
大野　　　　　　　　

須渕　　　　　　　　

元小西　　　　　　　

比津　　　　　　　　

波篭　　　　　　　　

奥津　　　　　　　　
上多気　　　　　　　

下多気　　　　　　　

▲ 雨乞山　　　　　　　

漆　　　　　　　　　

下之川　　　　　　　

大作　　　　　　　　

清水峠　　　　　　　

▲ 矢頭峠　　　　　　　

矢頭山　　　　　　　

八手俣川　　　　　　

篠ヶ広　　　　　　　

▲ 髯山　　　　　　　　

上小川　　　　　　　

▲ 高須ノ峰　　　　　　

逢坂　　　　　　　　

越知　　　　　　　　

瀬之原　　　　　　　

羽根田　　　　　　　

奥立川　　　　　　　

花園　　　　　　　　

角原　　　　　　　　戸木　　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

小津　　　　　　　　

小田　　　　　　　　

庄屋出　　　　　　　

上村　　　　　　　　

上殿　　　　　　　　

森　　　　　　　　　

神河　　　　　　　　

須郷　　　　　　　　西ヶ広　　　　　　　

前原　　　　　　　　

谷町　　　　　　　　

中津　　　　　　　　

町屋　　　　　　　　

白口　　　　　　　　

箱根　　　　　　　　

比河　　　　　　　　

不動ノ口　　　　　　

野登瀬　　　　　　　

立花　　　　　　　　

立川　　　　　　　　

六田　　　　　　　　

嬉野上小川町　　　　

上平　　　　　　　　 脇ヶ野　　　　　　　

美杉町八手俣　　　　

伊勢鎌倉駅　　　　　

伊勢八知駅　　　　　

比津駅　　　　　　　

伊勢奥津駅　　　　　

伊賀市　　　　　　　

大原　　　　　　　　

小杉　　　　　　　　

福田山　　　　　　　

布引　　　　　　　　

城立　　　　　　　　

二俣　　　　　　　　

雲出川　　　　　　　

藤　　　　　　　　　

南家城　　　　　　　

北家城　　　　　　　

山田野　　　　　　　

八対野　　　　　　　

垣内　　　　　　　　上ノ村　　　　　　　

稲垣　　　　　　　　

中ノ村　　　　　　　

南出　　　　　　　　

古市　　　　　　　　

二本木　　　　　　　

▲ 高峰　　　　　　　　

持経　　　　　　　　

見栗　　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

掛ノ脇　　　　　　　

寺広　　　　　　　　

名松線　　　　　　　

羽黒　　　　　　　　

瀬木　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

梅ヶ広　　　　　　　

宝生　　　　　　　　

白山町伊勢見　　　　

白山町真見　　　　　

伊勢竹原駅　　　　　

家城駅　　　　　　　

関ノ宮駅　　　　　　

伊勢川口駅　　　　　

大三駅　　　　　　　

合ヶ野　　　　　　　

柚原　　　　　　　　

後山　　　　　　　　

飯福田　　　　　　　

与原　　　　　　　　

細野峠　　　　　　　

阪内　　　　　　　　

▲ 白猪山　　　　　　　

辻原　　　　　　　　

勢津　　　　　　　　

▲ 堀坂山　　　　　　　

▲ 観音岳　　　　　　　

美濃田　　　　　　　

深長　　　　　　　　

伊勢寺　　　　　　　

八重田　　　　　　　

藤之木　　　　　　　

岡山　　　　　　　　

丹生寺　　　　　　　
西野　　　　　　　　

笹川　　　　　　　　
桂瀬　　　　　　　　

矢津　　　　　　　　

▲ 大明神山　　　　　　

御麻生園　　　　　　

津市　　　　　　　　

松阪ＩＣ　　　　　　

王子　　　　　　　　

下出　　　　　　　　

下世古　　　　　　　

下矢津　　　　　　　

岩穴　　　　　　　　

原尾　　　　　　　　

御所　　　　　　　　

向林　　　　　　　　

広阪　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

根木　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

山村　　　　　　　　

寺井　　　　　　　　寺谷　　　　　　　　

蛇原　　　　　　　　

上世古　　　　　　　

深長茶屋　　　　　　

真田　　　　　　　　

世古　　　　　　　　

大広　　　　　　　　

只越　　　　　　　　
谷　　　　　　　　　

中出　　　　　　　　

中世古　　　　　　　

中川渡　　　　　　　

中矢津　　　　　　　

鳥戸　　　　　　　　

東村　　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

日川　　　　　　　　

祢宣村　　　　　　　

八重田茶屋　　　　　

福丸　　　　　　　　

淵草　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

蘭　　　　　　　　　
里　　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

伊勢寺町　　　　　　

岡山町　　　　　　　

