　　

矢津　　　　　　　　 金河内町　　　　　　

志賀郷町　　　　　　

小畑町　　　　　　　
新庄町　　　　　　　

仁和町　　　　　　　

西坂町　　　　　　　

西方町　　　　　　　

大江町関　　　　　　

大江町市原谷　　　　

大江町上野　　　　　

鍛治屋町　　　　　　

物部町　　　　　　　

坊口町　　　　　　　

公庄駅　　　　　　　

大江駅　　　　　　　

大江高校前駅　　　　

二俣駅　　　　　　　

普甲峠　　　　　　　

佛性寺　　　　　　　

毛原　　　　　　　　

北原　　　　　　　　

内宮　　　　　　　　

桑飼下　　　　　　　

岡田由里　　　　　　地頭　　　　　　　　

大俣　　　　　　　　

般若寺　　　　　　　

富室　　　　　　　　

滝ヶ宇呂　　　　　　

河原　　　　　　　　

下見谷　　　　　　　

下漆原　　　　　　　

▲ 赤岩山　　　　　　　

上漆原　　　　　　　

京都丹後鉄道宮福線　

舞鶴大江ＩＣ　　　　

西方寺　　　　　　　

大江山口内宮駅　　　

辛皮駅　　　　　　　
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与謝野町　　　　　　

鱒留　　　　　　　　

五箇　　　　　　　　
大萱　　　　　　　　

茂地　　　　　　　　大路　　　　　　　　

▲ 磯砂山　　　　　　　
大成　　　　　　　　

中藤　　　　　　　　

口藤　　　　　　　　

虫生　　　　　　　　

奥藤　　　　　　　　

明石　　　　　　　　

三河内　　　　　　　

幾地　　　　　　　　
四辻　　　　　　　　

上山田　　　　　　　

亀山　　　　　　　　

三重　　　　　　　　

常吉　　　　　　　　

奥大野　　　　　　　

口大野　　　　　　　

三坂　　　　　　　　

京都丹後鉄道宮豊線　

加悦奥　　　　　　　

算所　　　　　　　　

大宮町下常吉　　　　

大宮町上常吉　　　　

京丹後大宮ＩＣ　　　

京丹後大宮駅　　　　

下岡　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

仲禅寺　　　　　　　

郷　　　　　　　　　

生野内　　　　　　　

切畑　　　　　　　　

小西　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

新治　　　　　　　　

菅　　　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

安　　　　　　　　　

京丹後　　　　　　　

杉谷　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

石丸　　　　　　　　

橋木　　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

丹波　　　　　　　　

内記　　　　　　　　

荒山　　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

久次　　　　　　　　

周枳　　　　　　　　

善王寺　　　　　　　

河辺　　　　　　　　

吉沢　　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

和田野　　　　　　　

木橋　　　　　　　　

溝谷　　　　　　　　外村　　　　　　　　

上菅　　　　　　　　

苗代　　　　　　　　

峰山町吉原　　　　　

弥栄町芋野　　　　　

京丹後市役所　　　　

網野駅　　　　　　　

峰山駅　　　　　　　

香河　　　　　　　　

野田川　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

石川　　　　　　　　

下山田　　　　　　　

弓木　　　　　　　　

与謝野　　　　　　　

男山　　　　　　　　

森本　　　　　　　　

江尻　　　　　　　　

天橋立　　　　　　　
宮津湾　　　　　　　

矢原　　　　　　　　

獅子　　　　　　　　

獅子崎　　　　　　　

宮津港　　　　　　　

須津　　　　　　　　

宮津　　　　　　　　

宮村　　　　　　　　

鳥が尾　　　　　　　

喜多　　　　　　　　
今福　　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

皆原　　　　　　　　

波路　　　　　　　　

脇　　　　　　　　　

小寺　　　　　　　　

上司　　　　　　　　

中津　　　　　　　　

阿蘇海　　　　　　　

宮津天橋立ＩＣ　　　

与謝天橋立ＩＣ　　　

旭が丘　　　　　　　

堂谷　　　　　　　　

岩滝　　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

漁師　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

小田　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

新浜　　　　　　　　

惣　　　　　　　　　

大垣　　　　　　　　

滝馬　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

鶴賀　　　　　　　　

波路町　　　　　　　

蛭子　　　　　　　　

文珠　　　　　　　　

本町　　　　　　　　
万年　　　　　　　　

難波野　　　　　　　

与謝野町役場　　　　

宮津市役所　　　　　

与謝野駅　　　　　　

岩滝口駅　　　　　　

天橋立駅　　　　　　

宮津駅　　　　　　　

栗田駅　　　　　　　

喜多駅　　　　　　　

宮村駅　　　　　　　

傘松駅　　　　　　　

府中駅　　　　　　　

京丹後市　　　　　　

明田　　　　　　　　

延利　　　　　　　　

五十河　　　　　　　

久住　　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

等楽寺　　　　　　　

▲ 金剛童子山　　　　　

木子　　　　　　　　

▲ 角突山　　　　　　　

奥波見　　　　　　　

中波見　　　　　　　

里波見　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

下世屋　　　　　　　世屋高原　　　　　　

上世屋　　　　　　　

▲ 鼓ヶ岳　　　　　　　

畑　　　　　　　　　
上　　　　　　　　　

舟ヶ谷　　　　　　　

味土野　　　　　　　

成相寺　　　　　　　

弥栄町須川　　　　　

京丹後警察署

宮津警察署
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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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西峠　　　　　　　　

古坂峠　　　　　　　

後川　　　　　　　　

後川上　　　　　　　

後川中　　　　　　　
後川下　　　　　　　

後川奥　　　　　　　

曽地奥　　　　　　　

▲ 弥十郎ヶ嶽　　　　　

畑市　　　　　　　　

日置　　　　　　　　

曽地中　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

八上　　　　　　　　

西荘　　　　　　　　

佐貫谷　　　　　　　

般若寺　　　　　　　
和田　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

大上　　　　　　　　

井ノ上　　　　　　　小中　　　　　　　　

向井　　　　　　　　

箱谷　　　　　　　　

幡路　　　　　　　　

藤之木　　　　　　　

福住　　　　　　　　
安口　　　　　　　　

西野々　　　　　　　

永沢寺　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

後川新田　　　　　　

小野奥谷　　　　　　

小野新　　　　　　　

上宿　　　　　　　　

曽地口　　　　　　　

栃梨　　　　　　　　

二之坪　　　　　　　

畑井　　　　　　　　

八上上　　　　　　　

八上内　　　　　　　

北島　　　　　　　　 本明谷　　　　　　　

野々垣　　　　　　　

貝田　　　　　　　　西本荘　　　　　　　大渕　　　　　　　　 東本荘　　　　　　　

遠方　　　　　　　　

川阪　　　　　　　　

根直　　　　　　　　

鎌谷奥　　　　　　　

八田　　　　　　　　

板坂峠　　　　　　　

▲ 櫃ヶ嶽　　　　　　　

畑宮　　　　　　　　

今谷　　　　　　　　

火打岩　　　　　　　

春日江　　　　　　　

立金　　　　　　　　

市野々　　　　　　　

宮代　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

三熊　　　　　　　　

福井　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

筱見　　　　　　　　

小田中　　　　　　　

草ノ上　　　　　　　

細工所　　　　　　　

県守　　　　　　　　

▲ 小金ヶ嶽　　　　　　

▲ 八ヶ尾山　　　　　　

菅　　　　　　　　　

こうじ　　　　　　　

皿引　　　　　　　　

板谷　　　　　　　　

里　　　　　　　　　

井串　　　　　　　　

塩岡　　　　　　　　

奥県守　　　　　　　

下筱見　　　　　　　

小立　　　　　　　　

松ヶ鼻　　　　　　　

上筱見　　　　　　　

瀬利　　　　　　　　

西又　　　　　　　　

口司　　　　　　　　

殿谷　　　　　　　　

八乙女　　　　　　　

▲ 胎金寺山　　　　　　

天引　　　　　　　　天引峠　　　　　　　

法京　　　　　　　　

大河内　　　　　　　

▲ 深山　　　　　　　　

琉璃渓　　　　　　　

榎　　　　　　　　　

南八田　　　　　　　

埴生　　　　　　　　

若森　　　　　　　　

南大谷　　　　　　　

東本梅　　　　　　　

松熊　　　　　　　　

赤熊　　　　　　　　

宮川　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

平松　　　　　　　　
本梅　　　　　　　　

井手　　　　　　　　

東加舎　　　　　　　

西加舎　　　　　　　

千ヶ畑　　　　　　　

▲ 半国山　　　　　　　

広野　　　　　　　　

畑野　　　　　　　　

土ヶ畑　　　　　　　

▲ 剣尾山　　　　　　　

能勢町　　　　　　　

下原山　　　　　　　

中原山　　　　　　　

天王　　　　　　　　

東本梅町東大谷　　　

高岡　　　　　　　　

口八田　　　　　　　

西階　　　　　　　　
水戸　　　　　　　　

市森　　　　　　　　

塩田谷　　　　　　　

須知　　　　　　　　

京丹波　　　　　　　

蒲生　　　　　　　　上野　　　　　　　　

志和賀　　　　　　　

船岡　　　　　　　　

熊崎　　　　　　　　

新堂　　　　　　　　

千妻　　　　　　　　

内林　　　　　　　　

瓜生野　　　　　　　

上木崎　　　　　　　
木崎　　　　　　　　

園部川　　　　　　　

美園　　　　　　　　南丹　　　　　　　　

城南　　　　　　　　

観音峠　　　　　　　

中山峠　　　　　　　

仁江　　　　　　　　

船坂　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

口人　　　　　　　　

宍人　　　　　　　　

竹井　　　　　　　　

▲ 三国岳　　　　　　　

園部ＩＣ　　　　　　

京都縦貫自動車道　　

光久　　　　　　　　

西組　　　　　　　　中組　　　　　　　　

中畑　　　　　　　　辻　　　　　　　　　

東組　　　　　　　　

南谷　　　　　　　　

八栄　　　　　　　　

明石　　　　　　　　

院内　　　　　　　　

園部町栄町　　　　　

園部町小桜町　　　　

園部町小山西町　　　

園部町小山東町　　　

園部町上木崎町　　　

園部町城南町　　　　

園部町新町　　　　　

園部町曽我谷　　　　

園部町内林町　　　　

園部町半田　　　　　

園部町美園町　　　　

園部町本町　　　　　

園部町木崎町　　　　

奥原山　　　　　　　

新水戸　　　　　　　

森　　　　　　　　　

大藤　　　　　　　　

八木町池ノ内　　　　

八木町木原　　　　　

ヨカワ　　　　　　　
蒲生野　　　　　　　

幸野　　　　　　　　

丹波ＩＣ　　　　　　

南丹市役所　　　　　

京丹波町役場　　　　

園部駅　　　　　　　

船岡駅　　　　　　　

南丹警察署

37

12

49

601

309

173

308

601

173

372

305
543

702

305

702173

301

508

300

97

173711

711

477

54

731

372

173

453

452

303

454

303

54

477

9

453

19

702

444

80

454

478

   1/50000

523542＊53

5235(13)
70

60

71

61

5235(14)
50

40

51

41

5235(15)
30

20

31

21

5235(9)
72

62

73

63

523552

523542

523553

523543

5235(10)
52

42

53

43

5235(11)
32

22

33

23

5235(5)
74

64

75

65

5235(6)
54

44

55

45

5235(7)
34

24

35

25

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
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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）
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上川合　　　　　　　