岩内町　　　　　　　嬉野岩倉町　　　　　

嬉野小原町　　　　　

嬉野森本町　　　　　

桂瀬町　　　　　　　

後山町　　　　　　　

広瀬町　　　　　　　

阪内町　　　　　　　

笹川町　　　　　　　

小阿坂町　　　　　　

深長町　　　　　　　

勢津町　　　　　　　

西野町　　　　　　　

大河内町　　　　　　

丹生寺町　　　　　　

辻原町　　　　　　　

日丘町　　　　　　　

八重田町　　　　　　

飯福田町　　　　　　

平成町　　　　　　　

矢津町　　　　　　　

柚原町　　　　　　　

与原町　　　　　　　

広　　　　　　　　　
出口　　　　　　　　

嬉野合ケ野町　　　　

嬉野矢下町　　　　　 野村町　　　　　　　

室ノ口　　　　　　　

井生　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

大仰　　　　　　　　

波瀬川　　　　　　　

井関　　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

高野　　　　　　　　

日置　　　　　　　　

庄村　　　　　　　　

其村　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

片野　　　　　　　　

須ヶ瀬　　　　　　　

新家　　　　　　　　

木造　　　　　　　　

宮古　　　　　　　　

新屋庄　　　　　　　

川北　　　　　　　　
天花寺　　　　　　　

島田　　　　　　　　一志　　　　　　　　

下之庄　　　　　　　

須賀　　　　　　　　

権現前　　　　　　　

須賀領　　　　　　　

黒野　　　　　　　　

堀之内　　　　　　　

薬王寺　　　　　　　

井之上　　　　　　　

釜生田　　　　　　　

滝之川　　　　　　　森本　　　　　　　　

中村川　　　　　　　

小野　　　　　　　　

大阿坂　　　　　　　

小阿坂　　　　　　　

近鉄名古屋線　　　　

一志嬉野ＩＣ　　　　

一志町波瀬　　　　　

井ノ口　　　　　　　

井置　　　　　　　　

一区　　　　　　　　

遠河　　　　　　　　

横村　　　　　　　　

沖出　　　　　　　　

屋方　　　　　　　　

下ノ小場　　　　　　

下ノ世古　　　　　　

下井生　　　　　　　

下山見　　　　　　　

下算所　　　　　　　

岩垣内　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　
久保出　　　　　　　

向山　　　　　　　　

向川　　　　　　　　

向川原　　　　　　　

高野団地　　　　　　

山見　　　　　　　　

捨田　　　　　　　　

若杣　　　　　　　　

縦村　　　　　　　　

小金　　　　　　　　

上り戸　　　　　　　

上井生　　　　　　　

上垣内　　　　　　　

上算所　　　　　　　

上地　　　　　　　　

新出　　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

西川原　　　　　　　

川原出　　　　　　　

村出　　　　　　　　

谷戸　　　　　　　　

中井生　　　　　　　
中屋敷　　　　　　　

八田　　　　　　　　

八田川原　　　　　　

姫路　　　　　　　　

平岩　　　　　　　　
片山　　　　　　　　 本里　　　　　　　　

竜王野　　　　　　　

一志町みのりヶ丘　　

一志町小戸木　　　　

一志町新沢田　　　　

一志町虹が丘　　　　

嬉野井之上町　　　　

嬉野一志町　　　　　

嬉野下之庄町　　　　

嬉野釜生田町　　　　

嬉野宮古町　　　　　

嬉野宮野町　　　　　

嬉野権現前町　　　　

嬉野見永町　　　　　
嬉野黒田町　　　　　

嬉野黒野町　　　　　

嬉野算所町　　　　　

嬉野上野町　　　　　

嬉野神ノ木町　　　　

嬉野須賀町　　　　　

嬉野須賀領町　　　　

嬉野川原木造町　　　

嬉野川北町　　　　　

嬉野滝之川町　　　　

嬉野中川町　　　　　

嬉野町　　　　　　　

嬉野天花寺町　　　　

嬉野田村町　　　　　

嬉野島田町　　　　　

嬉野八田町　　　　　

嬉野平生町　　　　　

嬉野堀之内町　　　　

嬉野野田町　　　　　

嬉野薬王寺町　　　　

高茶屋小森町　　　　

小野町　　　　　　　

上ノ庄町　　　　　　

新家町　　　　　　　

須ヶ瀬町　　　　　　

大阿坂町　　　　　　

美濃田町　　　　　　

牧町　　　　　　　　

三軒家　　　　　　　一志町其倉　　　　　 久居井戸山町　　　　久居元町　　　　　　
久居野口町　　　　　

川方町　　　　　　　

伊勢大井駅　　　　　

井関駅　　　　　　　

伊勢石橋駅　　　　　

一志駅　　　　　　　
川合高岡駅　　　　　

伊勢八太駅　　　　　

伊勢中川駅　　　　　

桃園駅　　　　　　　

権現前駅　　　　　　
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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▲



北長野　　　　　　　

南長野　　　　　　　

長野川　　　　　　　

桂畑　　　　　　　　

▲ 笠取山　　　　　　　奥馬野　　　　　　　

中馬野　　　　　　　

佐田　　　　　　　　

金剛峰　　　　　　　

谷杣　　　　　　　　

一ノ坂　　　　　　　 中ノ山　　　　　　　

安子　　　　　　　　

安子谷　　　　　　　

榊原温泉　　　　　　

榊原川　　　　　　　

布引の滝　　　　　　

細野　　　　　　　　

榊原町　　　　　　　

白山町垣内　　　　　

東青山駅　　　　　　 榊原温泉口駅　　　　

▲ 霊山　　　　　　　　

蝙幅峠　　　　　　　

▲ 錫杖ヶ岳　　　　　　

下之垣内　　　　　　

南之垣内　　　　　　

平木　　　　　　　　

長野峠　　　　　　　

上阿波　　　　　　　
▲ 西教山　　　　　　　

富永　　　　　　　　

猿野　　　　　　　　

下阿波　　　　　　　

伊賀越　　　　　　　

田代池　　　　　　　

覚ヶ野　　　　　　　

子延　　　　　　　　

須原　　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

平松　　　　　　　　

六呂屋　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

神納　　　　　　　　

半田　　　　　　　　

長谷場　　　　　　　

井戸　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

産品　　　　　　　　

岩田川　　　　　　　

殿村　　　　　　　　

小舟　　　　　　　　

分部　　　　　　　　
津ＩＣ　　　　　　　

安東　　　　　　　　

連部　　　　　　　　

今徳　　　　　　　　

光明寺　　　　　　　

南神山　　　　　　　

日南田　　　　　　　

家所　　　　　　　　

五百野　　　　　　　

足坂　　　　　　　　

三郷　　　　　　　　

穴倉　　　　　　　　

三ヶ野　　　　　　　

榊原　　　　　　　　

大鳥　　　　　　　　

加村　　　　　　　　

雲出川　　　　　　　

戸木　　　　　　　　
久居ＩＣ　　　　　　

狐塚　　　　　　　　明神　　　　　　　　
藤ヶ丘　　　　　　　

安濃川　　　　　　　
井ノ面　　　　　　　

一軒町　　　　　　　

下村　　　　　　　　下之郷　　　　　　　

河辺店　　　　　　　

外山　　　　　　　　

亀井　　　　　　　　

桐山　　　　　　　　

五軒町　　　　　　　

広永　　　　　　　　

庚申　　　　　　　　

高松山団地　　　　　

三軒町　　　　　　　

山垣内　　　　　　　

四軒町　　　　　　　

寺家　　　　　　　　

鹿毛　　　　　　　　

新開　　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

石川垣内　　　　　　

跡部　　　　　　　　

泉ヶ丘団地　　　　　

前出　　　　　　　　

辰ノ口　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

中跡部　　　　　　　

津公園西団地　　　　

殿舟団地　　　　　　

南穴倉　　　　　　　

二重池団地　　　　　

納所出屋　　　　　　

美里ホームランド　　

浜垣内　　　　　　　

別所　　　　　　　　

片田志袋団地　　　　

北穴倉　　　　　　　

門脇　　　　　　　　

柳谷　　　　　　　　

緑の街　　　　　　　

安東町　　　　　　　

安濃町浄土寺　　　　

安濃町前野　　　　　
安濃町妙法寺　　　　

一身田上津部田　　　

押加部町　　　　　　

河辺町　　　　　　　

久居一色町　　　　　
久居烏木町　　　　　

久居幸町　　　　　　

久居桜が丘町　　　　

久居寺町　　　　　　

久居持川町　　　　　

久居射場町　　　　　

久居小戸木町　　　　

久居小野辺町　　　　

久居新町　　　　　　

久居西鷹跡町　　　　

久居相川町　　　　　

久居中町　　　　　　

久居東鷹跡町　　　　

久居藤ヶ丘町　　　　

久居二ノ町　　　　　

久居北口町　　　　　

久居本町　　　　　　

久居万町　　　　　　

久居明神町　　　　　

久居野村町　　　　　

久居旅籠町　　　　　

久居緑が丘町（一）　

久居緑が丘町（二）　

戸木町　　　　　　　

桜田町　　　　　　　

渋見町　　　　　　　

庄田町　　　　　　　

新町（一）　　　　　

新町（三）　　　　　