岼　　　　　　　　　

下川合　　　　　　　

加用　　　　　　　　

大身　　　　　　　　

菟原中　　　　　　　

菟原下一　　　　　　

高杉　　　　　　　　

友渕　　　　　　　　

下大久保　　　　　　

上大久保　　　　　　

水原　　　　　　　　

鎌谷中　　　　　　　

鎌谷下　　　　　　　

東又　　　　　　　　

井尻　　　　　　　　

大朴　　　　　　　　

桧山　　　　　　　　

井脇　　　　　　　　

保井谷　　　　　　　

粟野　　　　　　　　

妙楽寺　　　　　　　

猪鼻　　　　　　　　

戸津川　　　　　　　

質志　　　　　　　　

三ノ宮　　　　　　　

水呑　　　　　　　　

草尾峠　　　　　　　
▲ 三峠山　　　　　　　

山陰道　　　　　　　

花ノ木　　　　　　　

久保地　　　　　　　

桂　　　　　　　　　

後山　　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

出口　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

小峠　　　　　　　　

松尾谷　　　　　　　

菖蒲谷　　　　　　　

上地　　　　　　　　

水呑本谷　　　　　　

西田　　　　　　　　

瀧谷　　　　　　　　

池ノ内　　　　　　　

仲蔵　　　　　　　　

町　　　　　　　　　

塔ノ下　　　　　　　

日後　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

北垣内　　　　　　　

北山　　　　　　　　

北地　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

渕脇　　　　　　　　

三和町菟原下　　　　

蛇ヶ谷　　　　　　　
中津戸　　　　　　　

京丹波みずほＩＣ　　

綾部市　　　　　　　

佃町　　　　　　　　

武吉　　　　　　　　

十倉中　　　　　　　

十倉志茂　　　　　　

岡安　　　　　　　　

下八田　　　　　　　

舞鶴線　　　　　　　

渕垣　　　　　　　　有岡　　　　　　　　

星原　　　　　　　　

位田　　　　　　　　

井倉　　　　　　　　
青野　　　　　　　　

綾部　　　　　　　　味方　　　　　　　　

西原　　　　　　　　

和木　　　　　　　　

下原　　　　　　　　

鷹栖　　　　　　　　

橋上　　　　　　　　

釜輪　　　　　　　　

戸奈瀬　　　　　　　

質山峠　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

台頭　　　　　　　　

稲次　　　　　　　　

綾部ＩＣ　　　　　　

井倉新町　　　　　　

綾部安国寺ＩＣ　　　

京丹波わちＩＣ　　　

田野町　　　　　　　

桐差　　　　　　　　

中ノ谷　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

下原町　　　　　　　

下替地町　　　　　　

下八田町　　　　　　

釜輪町　　　　　　　

橋上町　　　　　　　

戸奈瀬町　　　　　　

広瀬町　　　　　　　

高倉町　　　　　　　

才原　　　　　　　　

桜が丘（一）　　　　

桜が丘（二）　　　　

寺町　　　　　　　　

十倉向町　　　　　　

十倉志茂町　　　　　

十倉中町　　　　　　

出野　　　　　　　　

上原町　　　　　　　

神宮寺町　　　　　　

西原町　　　　　　　

青野町　　　　　　　

多田町　　　　　　　

大簾　　　　　　　　

鷹栖町　　　　　　　

武吉町　　　　　　　

並松町　　　　　　　

味方町　　　　　　　

野田町　　　　　　　

有岡町　　　　　　　

里町　　　　　　　　

和木町　　　　　　　

渕垣町　　　　　　　

とよさか町　　　　　
岡安町　　　　　　　

十倉名畑町　　　　　

綾部市役所　　　　　

綾部駅　　　　　　　

淵垣駅　　　　　　　

山家駅　　　　　　　

立木駅　　　　　　　

京丹波町　　　　　　

中台　　　　　　　　

橋爪　　　　　　　　

行仏　　　　　　　　

庄ノ路　　　　　　　
質美　　　　　　　　

下村　　　　　　　　

北久保　　　　　　　
白土　　　　　　　　

知野辺　　　　　　　

尾長野　　　　　　　

蕨　　　　　　　　　

野丸　　　　　　　　
高原　　　　　　　　

高屋川　　　　　　　

富田　　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

上豊田　　　　　　　

実勢　　　　　　　　

上胡麻　　　　　　　

胡麻　　　　　　　　

畑郷　　　　　　　　

鏡峠　　　　　　　　

升谷　　　　　　　　

山陰本線　　　　　　

垣内　　　　　　　　

グリーンハイツ　　　

駅前　　　　　　　　

塩貝　　　　　　　　

角本　　　　　　　　

後野　　　　　　　　

黒瀬　　　　　　　　

諸内　　　　　　　　

上草　　　　　　　　

上保野田　　　　　　

大戸　　　　　　　　

東胡麻　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

木戸　　　　　　　　

露越　　　　　　　　

渕ノ上　　　　　　　

下山　　　　　　　　

下山駅　　　　　　　

胡麻駅　　　　　　　

鍼灸大学前駅　　　　

向山　　　　　　　　

小渕　　　　　　　　

音海　　　　　　　　

▲ 長老ヶ岳　　　　　　

仏主　　　　　　　　

上粟野　　　　　　　

細谷　　　　　　　　

西河内　　　　　　　
下粟野　　　　　　　

上乙見　　　　　　　

下乙見　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

大迫　　　　　　　　篠原　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　本庄　　　　　　　　

坂原　　　　　　　　
角　　　　　　　　　

安栖里　　　　　　　

安栖里駅　　　　　　

和知駅　　　　　　　
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許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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真倉　　　　　　　　

十倉　　　　　　　　
今田　　　　　　　　

堀　　　　　　　　　

池ノ内下　　　　　　

布敷　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

井根　　　　　　　　

十倉名畑　　　　　　

於与岐　　　　　　　

上杉　　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　

八代　　　　　　　　

高槻　　　　　　　　

安国寺　　　　　　　

梅迫　　　　　　　　
中筋　　　　　　　　

七百石　　　　　　　
上八田　　　　　　　

白道路　　　　　　　

向田　　　　　　　　

篠田　　　　　　　　

内久井　　　　　　　金河内　　　　　　　

綾部市　　　　　　　

舞鶴西ＩＣ　　　　　

綾部ＪＣＴ　　　　　

向田町　　　　　　　

白道路町　　　　　　

安国寺町　　　　　　

井根町　　　　　　　

於与岐町　　　　　　

高槻町　　　　　　　

黒谷町　　　　　　　

七百石町　　　　　　

篠田町　　　　　　　

小呂町　　　　　　　

上杉町　　　　　　　

上八田町　　　　　　

星原町　　　　　　　

中筋町　　　　　　　

内久井町　　　　　　

梅迫町　　　　　　　

八代町　　　　　　　

別所町　　　　　　　

睦合町　　　　　　　

真倉駅　　　　　　　

梅迫駅　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

和江　　　　　　　　

丸田　　　　　　　　

八戸地　　　　　　　

八田　　　　　　　　

上東　　　　　　　　

三日市　　　　　　　

志高　　　　　　　　

真壁峠　　　　　　　

久田美　　　　　　　 城屋　　　　　　　　

女布　　　　　　　　

天台　　　　　　　　

福来　　　　　　　　

上安　　　　　　　　
安久　　　　　　　　

福井　　　　　　　　

下東　　　　　　　　

大君　　　　　　　　
水間　　　　　　　　

蒲江　　　　　　　　

油江　　　　　　　　

青井　　　　　　　　

白杉　　　　　　　　

舞鶴港　　　　　　　

戸島　　　　　　　　

乙島　　　　　　　　

余部上　　　　　　　

余部下　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

舞鶴湾　　　　　　　

万願寺　　　　　　　

高野由里　　　　　　

舞鶴線　　　　　　　

福来問屋町　　　　　

伊佐津　　　　　　　引土　　　　　　　　

引土新　　　　　　　

下安久　　　　　　　

下福井　　　　　　　

魚屋　　　　　　　　

京田　　　　　　　　

京田新町　　　　　　

境谷　　　　　　　　

公文名　　　　　　　

紺屋　　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

七日市　　　　　　　

昭和台　　　　　　　松陰　　　　　　　　上安久　　　　　　　

上安東町　　　　　　

上福井　　　　　　　

清道　　　　　　　　

清美が丘　　　　　　

西　　　　　　　　　

西吉原　　　　　　　

倉谷　　　　　　　　大手通　　　　　　　
大川　　　　　　　　

大内野町　　　　　　

東吉原　　　　　　　

南田辺　　　　　　　

白浜台　　　　　　　

平野屋　　　　　　　北田辺　　　　　　　

野村寺　　　　　　　

石浦　　　　　　　　

東雲駅　　　　　　　

四所駅　　　　　　　

西舞鶴駅　　　　　　

京丹波町　　　　　　

▲ 弥仙山　　　　　　　

岸谷　　　　　　　　

白滝　　　　　　　　

光野　　　　　　　　

故屋岡　　　　　　　

▲ 君尾山　　　　　　　

五泉　　　　　　　　

五津合　　　　　　　

睦寄　　　　　　　　

八津合　　　　　　　

睦合　　　　　　　　

忠町　　　　　　　　

故屋岡町　　　　　　

五泉町　　　　　　　

五津合町　　　　　　

光野町　　　　　　　

八津合町　　　　　　

睦寄町　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

上根　　　　　　　　

舞鶴　　　　　　　　

北吸　　　　　　　　

倉梯　　　　　　　　

常新　　　　　　　　

木ノ下　　　　　　　

与保呂　　　　　　　

胡麻峠　　　　　　　

多門院　　　　　　　

堂奥　　　　　　　　

溝尻　　　　　　　　

愛宕浜　　　　　　　

泉源寺　　　　　　　

田中　　　　　　　　

岡安　　　　　　　　

安岡　　　　　　　　

鹿原　　　　　　　　

吉坂　　　　　　　　

今寺　　　　　　　　

高野　　　　　　　　

蒜畠　　　　　　　　

六路谷　　　　　　　 関屋　　　　　　　　

▲ 三国岳　　　　　　　

老富　　　　　　　　

▲ 養老山　　　　　　　

朝来　　　　　　　　

舞鶴東ＩＣ　　　　　

舞鶴若狭自動車道　　

三条通　　　　　　　

七条通　　　　　　　大門通　　　　　　　

愛宕上町　　　　　　

愛宕浜町　　　　　　

旭ヶ丘（一）　　　　

丸山口町　　　　　　

丸山西町　　　　　　丸山町　　　　　　　

亀岩町　　　　　　　

京月町　　　　　　　

京月東町　　　　　　

金屋町　　　　　　　

溝尻中町　　　　　　

行永　　　　　　　　

行永東町　　　　　　

市場　　　　　　　　

鹿原西町　　　　　　

七条中町　　　　　　

常　　　　　　　　　

常新町　　　　　　　

森　　　　　　　　　

森本町　　　　　　　

川上　　　　　　　　

倉梯町　　　　　　　

田中町　　　　　　　

桃山町　　　　　　　南浜町　　　　　　　

白屋町　　　　　　　

北浜町　　　　　　　

矢之助町　　　　　　

竜宮町　　　　　　　

老富町　　　　　　　

朝来西町　　　　　　

舞鶴市役所　　　　　

東舞鶴駅　　　　　　

松尾寺駅　　　　　　

舞鶴警察署
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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▲