新町（二）　　　　　

森町　　　　　　　　

神納町　　　　　　　

川添町　　　　　　　

大園町　　　　　　　

長岡町　　　　　　　

南河路　　　　　　　

南新町　　　　　　　

納所町　　　　　　　

博多町　　　　　　　八町（三）　　　　　

八町（二）　　　　　

美川町　　　　　　　

片田井戸町　　　　　片田久保町　　　　　

片田志袋町　　　　　

片田新町　　　　　　

片田町　　　　　　　

片田長谷場町　　　　

片田長谷町　　　　　

片田田中町　　　　　

片田薬王寺町　　　　

北河路町　　　　　　

緑が丘（一）　　　　
緑が丘（二）　　　　

津西ハイタウン　　　安濃町神田　　　　　

久居駅　　　　　　　

南が丘駅　　　　　　

津市　　　　　　　　

伊勢別街道　　　　　

伊勢自動車道　　　　

福徳　　　　　　　　

▲ 経が峰　　　　　　　

梅ヶ畑　　　　　　　

摺鉢山　　　　　　　
小野平　　　　　　　

雲林院　　　　　　　

忍田　　　　　　　　

楠原　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

中繩　　　　　　　　

椋本　　　　　　　　

多門　　　　　　　　

北神山　　　　　　　

萩野　　　　　　　　

芸濃ＩＣ　　　　　　

楠平尾　　　　　　　

安知本　　　　　　　

田茂　　　　　　　　

三寺　　　　　　　　

下庄　　　　　　　　

高野尾　　　　　　　

山室　　　　　　　　

大里　　　　　　　　

睦合　　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

内多　　　　　　　　

安濃　　　　　　　　粟加　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

安部　　　　　　　　

草生　　　　　　　　

戸島　　　　　　　　

高座原　　　　　　　

岡山　　　　　　　　

岡南　　　　　　　　

下り町　　　　　　　

下川　　　　　　　　

階下　　　　　　　　

岩原　　　　　　　　

岩城　　　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　

弘法寺　　　　　　　

山田井　　　　　　　

出屋　　　　　　　　

新出　　　　　　　　

新町　　　　　　　　

神向谷　　　　　　　

翠が丘　　　　　　　

清水　　　　　　　　

生水　　　　　　　　

西岡本　　　　　　　

銭懸　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

村主　　　　　　　　

中瀬古　　　　　　　

仲之郷　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

東岡本　　　　　　　

内多出屋　　　　　　

南山　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

富家　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

宝並　　　　　　　　

豊久野　　　　　　　

豊里ネオポリス　　　

北垣内　　　　　　　

明合団地　　　　　　

林町　　　　　　　　

林殿町　　　　　　　

六大　　　　　　　　

あのつ台（一）　　　

あのつ台（三）　　　

安濃町荒木　　　　　
安濃町大塚　　　　　

安濃町田端上野　　　

安濃町東観音寺　　　 一身田大古曽　　　　

下庄町　　　　　　　

芸濃町河内　　　　　

芸濃町中縄　　　　　

高野尾町　　　　　　

三寺町　　　　　　　

大里窪田町　　　　　

大里山室町　　　　　

大里小野田町　　　　
大里睦合町　　　　　

大里野田町　　　　　

中庄町　　　　　　　

田茂町　　　　　　　

美里町船山　　　　　
夢が丘（一）　　　　

夢が丘（二）　　　　

林川原　　　　　　　 安知本町　　　　　　

楠平尾町　　　　　　

下庄駅　　　　　　　
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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
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久我　　　　　　　　