宿久庄　　　　　　　
阪急京都線　　　　　

東海道本線　　　　　

高槻　　　　　　　　
今城　　　　　　　　

氷室　　　　　　　　
安威　　　　　　　　

塚原　　　　　　　　

箕面市　　　　　　　
山手台　　　　　　　 真上　　　　　　　　

大和　　　　　　　　

大蔵司　　　　　　　粟生岩阪　　　　　　

奈佐原　　　　　　　桑原　　　　　　　　

佐保　　　　　　　　 ▲ 阿武山　　　　　　　 宮之川原　　　　　　大門寺　　　　　　　

霊仙寺　　　　　　　
茨木市　　　　　　　生保　　　　　　　　

弥生が丘　　　　　　
安岡寺　　　　　　　

松が丘　　　　　　　
大岩　　　　　　　　

高槻市　　　　　　　泉原　　　　　　　　

千提寺　　　　　　　

▲ 石堂ヶ岡　　　　　　

萩谷　　　　　　　　

安元　　　　　　　　車作　　　　　　　　

▲ 竜王山　　　　　　　

川久保　　　　　　　

下音羽　　　　　　　

上音羽　　　　　　　

豊能町　　　　　　　
地獄谷峠　　　　　　

清阪　　　　　　　　
銭原　　　　　　　　木代　　　　　　　　

清阪峠　　　　　　　

真上町　　　　　　　

国際文化公園都市線　

外院（三）　　　　　

阿武野（一）　　　　
阿武野（二）　　　　

粟生外院（一）　　　

粟生外院（三）　　　粟生外院（四）　　　粟生外院（二）　　　
粟生間谷西（一）　　

粟生間谷西（四）　　

粟生間谷西（七）　　

粟生間谷西（二）　　

粟生間谷西（六）　　

粟生間谷東（一）　　

粟生間谷東（五）　　

粟生間谷東（七）　　
粟生間谷東（六）　　

粟生新家（五）　　　
粟生新家（四）　　　

粟生新家（二）　　　

安威（一）　　　　　

安威（三）　　　　　

安威（四）　　　　　

安威（二）　　　　　

安岡寺町（一）　　　

安岡寺町（五）　　　

安岡寺町（三）　　　

安岡寺町（四）　　　

安岡寺町（二）　　　

安岡寺町（六）　　　

浦堂（一）　　　　　

浦堂（三）　　　　　

浦堂（二）　　　　　

浦堂本町　　　　　　

奥天神町（一）　　　奥天神町（三）　　　
奥天神町（二）　　　

黄金の里（一）　　　

下井町　　　　　　　

花園（一）　　　　　

花園（二）　　　　　

花林苑　　　　　　　

芥川町（一）　　　　
芥川町（三）　　　　芥川町（四）　　　　

芥川町（二）　　　　

外院（二）　　　　　

希望ヶ丘（五）　　　
希望ヶ丘（三）　　　

希望ヶ丘（四）　　　

希望ヶ丘（六）　　　

宮が谷町　　　　　　

宮田町（一）　　　　

宮田町（三）　　　　
宮田町（二）　　　　

宮之川原（五）　　　

宮之川原（三）　　　宮之川原（二）　　　

宮之川原元町　　　　

郡家新町　　　　　　

郡家本町　　　　　　

月見町　　　　　　　古曽部町（一）　　　

古曽部町（五）　　　

古曽部町（三）　　　

高見台　　　　　　　

高西町　　　　　　　

高槻町　　　　　　　

今城町　　　　　　　

紺屋町　　　　　　　

彩都あさぎ（一）　　

彩都あさぎ（五）　　

彩都あさぎ（三）　　
彩都あさぎ（四）　　

彩都あさぎ（七）　　

彩都あさぎ（二）　　

彩都あさぎ（六）　　

彩都やまぶき（二）　

彩都粟生南（一）　　
彩都粟生南（二）　　

桜ヶ丘北町　　　　　

山手台（一）　　　　

山手台（五）　　　　

山手台（三）　　　　
山手台（四）　　　　

山手台（七）　　　　

山手台（二）　　　　

山手台（六）　　　　

山手台東町　　　　　

紫町　　　　　　　　

寺谷町　　　　　　　

耳原（一）　　　　　

耳原（三）　　　　　

耳原（二）　　　　　

室山（一）　　　　　

室山（二）　　　　　

芝谷町　　　　　　　

十日市町　　　　　　宿久庄（一）　　　　
宿久庄（五）　　　　

宿久庄（三）　　　　

宿久庄（四）　　　　

宿久庄（七）　　　　

宿久庄（二）　　　　

出丸町　　　　　　　

庄所町　　　　　　　

松が丘（一）　　　　

松が丘（三）　　　　

松が丘（四）　　　　

松が丘（二）　　　　

上田辺町　　　　　　

上土室（一）　　　　

上土室（五）　　　　

上土室（三）　　　　

上土室（四）　　　　上土室（二）　　　　

上土室（六）　　　　

城西町　　　　　　　

城南町（一）　　　　

城北町（一）　　　　

真上町（一）　　　　

真上町（五）　　　　

真上町（三）　　　　

真上町（四）　　　　

真上町（二）　　　　

真上町（六）　　　　

成合西の町　　　　　

清水（一）　　　　　清水（二）　　　　　

清水台（一）　　　　
清水台（二）　　　　

清福寺町　　　　　　

西安威（一）　　　　

西真上（一）　　　　

西真上（二）　　　　

西太田町　　　　　　

西之川原（一）　　　

西之川原（二）　　　

西福井（一）　　　　

西福井（三）　　　　

西福井（四）　　　　

西福井（二）　　　　

川西町（一）　　　　

川西町（三）　　　　

川西町（二）　　　　

太田（一）　　　　　

太田（三）　　　　　
太田（二）　　　　　

大蔵司（一）　　　　

大蔵司（三）　　　　大蔵司（二）　　　　

大和（一）　　　　　
大和（二）　　　　　

中河原町　　　　　　

中川町　　　　　　　

津之江町（一）　　　

津之江町（二）　　　

津之江北町　　　　　

塚原（一）　　　　　

塚原（五）　　　　　

塚原（三）　　　　　塚原（四）　　　　　

塚原（二）　　　　　

塚原（六）　　　　　

塚脇（一）　　　　　

塚脇（五）　　　　　

塚脇（三）　　　　　

塚脇（四）　　　　　

塚脇（二）　　　　　

天神町（一）　　　　

天神町（二）　　　　

土橋町　　　　　　　

土室町　　　　　　　
東安威（一）　　　　

東五百住町（一）　　

東五百住町（三）　　

東五百住町（二）　　

東城山町　　　　　　

東太田（三）　　　　
東太田（四）　　　　

東太田（二）　　　　

東福井（一）　　　　

東福井（三）　　　　

東福井（四）　　　　

東福井（二）　　　　

桃園町　　　　　　　

藤の里（一）　　　　

藤の里（二）　　　　

奈佐原（一）　　　　

奈佐原（三）　　　　
奈佐原（四）　　　　

奈佐原（二）　　　　

奈佐原元町　　　　　

南安威（一）　　　　南安威（二）　　　　

南芥川町　　　　　　

南平台（一）　　　　

南平台（五）　　　　

南平台（三）　　　　

南平台（四）　　　　

南平台（二）　　　　

日吉台一番町　　　　

日吉台五番町　　　　

日吉台三番町　　　　
日吉台四番町　　　　

日吉台七番町　　　　

日吉台二番町　　　　

日吉台六番町　　　　

忍頂寺　　　　　　　

萩谷月見台　　　　　

白梅町　　　　　　　

美しが丘（一）　　　美しが丘（二）　　　

氷室町（五）　　　　

氷室町（三）　　　　

氷室町（四）　　　　

氷室町（二）　　　　

富田丘町　　　　　　

豊原町　　　　　　　

名神町　　　　　　　

明田町　　　　　　　

野見町　　　　　　　

弥生が丘町　　　　　

緑が丘（三）　　　　

霊仙寺町（一）　　　
霊仙寺町（二）　　　

希望ヶ丘（一）　　　
希望ヶ丘（二）　　　

茨木千提寺ＩＣ　　　

高槻市役所　　　　　

摂津富田駅　　　　　

高槻駅　　　　　　　

彩都西駅　　　　　　

▲ 霊仙ヶ岳　　　　　　 法貴　　　　　　　　

曽我部　　　　　　　

南条　　　　　　　　

寺　　　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

浄法寺　　　　　　　

▲ 明神ヶ岳　　　　　　

小泉　　　　　　　　

▲ 黒柄山　　　　　　　

春日部　　　　　　　

中　　　　　　　　　

笑路　　　　　　　　

犬甘野　　　　　　　

西別院　　　　　　　

大槻並　　　　　　　

大野　　　　　　　　

東掛　　　　　　　　

南掛　　　　　　　　

萬願寺　　　　　　　

柚原　　　　　　　　

▲ 湯谷ヶ岳　　　　　　

東別院　　　　　　　

倉谷　　　　　　　　

栢原　　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

余野　　　　　　　　

二料　　　　　　　　

田能　　　　　　　　

出灰　　　　　　　　

篠ＩＣ　　　　　　　

出灰町　　　　　　　

篠町森　　　　　　　
篠町夕日ケ丘（１）　

上矢田町　　　　　　西つつじヶ丘霧島台　

大原野　　　　　　　

東つつじヶ丘曙台　　

南つつじヶ丘桜台　　

南つつじヶ丘大葉台　

曽我部町西条　　　　 篠町広田　　　　　　

西つつじヶ丘大山台　
西つつじヶ丘美山台　

曽我部町重利　　　　
東つつじヶ丘都台　　

島本町　　　　　　　

大山崎町　　　　　　

名神高速道路　　　　

成合　　　　　　　　

古曽部　　　　　　　安満　　　　　　　　

高垣　　　　　　　　

道鵜　　　　　　　　

淀の原　　　　　　　

神内　　　　　　　　

桜井　　　　　　　　
島本　　　　　　　　

若山台　　　　　　　

尺代　　　　　　　　

浄土谷　　　　　　　

友岡　　　　　　　　

勝竜寺　　　　　　　

▲ 天王山　　　　　　　大山崎　　　　　　　

京阪電鉄本線　　　　

栗ヶ谷　　　　　　　

八幡　　　　　　　　
川口　　　　　　　　

奈良　　　　　　　　

上津屋　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

内里　　　　　　　　

松井　　　　　　　　

美濃山　　　　　　　

男山　　　　　　　　

田井　　　　　　　　久御山　　　　　　　

北川顔　　　　　　　

納所　　　　　　　　

淀　　　　　　　　　

楠葉　　　　　　　　

船橋　　　　　　　　

招提　　　　　　　　

牧野　　　　　　　　

東海道新幹線　　　　

八幡市飛地　　　　　

八幡東ＩＣ　　　　　

久御山南ＩＣ　　　　

大山崎ＪＣＴ・ＩＣ　

久御山淀ＩＣ　　　　

久御山ＩＣ　　　　　

長岡京ＩＣ　　　　　

京口町　　　　　　　

古曽部町（四）　　　

古曽部町（二）　　　

城内町　　　　　　　

城南町（三）　　　　
城南町（二）　　　　

城北町（二）　　　　

成合中の町　　　　　

成合北の町　　　　　

八丁西町　　　　　　
北園町　　　　　　　

西八　　　　　　　　東林　　　　　　　　

安満御所の町　　　　

安満新町　　　　　　

安満西の町　　　　　安満中の町　　　　　安満東の町　　　　　

安満磐手町　　　　　
安満北の町　　　　　

井尻（一）　　　　　

井尻（二）　　　　　

宇山町　　　　　　　

宇山東町　　　　　　

永楽町　　　　　　　

円明寺　　　　　　　

黄金野（一）　　　　
黄金野（二）　　　　

下植野　　　　　　　

下津屋　　　　　　　

下奈良奥垣内　　　　

下奈良出垣内　　　　

下奈良小宮　　　　　

下奈良二階堂　　　　

梶原（一）　　　　　

梶原（五）　　　　　

梶原（三）　　　　　

梶原（四）　　　　　

梶原（二）　　　　　

梶原（六）　　　　　

梶原中村町　　　　　

岩田高木　　　　　　

岩田北ノ口　　　　　

久貝（一）　　　　　

久貝（三）　　　　　

久貝（二）　　　　　

橋本意足　　　　　　

橋本奥ノ町　　　　　

橋本栗ヶ谷　　　　　橋本狩尾　　　　　　

橋本新石　　　　　　
橋本平野山　　　　　

橋本北ノ町　　　　　

欽明台西　　　　　　欽明台中央　　　　　欽明台東　　　　　　

欽明台北　　　　　　

戸津東代　　　　　　
戸津南小路　　　　　

戸津北小路　　　　　

五領町　　　　　　　

広瀬（一）　　　　　

広瀬（五）　　　　　

広瀬（三）　　　　　

広瀬（四）　　　　　

広瀬（二）　　　　　

江川（一）　　　　　

江川（二）　　　　　

紅茸町　　　　　　　

高垣町　　　　　　　

高台（四）　　　　　

高浜（一）　　　　　
高浜（二）　　　　　

高野道（一）　　　　

高野道（二）　　　　

桜井（五）　　　　　

桜井（三）　　　　　

桜井（四）　　　　　

桜井（二）　　　　　
桜井台　　　　　　　

三栗（二）　　　　　

山崎（一）　　　　　

山崎（五）　　　　　

山崎（三）　　　　　

山崎（四）　　　　　

山崎（二）　　　　　

山手町（一）　　　　

若山台（一）　　　　

若山台（二）　　　　

春日町　　　　　　　

招提元町（一）　　　

招提元町（四）　　　招提元町（二）　　　

招提中町（一）　　　招提中町（三）　　　

招提田近（一）　　　

招提田近（三）　　　

招提平野町　　　　　

招提北町（一）　　　

松原町　　　　　　　

松川町　　　　　　　

上津屋浜垣内　　　　

上津屋里垣内　　　　

上島東町　　　　　　

上奈良奈良里　　　　上牧山手町　　　　　

上牧町（一）　　　　

上牧町（五）　　　　
上牧町（三）　　　　
上牧町（四）　　　　

上牧町（二）　　　　

上牧北駅前町　　　　

上本町　　　　　　　

城の里　　　　　　　

城東町　　　　　　　

城南町（四）　　　　

神内（一）　　　　　
神内（二）　　　　　

須賀町　　　　　　　

水無瀬（一）　　　　
水無瀬（二）　　　　

成合東の町　　　　　

成合南の町　　　　　

西一口　　　　　　　

西山丸尾　　　　　　
西山足立　　　　　　

西山和気　　　　　　

西招提町　　　　　　

西船橋（一）　　　　

西船橋（二）　　　　

西牧野（一）　　　　

西牧野（三）　　　　
西牧野（四）　　　　

西牧野（二）　　　　

青葉（一）　　　　　青葉（三）　　　　　

青葉（二）　　　　　

千代田町　　　　　　

川口西扇　　　　　　川口東扇　　　　　　

川口東頭　　　　　　

川口堀ノ内　　　　　

泉が丘　　　　　　　

船橋本町（一）　　　船橋本町（二）　　　

前島（一）　　　　　

前島（五）　　　　　

前島（三）　　　　　

前島（四）　　　　　

前島（二）　　　　　

相島　　　　　　　　

大学町　　　　　　　

大橋辺　　　　　　　
大山崎　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

沢良木町　　　　　　

男山吉井　　　　　　

男山弓岡　　　　　　男山金振　　　　　　

男山香呂　　　　　　

男山笹谷　　　　　　

男山指月　　　　　　

男山松里　　　　　　

男山石城　　　　　　

男山泉　　　　　　　

男山竹園　　　　　　

男山長沢　　　　　　

男山八望　　　　　　

男山美桜　　　　　　

男山雄徳　　　　　　

町楠葉（一）　　　　

町楠葉（二）　　　　

調子（一）　　　　　

調子（三）　　　　　調子（二）　　　　　

長尾家具町（一）　　

長尾家具町（三）　　

長尾家具町（四）　　

長尾家具町（二）　　

長尾峠町　　　　　　

辻子（一）　　　　　

天王町　　　　　　　

天川新町　　　　　　
天川町　　　　　　　

島田　　　　　　　　

東一口　　　　　　　

東山（一）　　　　　

東山（二）　　　　　

東上牧（一）　　　　

東上牧（三）　　　　
東上牧（二）　　　　

東船橋（一）　　　　東船橋（二）　　　　

東大寺（一）　　　　東大寺（三）　　　　

東大寺（四）　　　　
東大寺（二）　　　　

東天川（一）　　　　

東天川（五）　　　　

東天川（三）　　　　

東天川（四）　　　　

東天川（二）　　　　

東牧野町　　　　　　

藤の里町　　　　　　

藤和田　　　　　　　

道鵜町（一）　　　　

道鵜町（五）　　　　

道鵜町（三）　　　　
道鵜町（四）　　　　
道鵜町（二）　　　　

道鵜町（六）　　　　

内里河原　　　　　　

内里古溜池　　　　　

内里東ノ口　　　　　
内里内　　　　　　　
内里北ノ山　　　　　

南松原町　　　　　　 南船橋（二）　　　　

南楠葉（一）　　　　南楠葉（二）　　　　

楠葉花園町　　　　　

楠葉丘（一）　　　　

楠葉丘（二）　　　　

楠葉中町　　　　　　

楠葉中之芝（一）　　

楠葉朝日（一）　　　

楠葉朝日（三）　　　

楠葉朝日（二）　　　
楠葉美咲（三）　　　
楠葉美咲（二）　　　

楠葉並木（一）　　　

楠葉並木（二）　　　

楠葉面取（二）　　　

楠葉野田（一）　　　

楠葉野田（三）　　　

楠葉野田（二）　　　

日向町　　　　　　　

萩之庄（一）　　　　

萩之庄（五）　　　　
萩之庄（三）　　　　

萩之庄（四）　　　　

萩之庄（二）　　　　

八丁畷町　　　　　　

八幡カイトリ　　　　

八幡安居塚　　　　　

八幡園内　　　　　　

八幡科手　　　　　　

八幡月夜田　　　　　

八幡高坊　　　　　　

八幡三反長　　　　　

八幡三本橋　　　　　

八幡山柴　　　　　　

八幡女郎花　　　　　

八幡小松　　　　　　

八幡清水井　　　　　

八幡双栗　　　　　　

八幡町　　　　　　　

八幡長田　　　　　　

八幡馬場　　　　　　

八幡福禄谷　　　　　

八幡澤　　　　　　　

樋之上町　　　　　　

美濃山井ノ元　　　　美濃山宮ノ背　　　　

美濃山御幸　　　　　

美濃山幸水　　　　　

美濃山出島　　　　　

美濃山中尾　　　　　

百山　　　　　　　　

別所中の町　　　　　

別所本町　　　　　　

坊之池　　　　　　　

北山（一）　　　　　

北船橋町　　　　　　

北楠葉町　　　　　　

牧野下島町　　　　　

牧野阪（一）　　　　

牧野阪（三）　　　　

牧野阪（二）　　　　

牧野北町　　　　　　

牧野本町（一）　　　
牧野本町（二）　　　

本町　　　　　　　　

明野町　　　　　　　

野尻土井ノ内　　　　

野村　　　　　　　　

野田（一）　　　　　

野田（三）　　　　　野田（四）　　　　　

野田東（一）　　　　

野田東（二）　　　　

友岡（三）　　　　　

友岡（四）　　　　　

養父丘（一）　　　　
養父丘（二）　　　　

養父元町　　　　　　

養父西町　　　　　　

養父東町　　　　　　

淀の原町　　　　　　

緑町　　　　　　　　

こがねが丘　　　　　下海印寺　　　　　　
花山（三）　　　　　

高台（二）　　　　　
高台西　　　　　　　

神足（三）　　　　　
東神足（二）　　　　梅が丘（一）　　　　友岡（一）　　　　　

友岡（二）　　　　　

高槻ＪＣＴ・ＩＣ　　

高槻ＩＣ　　　　　　

八幡京田辺ＪＣＴ　　

八幡市役所　　　　　

久御山町役場　　　　

島本町役場　　　　　

大山崎町役場　　　　

高槻市駅　　　　　　

山崎駅　　　　　　　

上牧駅　　　　　　　

水無瀬駅　　　　　　

大山崎駅　　　　　　

牧野駅　　　　　　　

樟葉駅　　　　　　　

橋本駅　　　　　　　

石清水八幡宮駅　　　ケーブル八幡宮口駅　

ケーブル八幡宮山上駅

淀駅　　　　　　　　

島本駅　　　　　　　

西山天王山駅　　　　

長岡京市　　　　　　

向日市　　　　　　　

西京区　　　　　　　

中京区　　　　　　　

鳥羽通　　　　　　　

新千本通　　　　　　

九条通　　　　　　　

東寺通　　　　　　　

七条通　　　　　　　

御前通　　　　　　　壬生通　　　　　　　
西大路通　　　　　　花屋町通　　　　　　

五条通　　　　　　　

松原通　　　　　　　

▲ ポンポン山　　　　　

▲ 釈迦岳　　　　　　　

石作　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

上里　　　　　　　　

樫原　　　　　　　　

御陵　　　　　　　　

千代原口　　　　　　

松尾　　　　　　　　

上桂　　　　　　　　

川島　　　　　　　　下津林　　　　　　　

五条天神川　　　　　

西京極　　　　　　　

西院　　　　　　　　

西大路五条　　　　　

京福電鉄嵐山本線　　

西大路七条　　　　　

西大路九条　　　　　
京阪国道口　　　　　

国道十条　　　　　　

吉祥院　　　　　　　

久世橋　　　　　　　

桂川　　　　　　　　

京都南ＩＣ　　　　　

久我橋　　　　　　　

久我　　　　　　　　

羽束師　　　　　　　
横大路　　　　　　　

大手筋　　　　　　　

井ノ内　　　　　　　

粟生　　　　　　　　

長法寺　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

長岡京　　　　　　　

海印寺　　　　　　　

向日　　　　　　　　

上植野　　　　　　　

王子　　　　　　　　

大枝　　　　　　　　

小塩　　　　　　　　

南区　　　　　　　　
大原野ＩＣ　　　　　

沓掛ＩＣ　　　　　　

外畑町　　　　　　　

右京の里団地　　　　

灰方町　　　　　　　

小塩町　　　　　　　

上羽町　　　　　　　
上里南ノ町　　　　　

上里北ノ町　　　　　

西七条　　　　　　　

西長町　　　　　　　

石見町　　　　　　　
石作町　　　　　　　

中山町　　　　　　　

塚原町　　　　　　　

東長町　　　　　　　

南春日町　　　　　　

八条　　　　　　　　

北春日町　　　　　　

うぐいす台　　　　　

一文橋（一）　　　　

一文橋（二）　　　　

奥海印寺　　　　　　

河陽が丘（一）　　　

河陽が丘（二）　　　

花山（一）　　　　　
開田（四）　　　　　

開田（二）　　　　　

鶏冠井町　　　　　　

御陵大枝山町（一）　

御陵大枝山町（五）　

御陵大枝山町（三）　

御陵大枝山町（六）　
御陵峰ヶ堂町（三）　御陵峰ヶ堂町（二）　

向日町　　　　　　　

高台（一）　　　　　

今里（一）　　　　　

今里（五）　　　　　

今里（三）　　　　　

今里（四）　　　　　

寺戸町　　　　　　　

七条御所ノ内　　　　

柴の里　　　　　　　

朱雀　　　　　　　　

松室　　　　　　　　

上植野町　　　　　　

森本町　　　　　　　

神足　　　　　　　　

神足（一）　　　　　

神足（二）　　　　　

西の京　　　　　　　

西境谷町（一）　　　

西境谷町（三）　　　
西境谷町（四）　　　

西境谷町（二）　　　

西新林町（一）　　　

西新林町（五）　　　

西新林町（三）　　　
西新林町（二）　　　

西新林町（六）　　　

西竹の里町（一）　　
西竹の里町（二）　　

大枝北沓掛町（五）　

大枝北沓掛町（三）　

大枝北沓掛町（四）　

滝ノ町（一）　　　　

滝ノ町（二）　　　　

竹の台　　　　　　　

中堂寺　　　　　　　

長岡（一）　　　　　長岡（三）　　　　　

長岡（二）　　　　　
天神（五）　　　　　

天神（四）　　　　　

唐橋　　　　　　　　

東境谷町（一）　　　

東境谷町（二）　　　

東寺　　　　　　　　東寺西門道　　　　　

東新林町（一）　　　

東新林町（三）　　　
東新林町（二）　　　

東神足（一）　　　　

東竹の里町（一）　　

東竹の里町（三）　　

東竹の里町（二）　　

南福西町（一）　　　南福西町（二）　　　

馬場　　　　　　　　
馬場（一）　　　　　

梅が丘（三）　　　　

梅小路　　　　　　　

物集女町　　　　　　北福西町（一）　　　
北福西町（四）　　　北福西町（二）　　　

野添（一）　　　　　

長岡京市役所　　　　

向日市役所　　　　　

桂駅　　　　　　　　

長岡天神駅　　　　　

上桂駅　　　　　　　

松尾大社駅　　　　　

長岡京駅　　　　　　

西向日駅　　　　　　

東向日駅　　　　　　

西大路駅　　　　　　

丹波口駅　　　　　　

西京極駅　　　　　　

向日町駅　　　　　　

洛西口駅　　　　　　桂川駅　　　　　　　

梅小路京都西駅　　　

高槻警察署

八幡警察署

西京警察署

向日町警察署
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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▲