市ノ瀬　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　

鈴鹿峠　　　　　　　

▲ 高畑山　　　　　　　

向井　　　　　　　　梶ヶ坂　　　　　　　

加太　　　　　　　　

神武　　　　　　　　

中在家　　　　　　　

伊賀ＩＣ　　　　　　

余野　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　
▲ 油日岳　　　　　　　

▲ 那須ヶ原山　　　　　

櫟野　　　　　　　　上ノ組　　　　　　　

森東　　　　　　　　
神　　　　　　　　　

唐戸川　　　　　　　

▲ 三子山　　　　　　　

笹路　　　　　　　　

山女原　　　　　　　

板屋ＩＣ　　　　　　
久我ＩＣ　　　　　　

東海道　　　　　　　

新名神高速道路　　　

稲葉　　　　　　　　

酒屋垣外　　　　　　

柘植町　　　　　　　

岡鼻　　　　　　　　

下ノ組　　　　　　　

古間野　　　　　　　

次郎九郎　　　　　　

正覚山　　　　　　　

大野中　　　　　　　

中ノ組　　　　　　　

藤木　　　　　　　　

野中　　　　　　　　

一ツ家　　　　　　　

加太梶ヶ坂　　　　　加太向井　　　　　　

加太市場　　　　　　

加太神武　　　　　　加太中在家　　　　　

加太板屋　　　　　　

加太北在家　　　　　

関町越川　　　　　　

関町金場　　　　　　

甲賀町神　　　　　　

柘植駅　　　　　　　

加太駅　　　　　　　

岩室　　　　　　　　
黒滝　　　　　　　　

大河原　　　　　　　

鮎河　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　
蟹が坂　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