亀岡市　　　　　　　

玉ノ井　　　　　　　

八木嶋　　　　　　　

柴山　　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

刑部　　　　　　　　

青戸　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

神前　　　　　　　　

▲ 行者山　　　　　　　

奥条　　　　　　　　

猪倉　　　　　　　　

稗田野　　　　　　　

鹿谷　　　　　　　　

天川　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

金岐　　　　　　　　

湯井　　　　　　　　

千原　　　　　　　　

小川　　　　　　　　

拝田　　　　　　　　

川関　　　　　　　　
馬路　　　　　　　　

▲ 三郎ヶ岳　　　　　　

千歳　　　　　　　　

▲ 牛松山　　　　　　　

昆沙門　　　　　　　

河原尻　　　　　　　

河原林　　　　　　　

勝林島　　　　　　　

保津　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

下矢田　　　　　　　

亀岡　　　　　　　　

篠町　　　　　　　　

佐伯　　　　　　　　

千代川　　　　　　　

大井　　　　　　　　

樒原　　　　　　　　

亀岡ＩＣ　　　　　　

大井ＩＣ　　　　　　

千代川ＩＣ　　　　　

八木東ＩＣ　　　　　

八木中ＩＣ　　　　　

嵯峨野観光鉄道　　　
ひえ田野町芦ノ山　　

ひえ田野町柿花　　　

安町　　　　　　　　

宇津根町　　　　　　

下矢田町　　　　　　

河原町　　　　　　　

吉川町吉田　　　　　

吉川町穴川　　　　　

京町　　　　　　　　

古世町　　　　　　　

荒塚町　　　　　　　

篠町見晴　　　　　　

篠町篠　　　　　　　

篠町馬堀駅前（二）　

篠町柏原　　　　　　

西つつじヶ丘五月台　

西町　　　　　　　　

千歳町毘沙門　　　　

千代川町高野林　　　

千代川町今津　　　　

千代川町小林　　　　

千代川町北ノ庄　　　

曽我部町穴太　　　　

大井町かすみヶ丘　　

大井町小金岐　　　　

大井町小金岐（三）　
大井町小金岐（四）　

大井町土田　　　　　

大井町土田（三）　　

大井町南金岐　　　　
大井町並河　　　　　

大井町北金岐　　　　

中矢田町　　　　　　

突抜町　　　　　　　

内丸町　　　　　　　

馬路町　　　　　　　

八木町屋賀　　　　　

八木町大薮　　　　　

八木町南広瀬　　　　

八木町八木　　　　　

八木町北屋賀　　　　

八木町北広瀬　　　　

保津町　　　　　　　

北河原町　　　　　　

北古世町　　　　　　

北町　　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

余部町　　　　　　　

旅籠町　　　　　　　

越畑　　　　　　　　嵯峨　　　　　　　　

亀岡市役所　　　　　

八木駅　　　　　　　

並河駅　　　　　　　

千代川駅　　　　　　

亀岡駅　　　　　　　

馬堀駅　　　　　　　

トロッコ亀岡駅　　　

保野田　　　　　　　

殿田　　　　　　　　

木住　　　　　　　　

中世木　　　　　　　

西牧山　　　　　　　

越方　　　　　　　　

佐切　　　　　　　　

熊原　　　　　　　　

船枝　　　　　　　　

雀部　　　　　　　　

室河原　　　　　　　

鳥羽　　　　　　　　

山室　　　　　　　　

室橋　　　　　　　　

野条　　　　　　　　

諸畑　　　　　　　　

氷所　　　　　　　　

▲ 千歳山　　　　　　　

神吉　　　　　　　　

▲ 三頭山　　　　　　　

▲ 鎌ヶ岳　　　　　　　

細野川　　　　　　　

弓槻　　　　　　　　栃本　　　　　　　　

中地　　　　　　　　

下宇津　　　　　　　

浅江　　　　　　　　

下熊田　　　　　　　

▲ 黒尾山　　　　　　　

八木西ＩＣ　　　　　

粟生谷　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

下浮井　　　　　　　

下木住　　　　　　　

上浮井　　　　　　　

京北下宇津町　　　　

京北下熊田町　　　　

京北弓槻町　　　　　

京北細野町　　　　　

京北浅江町　　　　　

京北中地町　　　　　

京北栃本町　　　　　

京北柏原町　　　　　

京北明石町　　　　　

日吉町中　　　　　　

日吉町天若　　　　　

下保野田　　　　　　
東牧山　　　　　　　

吉富駅　　　　　　　

日吉駅　　　　　　　

上京区　　　　　　　

四条通　　　　　　　

六角通　　　　　　　
三条通　　　　　　　

御池通　　　　　　　

天神通　　　　　　　

丸太町通　　　　　　

下立売通　　　　　　
妙心寺通　　　　　　

千本通　　　　　　　

中立売通　　　　　　

今出川通　　　　　　

鞍馬口通　　　　　　

北大路通　　　　　　

嵐山高雄パ－クウェイ

▲ 地蔵山　　　　　　　

高雄　　　　　　　　

▲ 峰山　　　　　　　　

栂津　　　　　　　　清滝川　　　　　　　

御経坂峠　　　　　　梅ヶ畑　　　　　　　

北嵯峨　　　　　　　

嵯峨　　　　　　　　

▲ 嵐山　　　　　　　　

阪急嵐山線　　　　　

嵯峨野　　　　　　　

梅津　　　　　　　　

太秦　　　　　　　　

常盤　　　　　　　　

京福電鉄北野線　　　

福王寺　　　　　　　

▲ 沢山　　　　　　　　

大北山　　　　　　　

円町　　　　　　　　

西院　　　　　　　　

西大路四条　　　　　

衣笠　　　　　　　　
金閣寺　　　　　　　

▲ 大文字山　　　　　　

鷹峯　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

西賀茂　　　　　　　

上賀茂　　　　　　　

北野白梅町　　　　　

観空寺　　　　　　　

宮ノ口町　　　　　　

原谷乾町　　　　　　

高雄町　　　　　　　

小倉山　　　　　　　

清滝　　　　　　　　

大覚寺門前　　　　　

長谷町　　　　　　　

鳥居本　　　　　　　

栂尾町　　　　　　　

天龍寺　　　　　　　

堂ノ庭町　　　　　　

二尊院門前　　　　　

鑓磨岩　　　　　　　

花園　　　　　　　　

御室　　　　　　　　

山ノ内　　　　　　　

山越　　　　　　　　

小松原　　　　　　　

壬生　　　　　　　　

西ノ京　　　　　　　

太秦安井　　　　　　

大将軍　　　　　　　

谷口　　　　　　　　

等持院　　　　　　　鳴滝　　　　　　　　
龍安寺　　　　　　　

聚楽廻　　　　　　　

氷室町　　　　　　　

帷子ノ辻駅　　　　　

トロッコ保津峡駅　　

嵐山駅　　　　　　　

嵐電嵯峨駅　　　　　鹿王院駅　　　　　　
嵯峨嵐山駅　　　　　

有栖川駅　　　　　　
車折神社駅　　　　　

太秦広隆寺駅　　　　

常盤駅　　　　　　　

鳴滝駅　　　　　　　

宇多野駅　　　　　　

蚕ノ社駅　　　　　　

花園駅　　　　　　　

御室仁和寺駅　　　　妙心寺駅　　　　　　
龍安寺駅　　　　　　

西大路三条駅　　　　

北野白梅町駅　　　　等持院立大衣笠駅　　

二条駅　　　　　　　

西院駅　　　　　　　

太秦駅　　　　　　　
トロッコ嵯峨駅　　　

保津峡駅　　　　　　

トロッコ嵐山駅　　　

二条駅　　　　　　　

円町駅　　　　　　　

西大路御池駅　　　　太秦天神川駅　　　　

撮影所前駅　　　　　

京都市　　　　　　　

右京区　　　　　　　

周山街道　　　　　　

周山　　　　　　　　

栗尾　　　　　　　　

魚ヶ淵　　　　　　　

▲ 飯森山　　　　　　　

細野　　　　　　　　

下　　　　　　　　　

滝　　　　　　　　　

笠峠　　　　　　　　

▲ 桟敷ヶ岳　　　　　　

東町　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

芦堂　　　　　　　　

真弓八幡　　　　　　

雲ヶ畑　　　　　　　▲ 半国高山　　　　　　

小野　　　　　　　　

▲ 朝日峯　　　　　　　

川登　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

都町　　　　　　　　

杉坂　　　　　　　　
道風　　　　　　　　

▲ 十三石山　　　　　　

魚ヶ渕　　　　　　　

芦堂町　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

下ノ町　　　　　　　

宮ノ上町　　　　　　
出谷町　　　　　　　

上ノ町　　　　　　　

中山　　　　　　　　

中津川町　　　　　　

道風町　　　　　　　

北尾　　　　　　　　

雲ヶ畑　　　　　　　

京北周山町　　　　　

真弓　　　　　　　　

京北下町　　　　　　

亀岡警察署

上京警察署

中京警察署

右京警察署
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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▲



奈良市　　　　　　　

生駒市　　　　　　　精華町　　　　　　　

奈良奥山ドライブウェ

登美ヶ丘　　　　　　

押熊　　　　　　　　

鶴舞　　　　　　　　

学園　　　　　　　　

敷島　　　　　　　　

秋篠　　　　　　　　
歌姫　　　　　　　　

西大寺　　　　　　　

東坂　　　　　　　　
五条　　　　　　　　

近鉄橿原線　　　　　

奈良　　　　　　　　

法華寺　　　　　　　

桜井線　　　　　　　 白毫寺　　　　　　　

▲ 若草山　　　　　　　

西小　　　　　　　　

高田　　　　　　　　相楽　　　　　　　　

木津川　　　　　　　

市坂　　　　　　　　

梅谷　　　　　　　　

鹿背山　　　　　　　

上狛　　　　　　　　

菅井　　　　　　　　
東畑　　　　　　　　

柘榴　　　　　　　　

乾谷　　　　　　　　
山田川ＩＣ　　　　　

精華学研ＩＣ　　　　

木津ＩＣ　　　　　　

宝来ＩＣ　　　　　　

学園大和町（一）　　

学園大和町（三）　　

学園中（一）　　　　

学園北（一）　　　　

光台（八）　　　　　

鹿ノ台南（一）　　　

鹿ノ台南（二）　　　

鹿ノ台北（三）　　　

千代ヶ丘（二）　　　

中登美ヶ丘（一）　　

鶴舞西町　　　　　　

登美ヶ丘（一）　　　

登美ヶ丘（二）　　　

ソノハ　　　　　　　

下川原　　　　　　　

下梅谷　　　　　　　

鬼ヶ辻　　　　　　　

州見台（一）　　　　
州見台（五）　　　　

州見台（三）　　　　
州見台（四）　　　　

州見台（七）　　　　

州見台（二）　　　　

州見台（八）　　　　

州見台（六）　　　　

上津　　　　　　　　

上梅谷　　　　　　　

城戸　　　　　　　　

西吐師　　　　　　　

曽根山　　　　　　　

相和　　　　　　　　

中ノ川　　　　　　　

東吐師　　　　　　　 燈籠寺　　　　　　　峠　　　　　　　　　

二本松　　　　　　　

梅美台（一）　　　　
梅美台（五）　　　　

梅美台（三）　　　　

梅美台（四）　　　　

梅美台（七）　　　　

梅美台（二）　　　　

梅美台（八）　　　　
梅美台（六）　　　　

樋ノ口　　　　　　　

幣羅坂　　　　　　　

北之庄　　　　　　　

あやめ池南（一）　　

あやめ池南（五）　　

あやめ池南（三）　　
あやめ池南（四）　　

あやめ池南（七）　　

あやめ池南（二）　　

あやめ池南（八）　　

あやめ池北（三）　　

あやめ池北（二）　　

右京（一）　　　　　右京（五）　　　　　

右京（三）　　　　　

右京（四）　　　　　
右京（二）　　　　　

押熊町　　　　　　　

加茂町里　　　　　　

歌姫町　　　　　　　

学園大和町（二）　　

学園朝日元町（一）　

学園朝日元町（二）　

学園朝日町　　　　　

学園南（一）　　　　

学園南（三）　　　　学園南（二）　　　　

学園北（二）　　　　

兜台（一）　　　　　

兜台（五）　　　　　

兜台（三）　　　　　

兜台（四）　　　　　兜台（七）　　　　　

兜台（二）　　　　　

兜台（六）　　　　　

紀寺町　　　　　　　

五条（一）　　　　　

五条（三）　　　　　

五条（二）　　　　　
五条西（一）　　　　五条西（二）　　　　 五条町　　　　　　　

五条畑（一）　　　　

五条畑（二）　　　　

光台（一）　　　　　
光台（九）　　　　　

光台（五）　　　　　

光台（三）　　　　　

光台（四）　　　　　光台（七）　　　　　光台（二）　　　　　

光台（六）　　　　　

公納堂町　　　　　　

高天町　　　　　　　

高畑町　　　　　　　

佐紀町　　　　　　　

佐保台（三）　　　　
佐保台（二）　　　　

佐保台西町　　　　　

左京（一）　　　　　

左京（五）　　　　　

左京（三）　　　　　

左京（四）　　　　　

左京（二）　　　　　

左京（六）　　　　　

桜が丘（三）　　　　
桜が丘（四）　　　　

雑司町　　　　　　　

三条栄町　　　　　　三条宮前町　　　　　

三条大宮町　　　　　

三条大路（五）　　　三条大路（二）　　　

三条町　　　　　　　三条添川町　　　　　

三条桧町　　　　　　
三条本町　　　　　　

山陵町　　　　　　　

四条大路（一）　　　
四条大路（五）　　　四条大路（三）　　　四条大路（四）　　　四条大路（二）　　　

四条大路南町　　　　

鹿ノ台東（一）　　　

鹿ノ台東（三）　　　

鹿ノ台東（二）　　　

鹿ノ台北（一）　　　

芝辻町（一）　　　　

芝辻町（三）　　　　
芝辻町（四）　　　　芝辻町（二）　　　　

若葉台（四）　　　　

若葉台（二）　　　　

朱雀（一）　　　　　

朱雀（五）　　　　　

朱雀（三）　　　　　

朱雀（四）　　　　　

朱雀（二）　　　　　

朱雀（六）　　　　　

秋篠三和町（二）　　秋篠新町　　　　　　
秋篠早月町　　　　　

秋篠町　　　　　　　

春日野町　　　　　　

神功（一）　　　　　
神功（五）　　　　　

神功（三）　　　　　

神功（四）　　　　　神功（二）　　　　　

水門町　　　　　　　

杉ヶ町　　　　　　　菅野台　　　　　　　

精華台（九）　　　　精華台（三）　　　　

精華台（七）　　　　

精華台（八）　　　　

精華台（六）　　　　

西大寺栄町　　　　　
西大寺国見町（一）　

西大寺国見町（二）　

西大寺芝町（二）　　

西大寺小坊町　　　　西大寺新池町　　　　

西大寺新町（一）　　

西大寺新田町　　　　

西大寺赤田町（二）　
西大寺東町（二）　　

西大寺南町　　　　　

西大寺宝ヶ丘　　　　

西大寺北町（四）　　

西大寺本町　　　　　
西大寺野神町（一）　

西木辻町　　　　　　

青垣台（一）　　　　

青山（一）　　　　　

青山（五）　　　　　青山（八）　　　　　青山（六）　　　　　

赤膚町　　　　　　　

千代ヶ丘（三）　　　

川上町　　　　　　　

相楽台（一）　　　　

相楽台（九）　　　　

相楽台（五）　　　　

相楽台（三）　　　　相楽台（四）　　　　

相楽台（七）　　　　

相楽台（二）　　　　

相楽台（八）　　　　
相楽台（六）　　　　

大安寺（五）　　　　
大安寺（三）　　　　大安寺（四）　　　　

大安寺（七）　　　　
大安寺（六）　　　　

大安寺西（三）　　　

大安寺町　　　　　　

大宮町（一）　　　　
大宮町（三）　　　　大宮町（四）　　　　

大宮町（二）　　　　
大宮町（六）　　　　

大森西町　　　　　　

大倭町　　　　　　　

中ノ川町　　　　　　

中山町西（一）　　　中山町西（三）　　　
中山町西（四）　　　

中山町西（二）　　　

中辻町　　　　　　　

中登美ヶ丘（三）　　

中登美ヶ丘（二）　　

朝日町（一）　　　　
朝日町（二）　　　　

鶴舞東町　　　　　　

吐師　　　　　　　　

登大路町　　　　　　

登美ヶ丘（五）　　　
登美ヶ丘（四）　　　
登美ヶ丘（六）　　　

東紀寺町（一）　　　

東紀寺町（三）　　　

東登美ヶ丘（一）　　

東登美ヶ丘（五）　　東登美ヶ丘（四）　　

東登美ヶ丘（二）　　

東登美ヶ丘（六）　　

東之阪町　　　　　　

東包永町　　　　　　

藤ノ木台（一）　　　

藤ノ木台（三）　　　

藤ノ木台（四）　　　

藤ノ木台（二）　　　

奈保町　　　　　　　

奈良阪町　　　　　　

南加茂台（一）　　　

南加茂台（三）　　　

南加茂台（四）　　　

南加茂台（十四）　　
南加茂台（十二）　　

南加茂台（八）　　　
南加茂台（六）　　　

南京終町　　　　　　
南京終町（一）　　　

南袋町　　　　　　　

二条大路南（一）　　
二条大路南（五）　　

二条大路南（二）　　

二条町（一）　　　　

二条町（三）　　　　

尼辻中町　　　　　　

尼辻南町　　　　　　

柏木町　　　　　　　
白毫寺町　　　　　　

八条町　　　　　　　

般若寺町　　　　　　

疋田町（一）　　　　疋田町（五）　　　　
疋田町（三）　　　　

肘塚町　　　　　　　

敷島町（一）　　　　

敷島町（二）　　　　

平松（一）　　　　　

平松（五）　　　　　
平松（三）　　　　　

平松（四）　　　　　

宝来（三）　　　　　
宝来（四）　　　　　

宝来（二）　　　　　

宝来町　　　　　　　

法華寺町　　　　　　

法蓮佐保山（一）　　

法蓮佐保山（三）　　
法蓮佐保山（四）　　

法蓮佐保山（二）　　

法蓮町　　　　　　　

北市町　　　　　　　

北登美ヶ丘（一）　　北登美ヶ丘（五）　　

北登美ヶ丘（三）　　
北登美ヶ丘（四）　　

北登美ヶ丘（二）　　

北登美ヶ丘（六）　　

木津川台（一）　　　

木津川台（九）　　　

木津川台（五）　　　
木津川台（三）　　　

木津川台（四）　　　

木津川台（七）　　　

木津川台（二）　　　
木津川台（八）　　　

木津川台（六）　　　

木津町　　　　　　　

餅飯殿町　　　　　　

恋の窪（一）　　　　
恋の窪（二）　　　　

六条（一）　　　　　六条（二）　　　　　

六条西（一）　　　　
六条西（二）　　　　

六条町　　　　　　　六条緑町（二）　　　

出屋敷　　　　　　　加茂町駅東（一）　　

精華台（一）　　　　精華台（五）　　　　

精華台（四）　　　　精華台（二）　　　　

木津川市役所　　　　

西ノ京駅　　　　　　

奈良市役所　　　　　 奈良県庁　　　　　　

平城駅　　　　　　　

西木津駅　　　　　　

奈良駅　　　　　　　

新大宮駅　　　　　　

上狛駅　　　　　　　

加茂駅　　　　　　　

近鉄奈良駅　　　　　

高の原駅　　　　　　

山田川駅　　　　　　

京終駅　　　　　　　

尼ヶ辻駅　　　　　　

大和西大寺駅　　　　

菖蒲池駅　　　　　　
学園前駅　　　　　　

平城山駅　　　　　　

木津川台駅　　　　　

学研奈良登美ケ丘駅　

木津川市　　　　　　

京田辺市　　　　　　

井手町　　　　　　　

城陽市　　　　　　　

奈良街道　　　　　　

京奈和自動車道　　　

伊賀街道　　　　　　

薪　　　　　　　　　

田辺　　　　　　　　

草内　　　　　　　　

飯岡　　　　　　　　

興戸　　　　　　　　

三山木　　　　　　　

普賢寺　　　　　　　

水取　　　　　　　　

宮津　　　　　　　　

北稲八間　　　　　　

南稲八妻　　　　　　

精華　　　　　　　　
祝園　　　　　　　　

下狛　　　　　　　　

菱田　　　　　　　　

椿井　　　　　　　　

神童子　　　　　　　

▲ 三上山　　　　　　　

口畑　　　　　　　　

例幣　　　　　　　　

岡崎　　　　　　　　

多賀　　　　　　　　
▲ 大焼山　　　　　　　

奈良線　　　　　　　

木津川　　　　　　　

井手　　　　　　　　

観音堂　　　　　　　

奈島　　　　　　　　青谷　　　　　　　　

綺田　　　　　　　　

平尾　　　　　　　　

北河原　　　　　　　

精華下狛ＩＣ　　　　

田辺西ＩＣ　　　　　

田辺北ＩＣ　　　　　

井手町飛地　　　　　

関西本線　　　　　　

甘南備台　　　　　　

旭　　　　　　　　　

一休ケ丘　　　　　　

岩ノ脇　　　　　　　

宮ノ口　　　　　　　

玉水　　　　　　　　

健康村　　　　　　　

江津　　　　　　　　

高月　　　　　　　　

高木　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

舟　　　　　　　　　

出垣内　　　　　　　

上井手　　　　　　　

新田辺西　　　　　　
新田辺東　　　　　　

水無　　　　　　　　

西部　　　　　　　　

西北　　　　　　　　

石垣　　　　　　　　

船屋　　　　　　　　

僧坊　　　　　　　　

滝ノ鼻　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

中久保田　　　　　　

田辺中央　　　　　　

登大路　　　　　　　

東　　　　　　　　　

東部　　　　　　　　

南山　　　　　　　　

南部　　　　　　　　

二又　　　　　　　　

馬渕　　　　　　　　

仏生寺　　　　　　　

平ヶ谷　　　　　　　

北ノ堂　　　　　　　

北部　　　　　　　　

有王　　　　　　　　

加茂町法花寺野　　　

河原　　　　　　　　

市辺　　　　　　　　

祝園西（一）　　　　

植田　　　　　　　　

多々羅　　　　　　　

田村新田　　　　　　

田辺　　　　　　　　

岡村　　　　　　　　三野　　　　　　　　

精華町役場　　　　　

井手町役場　　　　　

京田辺市役所　　　　

大住駅　　　　　　　

京田辺駅　　　　　　

ＪＲ三山木駅　　　　

興戸駅　　　　　　　

新田辺駅　　　　　　

新祝園駅　　　　　　祝園駅　　　　　　　

狛田駅　　　　　　　下狛駅　　　　　　　

三山木駅　　　　　　

玉水駅　　　　　　　

山城多賀駅　　　　　

山城青谷駅　　　　　

棚倉駅　　　　　　　

同志社前駅　　　　　

近鉄宮津駅　　　　　

山添村　　　　　　　

南山城村　　　　　　

▲ 灯明寺山　　　　　　

下手　　　　　　　　

高去　　　　　　　　

勝風　　　　　　　　

岩船　　　　　　　　

下狭川　　　　　　　

西狭川　　　　　　　

狭川東　　　　　　　

狭川両　　　　　　　

須川　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

南庄　　　　　　　　

園田　　　　　　　　
法用　　　　　　　　

東鳴川　　　　　　　

平清水　　　　　　　

生琉里　　　　　　　

大慈山　　　　　　　

誓多林　　　　　　　

大平尾　　　　　　　

忍辱山　　　　　　　

大柳生　　　　　　　

塔阪　　　　　　　　

阪原　　　　　　　　

北出　　　　　　　　

柳生下　　　　　　　
興ケ原　　　　　　　

邑地　　　　　　　　

柳生　　　　　　　　

尾羽根　　　　　　　

大保　　　　　　　　

丹生　　　　　　　　

水間　　　　　　　　

▲ 一体山　　　　　　　

的野　　　　　　　　

法ヶ平尾　　　　　　

松笠　　　　　　　　

笠置町飛地　　　　　

南加茂台（十）　　　南加茂台（十一）　　

南加茂台（十三）　　 奥垣内　　　　　　　

押谷　　　　　　　　

下垣内　　　　　　　

下出　　　　　　　　

下須川　　　　　　　

下誓多林　　　　　　

口垣内　　　　　　　

幸田　　　　　　　　

腰越　　　　　　　　

山脇　　　　　　　　

上垣内　　　　　　　

上出　　　　　　　　

上須川　　　　　　　

上誓多林　　　　　　

神殿　　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

大橋　　　　　　　　大君　　　　　　　　中誓多林　　　　　　
津越　　　　　　　　

辻村　　　　　　　　

東小　　　　　　　　

南出　　　　　　　　

門垣内　　　　　　　

園田町　　　　　　　

下狭川町　　　　　　

加茂町尻枝　　　　　

加茂町森　　　　　　
加茂町南下手　　　　

加茂町北下手　　　　

狭川東町　　　　　　

狭川両町　　　　　　

興ヶ原町　　　　　　

桐山　　　　　　　　

沓掛町　　　　　　　

阪原町　　　　　　　

室津　　　　　　　　

須川町　　　　　　　

水間町　　　　　　　

生琉里町　　　　　　

西狭川町　　　　　　

誓多林町　　　　　　

大慈仙町　　　　　　

大平尾町　　　　　　

大保町　　　　　　　

大柳生町　　　　　　

丹生町　　　　　　　

東鳴川町　　　　　　

南加茂台（二）　　　

南庄町　　　　　　　

忍辱山町　　　　　　

平清水町　　　　　　

峰寺　　　　　　　　

法用町　　　　　　　

北村町　　　　　　　

北野山町　　　　　　

柳生下町　　　　　　

柳生町　　　　　　　

邑地町　　　　　　　

加茂町美浪　　　　　
南笠置　　　　　　　

笠置町　　　　　　　

和束町　　　　　　　

宇治田原町　　　　　

▲ 御林山　　　　　　　

▲ 鷲峰山　　　　　　　

湯船　　　　　　　　

原山　　　　　　　　

門前　　　　　　　　
園　　　　　　　　　

釜塚　　　　　　　　和束　　　　　　　　

杣田　　　　　　　　

白栖　　　　　　　　

撰原　　　　　　　　

石寺　　　　　　　　

下島　　　　　　　　

井平尾　　　　　　　

銭司　　　　　　　　

兎並　　　　　　　　

切山　　　　　　　　

笠置　　　　　　　　

飛鳥路　　　　　　　

▲ 三ヶ岳　　　　　　　

童仙房　　　　　　　

南山城　　　　　　　

有市　　　　　　　　

加茂町駅東（四）　　

一番　　　　　　　　

下有市　　　　　　　

五番　　　　　　　　
三番　　　　　　　　

山ノ上　　　　　　　

四番　　　　　　　　

七番　　　　　　　　

小谷下　　　　　　　

小谷上　　　　　　　

上有市　　　　　　　

草畑　　　　　　　　

二番　　　　　　　　

北笠置　　　　　　　

六番　　　　　　　　

加茂町山田　　　　　

加茂町北　　　　　　

広岡町　　　　　　　

南大河原　　　　　　

木屋　　　　　　　　

笠置町役場　　　　　

南山城村役場　　　　

和束町役場　　　　　

笠置駅　　　　　　　

大河原駅　　　　　　

木津警察署

奈良西警察署

奈良警察署

奈良県警察本部

田辺警察署
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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▲