南土山　　　　　　　

前野　　　　　　　　

頓宮　　　　　　　　

野上野　　　　　　　

新里　　　　　　　　

瀬ノ音　　　　　　　

青土　　　　　　　　

熊野　　　　　　　　
蔵王　　　　　　　　

音羽　　　　　　　　

鎌掛　　　　　　　　

甲賀土山ＩＣ　　　　

五月台　　　　　　　

上の平　　　　　　　

水月　　　　　　　　

西瀬音　　　　　　　

西野　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

第三緑ヶ丘　　　　　

中之組　　　　　　　

田中　　　　　　　　

東瀬音　　　　　　　

白川　　　　　　　　

八束　　　　　　　　

里　　　　　　　　　

和草野　　　　　　　

土山町大澤　　　　　

土山町猪鼻　　　　　

土山町平子　　　　　

土山町北土山　　　　

青葉台　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

関ＩＣ　　　　　　　

阿野田　　　　　　　古厩　　　　　　　　
八野　　　　　　　　

菅内　　　　　　　　
関ＪＣＴ　　　　　　

井尻　　　　　　　　
山下　　　　　　　　

亀山　　　　　　　　

亀山ＩＣ　　　　　　

太岡寺　　　　　　　

布気　　　　　　　　鷲山　　　　　　　　

亀山市　　　　　　　

亀田　　　　　　　　

井田川　　　　　　　

住山　　　　　　　　

白木一色　　　　　　

長明寺　　　　　　　白木　　　　　　　　

田村　　　　　　　　
太森　　　　　　　　

▲ 明星ヶ岳　　　　　　

小川　　　　　　　　

辺法寺　　　　　　　

川崎　　　　　　　　
能褒野　　　　　　　

両尾　　　　　　　　

東庄内　　　　　　　

安坂山　　　　　　　

鈴鹿川　　　　　　　

御弊川　　　　　　　

伊勢関ＩＣ　　　　　

亀山ＪＣＴ　　　　　

亀山ＰＡスマートＩＣ

亀山ＨＯ　　　　　　

安楽　　　　　　　　

下白木　　　　　　　

下野垣戸　　　　　　

河内　　　　　　　　

樺野　　　　　　　　

岩森　　　　　　　　

原尾　　　　　　　　

御座　　　　　　　　

今福　　　　　　　　

今里　　　　　　　　

四ッ辻　　　　　　　

柴崎　　　　　　　　

上白木　　　　　　　

上野垣戸　　　　　　

西之城戸　　　　　　

西之野　　　　　　　

太田　　　　　　　　

大辻　　　　　　　　

池山　　　　　　　　

朝明山　　　　　　　

東条　　　　　　　　

堂坂　　　　　　　　

道野　　　　　　　　

徳原　　　　　　　　

南条　　　　　　　　

平尾　　　　　　　　

北条　　　　　　　　

名越　　　　　　　　

門垣戸　　　　　　　

落針　　　　　　　　

アイリス町　　　　　

みずきが丘　　　　　

みずほ台　　　　　　
みどり町　　　　　　

阿野田町　　　　　　

井尻町　　　　　　　

井田川町　　　　　　

羽若町　　　　　　　

関ヶ丘　　　　　　　

関町会下　　　　　　

関町小野　　　　　　

関町新所　　　　　　

関町泉ヶ丘　　　　　

関町中町　　　　　　

関町富士ハイツ　　　

関町木崎　　　　　　

亀田町　　　　　　　

御幸町　　　　　　　

江ヶ室町　　　　　　

三畑町　　　　　　　

山下町　　　　　　　

若山町　　　　　　　

住山町　　　　　　　

小下町　　　　　　　

小田町　　　　　　　

小野町　　　　　　　
上野町　　　　　　　

菅内町　　　　　　　

西丸町　　　　　　　

川崎町　　　　　　　

太岡寺町　　　　　　

太森町　　　　　　　

中屋敷町　　　　　　

長明寺町　　　　　　

椿世町　　　　　　　

天神（三）　　　　　
天神（四）　　　　　

天神（二）　　　　　

田村町　　　　　　　

東御幸町　　　　　　

東台町　　　　　　　

南崎町　　　　　　　

南鹿島町　　　　　　

南野町　　　　　　　

能褒野町　　　　　　

白木町　　　　　　　

八野町　　　　　　　

布気町　　　　　　　

辺法寺町　　　　　　

本丸町　　　　　　　

本町（四）　　　　　

本町（二）　　　　　

木下町　　　　　　　

両尾町　　　　　　　

和賀町　　　　　　　

伊船新田　　　　　　

安坂山町　　　　　　

亀山西ＪＣＴ　　　　

亀山市役所　　　　　

関駅　　　　　　　　
亀山駅　　　　　　　

井田川駅　　　　　　

鈴鹿公園道路　　　　

宮妻　　　　　　　　
谷町　　　　　　　　

水沢　　　　　　　　

東町　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

大久保　　　　　　　

▲ 入道ヶ岳　　　　　　

▲ 仙ヶ岳　　　　　　　

▲ 野登山　　　　　　　

小岐須　　　　　　　

小社　　　　　　　　

西庄内　　　　　　　

鈴鹿ＩＣ　　　　　　伊船　　　　　　　　

御幣川　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

猪足谷　　　　　　　

水沢峠　　　　　　　

▲ 鎌ヶ岳　　　　　　　

伊船野田　　　　　　

宮妻町　　　　　　　

山本新田　　　　　　

水沢西町　　　　　　

水沢谷町　　　　　　

水沢東町　　　　　　

水沢本町　　　　　　

長沢新田　　　　　　

長沢野田　　　　　　

南畑　　　　　　　　

北畑　　　　　　　　

伊船町　　　　　　　

山本町　　　　　　　

小岐須町　　　　　　

小社町　　　　　　　

水沢町　　　　　　　

水沢野田町　　　　　

西庄内町　　　　　　

大久保町　　　　　　

長沢町　　　　　　　

椿一宮町　　　　　　

東庄内町　　　　　　

鈴鹿スマートＩＣ　　

亀山警察署
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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
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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）
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八風街道　　　　　　