八幡市　　　　　　　

久御山町　　　　　　

槙島　　　　　　　　

京阪宇治線　　　　　

菟道　　　　　　　　

▲ 五雲峰　　　　　　　

炭山　　　　　　　　

二ノ尾　　　　　　　

池ノ尾　　　　　　　

▲ 喜撰山　　　　　　　

明星　　　　　　　　

伊勢田　　　　　　　 南陵　　　　　　　　

宇治　　　　　　　　

天ヶ瀬ダム　　　　　

大久保　　　　　　　

佐古　　　　　　　　
栄　　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

佐山　　　　　　　　

大住　　　　　　　　

城陽　　　　　　　　

水主　　　　　　　　

長池　　　　　　　　

宇治川　　　　　　　

岩山　　　　　　　　

宇治田原　　　　　　
郷之口　　　　　　　

五ヶ庄　　　　　　　

近鉄京都線　　　　　

久御山町飛地　　　　

京滋バイパス　　　　

笠取ＩＣ　　　　　　

宇治東ＩＣ　　　　　

宇治西ＩＣ　　　　　

巨椋ＩＣ　　　　　　

久御山ＪＣＴ　　　　

巨椋池ＩＣ　　　　　

第二京阪道路　　　　

岩田松原　　　　　　

一ノ坪　　　　　　　

一里塚　　　　　　　

壱番　　　　　　　　

蔭山　　　　　　　　宇文字　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

宮谷　　　　　　　　

広岡谷　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

三十五　　　　　　　

山際　　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

車田　　　　　　　　

小根尾　　　　　　　

吹前　　　　　　　　

尖山　　　　　　　　

善法　　　　　　　　

旦椋　　　　　　　　

中ノ田　　　　　　　

中遊田　　　　　　　

天ヶ瀬　　　　　　　

東内　　　　　　　　

南浦　　　　　　　　

南堀池　　　　　　　

南遊田　　　　　　　

南落合　　　　　　　

弐番　　　　　　　　

半白　　　　　　　　

府営団地　　　　　　

平盛　　　　　　　　

米坂　　　　　　　　

北内　　　　　　　　

堀池　　　　　　　　

妙楽　　　　　　　　

名木（一）　　　　　

名木（二）　　　　　

目川　　　　　　　　

矢落　　　　　　　　

遊田　　　　　　　　 蓮華　　　　　　　　

蓮池　　　　　　　　

安田町　　　　　　　
伊勢田町　　　　　　

宇治　　　　　　　　

羽戸山（三）　　　　
羽戸山（四）　　　　

羽戸山（二）　　　　

羽拍子町　　　　　　

栄（一）　　　　　　
栄（三）　　　　　　
栄（四）　　　　　　

栄（二）　　　　　　
開町　　　　　　　　

久世　　　　　　　　

広野町　　　　　　　

高尾　　　　　　　　

市田　　　　　　　　
志津川　　　　　　　

寺山台（二）　　　　

神明　　　　　　　　

折居台（一）　　　　

折居台（三）　　　　
折居台（四）　　　　

大久保町　　　　　　

大石曽束（五）　　　

天神台　　　　　　　
南陵町（一）　　　　

南陵町（四）　　　　

南陵町（二）　　　　

枇杷庄　　　　　　　

琵琶台　　　　　　　

富野　　　　　　　　

平川　　　　　　　　

明星町（一）　　　　

明星町（三）　　　　

明星町（四）　　　　

明星町（二）　　　　

銘城台　　　　　　　

莵道　　　　　　　　

贄田　　　　　　　　

槇島町　　　　　　　

城陽ＪＣＴ・ＩＣ　　

宇治田原町役場　　　城陽市役所　　　　　

宇治市役所　　　　　

寺田駅　　　　　　　

向島駅　　　　　　　

富野荘駅　　　　　　

城陽駅　　　　　　　

久津川駅　　　　　　

大久保駅　　　　　　新田駅　　　　　　　

伊勢田駅　　　　　　

小倉駅　　　　　　　

長池駅　　　　　　　

宇治駅　　　　　　　

三室戸駅　　　　　　

黄檗駅　　　　　　　

ＪＲ小倉駅　　　　　

宇治市　　　　　　　

伏見区　　　　　　　

東山区　　　　　　　

下京区　　　　　　　

新町通　　　　　　　

毛利橋通　　　　　　

板橋通　　　　　　　

両替町通　　　　　　
上板橋通　　　　　　

札辻通　　　　　　　

塩小路通　　　　　　

西洞院通　　　　　　
大和大路通　　　　　

東大路通　　　　　　高辻通　　　　　　　
仏光寺通　　　　　　
綾小路通　　　　　　

大手筋通　　　　　　

丹波橋通　　　　　　

堀川五条　　　　　　烏丸五条　　　　　　河原町五条　　　　　

東山五条　　　　　　 日ノ岡　　　　　　　

山科駅前　　　　　　

安朱　　　　　　　　

京都東ＩＣ　　　　　

▲ 音羽山　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

音羽　　　　　　　　

山科東野　　　　　　

北花山　　　　　　　

川田通　　　　　　　

東山七条　　　　　　

今熊野　　　　　　　

京都駅　　　　　　　

七条堀川　　　　　　

九条油小路　　　　　九条河原町　　　　　

鴨川　　　　　　　　

西野山　　　　　　　

勧修寺　　　　　　　

大宅　　　　　　　　

小栗栖　　　　　　　

深草　　　　　　　　

上鳥羽　　　　　　　

中島　　　　　　　　
深草加賀屋敷町　　　

石田　　　　　　　　

日野　　　　　　　　

醍醐　　　　　　　　

▲ 醍醐山　　　　　　　

向島　　　　　　　　

観月橋　　　　　　　

下鳥羽　　　　　　　

相月　　　　　　　　

東笠取　　　　　　　

西笠取　　　　　　　

大津ＩＣ　　　　　　

鶴の里　　　　　　　京阪京津線　　　　　

▲ 千頭岳　　　　　　　

竹田　　　　　　　　

川田　　　　　　　　
地下鉄烏丸線　　　　

伏見ＩＣ　　　　　　

城南宮南ＩＣ　　　　

上鳥羽ＩＣ　　　　　

鴨川西ＩＣ　　　　　
鴨川東ＩＣ　　　　　 山科ＩＣ　　　　　　

城南宮北ＩＣ　　　　

藤尾北ランプ　　　　

藤尾南ランプ　　　　

西九条　　　　　　　

稲出　　　　　　　　

下荘川西　　　　　　

久世谷　　　　　　　

御蔵山　　　　　　　

黒出　　　　　　　　

水釜　　　　　　　　

西野山団地　　　　　

相月西　　　　　　　

醍醐西団地　　　　　
醍醐東団地　　　　　

醍醐北団地　　　　　

町並　　　　　　　　

辻出川東　　　　　　

東九条　　　　　　　

内畑　　　　　　　　

南山畑　　　　　　　

平出　　　　　　　　

別所出　　　　　　　

檜尾　　　　　　　　

逢坂（一）　　　　　

稲葉台　　　　　　　

横木（一）　　　　　
横木（二）　　　　　

栗栖野　　　　　　　

上花山　　　　　　　

厨子奥　　　　　　　

清閑寺　　　　　　　

西野　　　　　　　　

泉涌寺　　　　　　　

池の里　　　　　　　
竹鼻　　　　　　　　

茶戸町　　　　　　　
朝日が丘（二）　　　

追分町　　　　　　　

桃山町　　　　　　　

日ノ岡　　　　　　　

髭茶屋　　　　　　　

福稲　　　　　　　　

平尾台（一）　　　　

六地蔵　　　　　　　

椥辻　　　　　　　　

音羽台　　　　　　　朝日が丘（一）　　　

京都駅　　　　　　　

中書島駅　　　　　　

大津駅　　　　　　　

竹田駅　　　　　　　

京都駅　　　　　　　

九条駅　　　　　　　

十条駅　　　　　　　

くいな橋駅　　　　　

上鳥羽口駅　　　　　

東寺駅　　　　　　　

観月橋駅　　　　　　

伏見桃山駅　　　　　桃山駅　　　　　　　桃山御陵前駅　　　　

近鉄丹波橋駅　　　　丹波橋駅　　　　　　

伏見駅　　　　　　　

墨染駅　　　　　　　

藤森駅　　　　　　　

龍谷大前深草駅　　　

稲荷駅　　　　　　　

伏見稲荷駅　　　　　

鳥羽街道駅　　　　　

東福寺駅　　　　　　

七条駅　　　　　　　

五条駅　　　　　　　清水五条駅　　　　　

桃山南口駅　　　　　

木幡駅　　　　　　　

京阪山科駅　　　　　山科駅　　　　　　　四宮駅　　　　　　　追分駅　　　　　　　

大谷駅　　　　　　　

四条大宮駅　　　　　四条駅　　　　　　　

六地蔵駅　　　　　　

ＪＲ藤森駅　　　　　

醍醐駅　　　　　　　

小野駅　　　　　　　

椥辻駅　　　　　　　

東野駅　　　　　　　

山科駅　　　　　　　

御陵駅　　　　　　　

石田駅　　　　　　　

六地蔵駅　　　　　　

甲賀市　　　　　　　

曽束　　　　　　　　

小田原　　　　　　　

外畑　　　　　　　　

龍門　　　　　　　　

▲ 笹間ヶ岳　　　　　　

富川　　　　　　　　

▲ 太神山　　　　　　　

▲ 猪背山　　　　　　　

桶井　　　　　　　　

宮尻　　　　　　　　

朝宮　　　　　　　　
奥山田　　　　　　　

湯屋谷　　　　　　　

禅定寺　　　　　　　

長山　　　　　　　　

立川　　　　　　　　

大石曽束（一）　　　

信楽町下朝宮　　　　

信楽町上朝宮　　　　

石山外畑町　　　　　

大石小田原（一）　　

大石小田原（二）　　

大石曽束（三）　　　

大石曽束（二）　　　

大石中（一）　　　　

大石中（五）　　　　

大石中（三）　　　　
大石中（四）　　　　

大石中（七）　　　　

大石中（二）　　　　

大石中（六）　　　　

大石東（一）　　　　

大石東（五）　　　　

大石東（三）　　　　
大石東（四）　　　　

大石東（七）　　　　
大石東（六）　　　　

大石富川（一）　　　

大石富川（三）　　　

大石富川（四）　　　

大石富川（二）　　　

大石淀（一）　　　　

大石淀（三）　　　　

大石淀（二）　　　　

大石龍門（一）　　　

大石龍門（五）　　　

大石龍門（三）　　　

大石龍門（四）　　　

大石龍門（二）　　　

大石龍門（六）　　　

緑苑坂　　　　　　　

大石東（二）　　　　

草津市　　　　　　　

栗東市　　　　　　　
木下　　　　　　　　

近江大橋　　　　　　

本丸　　　　　　　　

秋葉台　　　　　　　

富士見台　　　　　　
京坂石山坂本線　　　

大萱　　　　　　　　
瀬田　　　　　　　　

大江　　　　　　　　

北大路　　　　　　　

国分　　　　　　　　

瀬田西ＩＣ　　　　　

上田上　　　　　　　

桐生　　　　　　　　

牧町　　　　　　　　

大戸川　　　　　　　

芝原　　　　　　　　

新免　　　　　　　　

上党　　　　　　　　

羽栗　　　　　　　　
枝町　　　　　　　　

田上　　　　　　　　

関津　　　　　　　　

石山　　　　　　　　

石山寺　　　　　　　

瀬田川　　　　　　　

稲津　　　　　　　　

新浜　　　　　　　　

南笠　　　　　　　　

東矢倉　　　　　　　

瀬田東ＩＣ　　　　　

大津ＪＣＴ　　　　　

草津田上ＩＣ　　　　

草津ＪＣＴ　　　　　

石山ＩＣ　　　　　　

南郷ＩＣ　　　　　　

瀬田東ＪＣＴ　　　　

新名神高速道路　　　

谷ノ奥　　　　　　　

膳所池ノ内町　　　　

粟津町　　　　　　　

一里山（一）　　　　

一里山（五）　　　　

一里山（三）　　　　

一里山（四）　　　　

一里山（七）　　　　

一里山（二）　　　　

一里山（六）　　　　

稲津（一）　　　　　

稲津（三）　　　　　稲津（二）　　　　　

羽栗（一）　　　　　

羽栗（三）　　　　　

羽栗（二）　　　　　

園山（一）　　　　　

園山（三）　　　　　

園山（二）　　　　　

笠山（一）　　　　　

笠山（五）　　　　　

笠山（三）　　　　　
笠山（四）　　　　　

笠山（七）　　　　　

笠山（二）　　　　　

笠山（八）　　　　　

笠山（六）　　　　　

萱野浦　　　　　　　

関津（一）　　　　　

関津（五）　　　　　

関津（三）　　　　　

関津（四）　　　　　

関津（二）　　　　　

関津（六）　　　　　

玉野浦　　　　　　　

桐生（一）　　　　　

桐生（三）　　　　　

桐生（二）　　　　　

栗林町　　　　　　　

月輪（一）　　　　　

月輪（五）　　　　　

月輪（三）　　　　　

月輪（四）　　　　　

月輪（二）　　　　　

湖城が丘　　　　　　

御殿浜　　　　　　　

光が丘町　　　　　　

国分（一）　　　　　

国分（二）　　　　　

黒津（一）　　　　　

黒津（三）　　　　　

黒津（二）　　　　　

三大寺　　　　　　　

山寺町　　　　　　　

枝（一）　　　　　　

枝（三）　　　　　　
枝（四）　　　　　　

枝（二）　　　　　　

芝原（一）　　　　　

芝原（二）　　　　　

若草（一）　　　　　

若草（五）　　　　　
若草（三）　　　　　
若草（四）　　　　　

若草（七）　　　　　

若草（二）　　　　　

若草（八）　　　　　

若草（六）　　　　　

若葉台　　　　　　　

松が丘（五）　　　　

松が丘（七）　　　　

松陽（一）　　　　　

松陽（三）　　　　　

松陽（四）　　　　　

松陽（二）　　　　　

上田上牧町　　　　　
新免（一）　　　　　

新免（二）　　　　　森（一）　　　　　　

森（三）　　　　　　
森（二）　　　　　　

神領（一）　　　　　

神領（五）　　　　　

神領（三）　　　　　

神領（四）　　　　　

神領（二）　　　　　

杉浦町　　　　　　　

瀬田（一）　　　　　

瀬田（五）　　　　　

瀬田（三）　　　　　
瀬田（四）　　　　　

瀬田（二）　　　　　

瀬田（六）　　　　　
瀬田橋本町　　　　　

瀬田月輪町　　　　　

瀬田神領町　　　　　

瀬田大江町　　　　　

瀬田南大萱町　　　　

晴嵐（一）　　　　　晴嵐（二）　　　　　

青山（七）　　　　　

石居（一）　　　　　

石居（三）　　　　　

石山寺（一）　　　　

石山寺（五）　　　　

石山寺（三）　　　　

石山寺（四）　　　　

石山寺（二）　　　　

石山内畑町　　　　　

赤尾町　　　　　　　

千町（一）　　　　　

千町（三）　　　　　

千町（四）　　　　　
千町（二）　　　　　

膳所（一）　　　　　

膳所（二）　　　　　

膳所上別保町　　　　

膳所平尾町　　　　　

相模町　　　　　　　

太子（一）　　　　　

太子（二）　　　　　

大萱（一）　　　　　

大萱（五）　　　　　
大萱（三）　　　　　

大萱（四）　　　　　

大萱（七）　　　　　

大萱（二）　　　　　

大萱（六）　　　　　

大江（一）　　　　　

大江（五）　　　　　大江（三）　　　　　

大江（四）　　　　　

大江（七）　　　　　

大江（二）　　　　　

大江（八）　　　　　

大江（六）　　　　　

大将軍（一）　　　　

大将軍（三）　　　　

大将軍（二）　　　　

大鳥居　　　　　　　

大平（一）　　　　　

大平（二）　　　　　

中庄（一）　　　　　
中庄（二）　　　　　

鳥居川町　　　　　　
田辺町　　　　　　　

唐橋町　　　　　　　

東矢倉（四）　　　　

堂（一）　　　　　　

堂（二）　　　　　　

南笠東（一）　　　　
南笠東（三）　　　　

南笠東（四）　　　　

南笠東（二）　　　　

南郷（一）　　　　　

南郷（五）　　　　　
南郷（三）　　　　　

南郷（四）　　　　　

南郷（二）　　　　　

南郷（六）　　　　　

南郷上山町　　　　　

馬場（三）　　　　　

美崎町　　　　　　　

平津（一）　　　　　

平津（二）　　　　　

別保（一）　　　　　

別保（三）　　　　　

別保（二）　　　　　

北大路（一）　　　　

北大路（三）　　　　

北大路（二）　　　　

牧（一）　　　　　　

牧（三）　　　　　　

牧（二）　　　　　　

本丸町　　　　　　　

野郷原（一）　　　　

野郷原（二）　　　　

野路東（一）　　　　

野路東（五）　　　　
野路東（三）　　　　

野路東（四）　　　　

野路東（七）　　　　

野路東（二）　　　　

野路東（六）　　　　

里（一）　　　　　　

里（五）　　　　　　

里（三）　　　　　　

里（四）　　　　　　

里（七）　　　　　　

里（二）　　　　　　

里（六）　　　　　　

竜が丘　　　　　　　

螢谷　　　　　　　　

松本（一）　　　　　
本宮（一）　　　　　西の庄　　　　　　　 東矢倉（三）　　　　

南笠町　　　　　　　

南草津（三）　　　　馬場（二）　　　　　

本宮（二）　　　　　木下町　　　　　　　

由美浜　　　　　　　

膳所駅　　　　　　　京阪膳所駅　　　　　

粟津駅　　　　　　　

瓦ヶ浜駅　　　　　　

中ノ庄駅　　　　　　

膳所本町駅　　　　　

錦駅　　　　　　　　

石山寺駅　　　　　　

唐橋前駅　　　　　　

京阪石山駅　　　　　

瀬田駅　　　　　　　

石山駅　　　　　　　

宇治警察署

城陽警察署

山科警察署

伏見警察署

南警察署

下京警察署

東山警察署
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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▲



四条烏丸　　　　　　四条河原町　　　　　四条堀川　　　　　　
祇園　　　　　　　　

花見小路通　　　　　蛸薬師通　　　　　　縄手通　　　　　　　 山科区　　　　　　　
高倉通　　　　　　　柳馬場通　　　　　　 長等　　　　　　　　猪熊通　　　　　　　 蹴上　　　　　　　　大宮通　　　　　　　

烏丸御池　　　　　　河原町御池　　　　　堀川御池　　　　　　
京都　　　　　　　　

二条通　　　　　　　
寺町通　　　　　　　 岡崎　　　　　　　　堀川通　　　　　　　

▲ 如意ヶ岳　　　　　　
堀川丸太町　　　　　 東山丸太町　　　　　烏丸丸太町　　　　　河原町丸太町　　　　

大津　　　　　　　　
尾花川　　　　　　　哲学の道　　　　　　吉田東通　　　　　　

室町通　　　　　　　

柳ヶ崎　　　　　　　烏丸通　　　　　　　
銀閣寺　　　　　　　

錦織　　　　　　　　烏丸今出川　　　　　河原町今出川　　　　堀川今出川　　　　　 百万遍　　　　　　　 比叡平　　　　　　　

上立売通　　　　　　 北白川　　　　　　　 鏡が浜　　　　　　　御陰通　　　　　　　

南志賀　　　　　　　

山中　　　　　　　　▲ 瓜生山　　　　　　　下鴨中通　　　　　　

京阪石山坂本線　　　
紫明通　　　　　　　

堀川北大路　　　　　 下鴨本通　　　　　　
紫野　　　　　　　　 一乗寺　　　　　　　 際川　　　　　　　　高野　　　　　　　　

烏丸北大路　　　　　

下鴨　　　　　　　　 白川通　　　　　　　 滋賀里　　　　　　　叡山電鉄叡山本線　　
比叡山ドライブウェイ加茂街道　　　　　　北泉通　　　　　　　

唐崎　　　　　　　　紫竹　　　　　　　　北山通　　　　　　　

松ヶ崎　　　　　　　 修学院　　　　　　　 穴太　　　　　　　　鞍馬街道　　　　　　 高野川　　　　　　　

上賀茂　　　　　　　

比叡山　　　　　　　
▲ 四明岳　　　　　　　

大鷺　　　　　　　　 京福電鉄鋼索線　　　 比叡山鉄道　　　　　
下在地　　　　　　　幡枝　　　　　　　　

叡山電鉄鞍馬線　　　
木野　　　　　　　　

上蔵　　　　　　　　

中在地　　　　　　　 奥比叡ドライブウェイ
静市　　　　　　　　

▲ 三石岳　　　　　　　

地下鉄東西線　　　　

京阪鴨東線　　　　　

藤尾奥町ランプ　　　

皇子山ランプ　　　　

南志賀ランプ　　　　

近江神宮ランプ　　　

滋賀里ランプ　　　　

下阪本ランプ　　　　

下在地町　　　　　　

下総町　　　　　　　

花園町　　　　　　　

近衛町　　　　　　　

三宅町　　　　　　　

上蔵町　　　　　　　西河原町　　　　　　

大鷺町　　　　　　　

中在地町　　　　　　

幡枝町　　　　　　　

木野町　　　　　　　 野瀬町　　　　　　　

あかね町　　　　　　

逢坂（二）　　　　　

粟田口　　　　　　　

一乗寺　　　　　　　

園城寺町　　　　　　

下阪本（二）　　　　

勧学（一）　　　　　勧学（二）　　　　　

京町（三）　　　　　

錦織（一）　　　　　錦織（三）　　　　　錦織（二）　　　　　

銀閣寺町　　　　　　

穴太（一）　　　　　穴太（三）　　　　　
穴太（二）　　　　　

見世（二）　　　　　

御幸町　　　　　　　

御陵町　　　　　　　

皇子が丘（一）　　　

皇子が丘（三）　　　

高砂町　　　　　　　

高野　　　　　　　　

黒谷町　　　　　　　

際川（一）　　　　　

際川（三）　　　　　

際川（四）　　　　　

際川（二）　　　　　

坂本（一）　　　　　

坂本（五）　　　　　

坂本（四）　　　　　

坂本（二）　　　　　

坂本（八）　　　　　

坂本本町　　　　　　

桜野町（一）　　　　
桜野町（二）　　　　

札の辻　　　　　　　

三井寺町　　　　　　

山上町　　　　　　　

山端　　　　　　　　

山中町　　　　　　　

四ノ宮　　　　　　　

滋賀里（一）　　　　

滋賀里（三）　　　　滋賀里（四）　　　　

滋賀里（二）　　　　

鹿ヶ谷　　　　　　　

小関町　　　　　　　

上高野　　　　　　　

浄土寺　　　　　　　

神宮町　　　　　　　

神出開町　　　　　　

聖護院　　　　　　　

千石台　　　　　　　

大門通　　　　　　　

茶が崎　　　　　　　

中央（四）　　　　　

中央（二）　　　　　

長等（三）　　　　　

田中　　　　　　　　

唐崎（一）　　　　　
唐崎（三）　　　　　

唐崎（四）　　　　　

唐崎（二）　　　　　

藤尾奥町　　　　　　

南志賀（一）　　　　

南志賀（四）　　　　

南志賀（二）　　　　

南禅寺　　　　　　　

八瀬　　　　　　　　

比叡平（一）　　　　

比叡平（三）　　　　

比叡平（二）　　　　

浜大津（五）　　　　
浜大津（四）　　　　
浜大津（二）　　　　

柳が崎　　　　　　　

柳川（一）　　　　　柳川（二）　　　　　

蓮池町　　　　　　　

市原町　　　　　　　

秋元町　　　　　　　

滋賀県庁　　　　　　

京都市役所　　　　　

大津市役所　　　　　

京都府庁　　　　　　

北大路駅　　　　　　

大宮駅　　　　　　　

丸太町駅　　　　　　

今出川駅　　　　　　

烏丸駅　　　　　　　

烏丸御池駅　　　　　

京都河原町駅　　　　

二軒茶屋駅　　　　　

祇園四条駅　　　　　

三条駅　　　　　　　

出町柳駅　　　　　　

元田中駅　　　　　　

茶山駅　　　　　　　

木野駅　　　　　　　

一乗寺駅　　　　　　

修学院駅　　　　　　

三宅八幡駅　　　　　

八幡前駅　　　　　　

岩倉駅　　　　　　　

八瀬比叡山口駅　　　
ケーブル延暦寺駅　　

大津市役所前駅　　　

京阪大津京駅　　　　

大津京駅　　　　　　

近江神宮前駅　　　　

南滋賀駅　　　　　　

滋賀里駅　　　　　　

上栄町駅　　　　　　

島ノ関駅　　　　　　

びわ湖浜大津駅　　　
三井寺駅　　　　　　

唐崎駅　　　　　　　

穴太駅　　　　　　　

松ノ馬場駅　　　　　

ケーブル坂本駅　　　坂本比叡山口駅　　　

鞍馬口駅　　　　　　

ケーブル比叡駅　　　

ケ―ブル八瀬駅　　　

宝ヶ池駅　　　　　　

出町柳駅　　　　　　

北山駅　　　　　　　

神宮丸太町駅　　　　

京都精華大前駅　　　

国際会館駅　　　　　

松ヶ崎駅　　　　　　

二条城前駅　　　　　
京都市役所前駅　　　

三条京阪駅　　　　　東山駅　　　　　　　
蹴上駅　　　　　　　

蓬莱丘駅　　　　　　もたて山駅　　　　　

左京区　　　　　　　

芹生　　　　　　　　

芹生峠　　　　　　　

別所　　　　　　　　

花背峠　　　　　　　

百井　　　　　　　　

小出石　　　　　　　▲ 天ヶ岳　　　　　　　

▲ 貴船山　　　　　　　

貴船　　　　　　　　

▲ 鞍馬山　　　　　　　

静原　　　　　　　　

▲ 金毘羅山　　　　　　

大原　　　　　　　　

古知平　　　　　　　

勝林院　　　　　　　草生　　　　　　　　

来迎院　　　　　　　

井出　　　　　　　　
戸寺　　　　　　　　

▲ 瓢箪崩山　　　　　　

鞍馬　　　　　　　　

二ノ瀬　　　　　　　

▲ 水井山　　　　　　　

生津　　　　　　　　

途中　　　　　　　　

京北芹生町　　　　　

井出町　　　　　　　

花尻町　　　　　　　

貴船町　　　　　　　

古知平町　　　　　　

戸寺町　　　　　　　

勝林院町　　　　　　

小出石町　　　　　　

静原町　　　　　　　

草生町　　　　　　　

村松町　　　　　　　

大長瀬町　　　　　　

二ノ瀬町　　　　　　

百井町　　　　　　　

野村町　　　　　　　

野中町　　　　　　　

来迎院町　　　　　　

伊香立上在地町　　　

伊香立生津町　　　　

伊香立北在地町　　　

仰木（一）　　　　　

仰木町　　　　　　　

別所町　　　　　　　花脊　　　　　　　　

市原駅　　　　　　　

二ノ瀬駅　　　　　　

貴船口駅　　　　　　

鞍馬駅　　　　　　　
山門駅　　　　　　　
多宝塔駅　　　　　　

山寺　　　　　　　　野路　　　　　　　　

青地　　　　　　　　

矢橋　　　　　　　　 矢倉　　　　　　　　 下戸山　　　　　　　
橋岡　　　　　　　　

東草津　　　　　　　
草津　　　　　　　　

御倉　　　　　　　　

南山田　　　　　　　

草津川　　　　　　　
安養寺　　　　　　　小柿　　　　　　　　

木川　　　　　　　　

草津線　　　　　　　

北山田　　　　　　　
西渋川　　　　　　　

上笠　　　　　　　　

下笠　　　　　　　　

小平井　　　　　　　 野尻　　　　　　　　

北大萱　　　　　　　

勝部　　　　　　　　
上寺　　　　　　　　志那　　　　　　　　

片岡　　　　　　　　
大林　　　　　　　　芦浦　　　　　　　　

守山　　　　　　　　下寺　　　　　　　　

下坂本　　　　　　　
下物　　　　　　　　

守山市　　　　　　　森川原　　　　　　　

大津市　　　　　　　比叡辻　　　　　　　
杉江　　　　　　　　

播磨田　　　　　　　

小島　　　　　　　　
木の岡　　　　　　　 赤野井　　　　　　　

今市　　　　　　　　

荒見　　　　　　　　矢島　　　　　　　　

坂本北ＩＣ　　　　　

野洲市　　　　　　　

坂本（三）　　　　　

坂本（六）　　　　　

松本（二）　　　　　

打出浜　　　　　　　

えん魔堂町　　　　　

におの浜（一）　　　

におの浜（三）　　　

におの浜（四）　　　

におの浜（二）　　　

阿村町　　　　　　　

芦浦町　　　　　　　

安養寺（七）　　　　
安養寺（八）　　　　

安養寺（六）　　　　

横江町　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

下鈎　　　　　　　　

下笠町　　　　　　　

下阪本（一）　　　　

下阪本（五）　　　　

下阪本（三）　　　　

下阪本（四）　　　　

下阪本（六）　　　　

下寺町　　　　　　　

下之郷町　　　　　　
下物町　　　　　　　

笠川　　　　　　　　苅原　　　　　　　　

吉身（一）　　　　　

吉身（三）　　　　　

吉身（二）　　　　　

橋岡町　　　　　　　

金森町　　　　　　　

駒井沢町　　　　　　

穴村町　　　　　　　

古高町　　　　　　　

御倉町　　　　　　　

今市町　　　　　　　

今宿（一）　　　　　今宿（三）　　　　　
今宿（四）　　　　　

今宿（二）　　　　　

坂本（七）　　　　　

山賀町　　　　　　　

山田町　　　　　　　

志那中町　　　　　　

志那町　　　　　　　

若竹町　　　　　　　

守山（一）　　　　　

守山（五）　　　　　

守山（三）　　　　　

守山（四）　　　　　

守山（二）　　　　　

守山（六）　　　　　

手原（五）　　　　　

集町　　　　　　　　

十二里町　　　　　　

十里　　　　　　　　

渋川（一）　　　　　

渋川（二）　　　　　

勝部（五）　　　　　勝部（三）　　　　　
勝部（四）　　　　　

勝部（六）　　　　　

小柿（一）　　　　　

小柿（九）　　　　　

小柿（五）　　　　　

小柿（三）　　　　　
小柿（四）　　　　　

小柿（七）　　　　　

小柿（十）　　　　　

小柿（二）　　　　　

小柿（八）　　　　　

小柿（六）　　　　　

上鈎　　　　　　　　

上笠（一）　　　　　

上笠（五）　　　　　

上笠（三）　　　　　

上笠（四）　　　　　

上笠（二）　　　　　

上寺町　　　　　　　

新堂町　　　　　　　

森川原町　　　　　　

杉江町　　　　　　　

西渋川（一）　　　　

西渋川（二）　　　　

西草津（一）　　　　西草津（二）　　　　

西大路町　　　　　　

西矢倉（一）　　　　

西矢倉（三）　　　　

西矢倉（二）　　　　

青地町　　　　　　　

石田町　　　　　　　

赤野井町　　　　　　

千代町　　　　　　　

川原（一）　　　　　

川原（三）　　　　　川原（四）　　　　　

川原（二）　　　　　

川辺　　　　　　　　
草津（一）　　　　　

草津（三）　　　　　
草津（四）　　　　　

草津（二）　　　　　草津町　　　　　　　

大門町　　　　　　　

大林町　　　　　　　

大路（一）　　　　　

大路（三）　　　　　
大路（二）　　　　　

中沢（一）　　　　　中沢（三）　　　　　

中沢（二）　　　　　

長束町　　　　　　　

東草津（一）　　　　

東草津（三）　　　　
東草津（二）　　　　

東矢倉（一）　　　　

東矢倉（二）　　　　

南山田町　　　　　　

南草津（一）　　　　

南草津（五）　　　　南草津（四）　　　　南草津（二）　　　　

二町町　　　　　　　

日吉台（一）　　　　

日吉台（四）　　　　

日吉台（二）　　　　

播磨田町　　　　　　

梅田町　　　　　　　

比叡辻（一）　　　　

比叡辻（二）　　　　

平井（一）　　　　　

平井（三）　　　　　平井（六）　　　　　

片岡町　　　　　　　

坊袋　　　　　　　　

北山田町　　　　　　

北大萱町　　　　　　 北中小路　　　　　　
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交通管理リンク出力図
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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