甲津畑　　　　　　　

和南　　　　　　　　

池之脇　　　　　　　

一式　　　　　　　　

市原野　　　　　　　

上二俣　　　　　　　

相谷　　　　　　　　
萱尾　　　　　　　　

瓜生津　　　　　　　

佐久良　　　　　　　

原　　　　　　　　　

中之郷　　　　　　　

奥師　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

▲ 竜王山　　　　　　　

▲ 綿向山　　　　　　　

仁本木　　　　　　　

西大路　　　　　　　

河原　　　　　　　　

小井口　　　　　　　

瓜生津町　　　　　　

大窪　　　　　　　　

中道　　　　　　　　

椿野台　　　　　　　

一式町　　　　　　　

永源寺高野町　　　　

永源寺相谷町　　　　

奥之池　　　　　　　

萱尾町　　　　　　　

甲津畑町　　　　　　

佐目町　　　　　　　

山上町　　　　　　　

市原野町　　　　　　

上二俣町　　　　　　

新出町　　　　　　　

青野町　　　　　　　

石谷町　　　　　　　

村井　　　　　　　　

池之脇町　　　　　　

鳥居平　　　　　　　

和南町　　　　　　　

杣　　　　　　　　　

東近江市　　　　　　

蛭谷　　　　　　　　

箕川　　　　　　　　

蓼畑　　　　　　　　
▲ 日本コバ　　　　　　

▲ 秦川山　　　　　　　

松尾寺　　　　　　　
蚊野　　　　　　　　

小八木　　　　　　　

平柳　　　　　　　　

僧坊　　　　　　　　

中里　　　　　　　　

読合堂　　　　　　　花沢　　　　　　　　
百済寺丁　　　　　　

市ケ原　　　　　　　

大覚寺　　　　　　　

園　　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

青山　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

妹　　　　　　　　　

岡田町　　　　　　　

軽野　　　　　　　　

大沢町　　　　　　　

中戸町　　　　　　　

平松町　　　　　　　

湖東三山スマートＩＣ

愛東外町　　　　　　

園町　　　　　　　　

下中野町　　　　　　

下里町　　　　　　　

蚊野外　　　　　　　

祇園町　　　　　　　

香之庄　　　　　　　

今在家町　　　　　　

今代町　　　　　　　

市ケ原町　　　　　　

小倉町　　　　　　　

小八木町　　　　　　

上蚊野　　　　　　　

上山町　　　　　　　

上中野町　　　　　　

政所町　　　　　　　

青山町　　　　　　　

曽根町　　　　　　　

僧坊町　　　　　　　

大覚寺町　　　　　　
大林町　　　　　　　

池之尻町　　　　　　

湯屋町　　　　　　　

読合堂町　　　　　　

南花沢町　　　　　　

百済寺甲町　　　　　
百済寺町　　　　　　

百済寺本町　　　　　

蛭谷町　　　　　　　

平柳町　　　　　　　

北花沢町　　　　　　

北坂町　　　　　　　

妹町　　　　　　　　

箕川町　　　　　　　

蓼畑町　　　　　　　

菰野町　　　　　　　

切畑　　　　　　　　

▲ 釈迦ヶ岳　　　　　　

根の平　　　　　　　

神明　　　　　　　　

湯の山　　　　　　　

湯の山温泉　　　　　

武平峠　　　　　　　

▲ 御在所山　　　　　　
▲ 雨乞岳　　　　　　　

神崎川　　　　　　　

八風峠　　　　　　　

江野　　　　　　　　

三共　　　　　　　　西菰野　　　　　　　

西三岡　　　　　　　

茶屋の上　　　　　　

東三岡　　　　　　　

福松　　　　　　　　

菰野　　　　　　　　

千草　　　　　　　　

大羽根園　　　　　　

湯の山温泉駅　　　　
大羽根園駅　　　　　

西野尻　　　　　　　
三岐鉄道三岐線　　　

東禅寺　　　　　　　

▲ 藤原岳　　　　　　　

治田峠　　　　　　　

▲ 竜ヶ岳　　　　　　　

石榑峠　　　　　　　
石榑南　　　　　　　

杠葉尾　　　　　　　

茶屋川　　　　　　　

君ケ畑　　　　　　　
御池川　　　　　　　

黄和田　　　　　　　

鉱山専用道路　　　　

宇賀渓　　　　　　　
山条　　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

大門　　　　　　　　
黄和田町　　　　　　

君ヶ畑町　　　　　　

大安町石榑北　　　　

杠葉尾町　　　　　　

西野尻駅　　　　　　
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交通管理リンク
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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
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線水系（川幅の小さな河川）
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度会町　　　　　　　

野原新田　　　　　　

▲ 七洞岳　　　　　　　

注連指　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

▲ 獅子ヶ岳　　　　　　

駒ヶ野　　　　　　　

小萩　　　　　　　　

柳　　　　　　　　　

一之瀬川　　　　　　

脇出　　　　　　　　

南中村　　　　　　　

和井野　　　　　　　

鴻坂峠　　　　　　　

カゲ　　　　　　　　

ゴウジガノ　　　　　

奥河内　　　　　　　

花瀬　　　　　　　　

畦地　　　　　　　　

御杣　　　　　　　　

向柳　　　　　　　　

神出　　　　　　　　

親原　　　　　　　　

中井出　　　　　　　

中之郷　　　　　　　

定山　　　　　　　　

道ヶ野　　　　　　　

内野　　　　　　　　

日部　　　　　　　　

北垣外　　　　　　　

木越　　　　　　　　

火打石　　　　　　　

五ヶ町　　　　　　　

小川　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

下り　　　　　　　　

庄町　　　　　　　　

井内林　　　　　　　三疋田　　　　　　　

多気　　　　　　　　五佐奈　　　　　　　
土羽　　　　　　　　

笠木　　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

森荘　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

野中　　　　　　　　

成川　　　　　　　　

五桂　　　　　　　　

前村　　　　　　　　

五桂池　　　　　　　

相鹿瀬　　　　　　　

千代　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

田口　　　　　　　　

麻加江　　　　　　　坂井　　　　　　　　

鮑川　　　　　　　　

大久保　　　　　　　

平生　　　　　　　　

田間　　　　　　　　
牧戸　　　　　　　　棚橋　　　　　　　　

久具　　　　　　　　

山神　　　　　　　　

▲ 国束山　　　　　　　

積良　　　　　　　　

矢野　　　　　　　　

蚊野　　　　　　　　

上田辺　　　　　　　

野篠　　　　　　　　

勝田　　　　　　　　

勢和多気ＩＣ　　　　

宮川　　　　　　　　

櫛田川　　　　　　　

玉城ＩＣ　　　　　　

勢和多気ＪＣＴ　　　

勢和多気ＩＣ　　　　

おきん　　　　　　　

さんまい谷　　　　　

井戸谷　　　　　　　

下新田　　　　　　　 下田口　　　　　　　
丸山　　　　　　　　

宮ノ西　　　　　　　

宮野　　　　　　　　

五桂新田　　　　　　

黒坂　　　　　　　　

舟瀬　　　　　　　　

松ヶ原　　　　　　　

上久具　　　　　　　

上田口　　　　　　　

森出　　　　　　　　

星ヶ丘　　　　　　　

西世古　　　　　　　

草場　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

茶屋広　　　　　　　

朝久田　　　　　　　

矢村　　　　　　　　

蕨広　　　　　　　　
下久具　　　　　　　

下田辺　　　　　　　

四神田　　　　　　　

神坂　　　　　　　　

仁田　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　
田宮寺　　　　　　　

当津　　　　　　　　

油夫　　　　　　　　

立岡　　　　　　　　

相可一区　　　　　　

佐伯中　　　　　　　
四疋田　　　　　　　 相可台　　　　　　　

多気ヴィソンＳＩＣ　

多気町役場　　　　　

栃原駅　　　　　　　

佐奈駅　　　　　　　

相可駅　　　　　　　

外城田駅　　　　　　

▲ 牛草山　　　　　　　

伊勢路川　　　　　　

斉田　　　　　　　　

伊勢路　　　　　　　

内瀬　　　　　　　　

▲ 龍仙山　　　　　　　

船越　　　　　　　　

五ヶ所浦　　　　　　

南伊勢　　　　　　　

飯満　　　　　　　　

七日島　　　　　　　

神津佐　　　　　　　

切原　　　　　　　　

剣峠　　　　　　　　

床木　　　　　　　　

矢持　　　　　　　　

鍛治屋峠　　　　　　

横輪　　　　　　　　横輪町　　　　　　　

斎田　　　　　　　　

矢持町　　　　　　　

五里山　　　　　　　

南伊勢町役場　　　　

伊勢市　　　　　　　

伊勢志摩スカイライン

大野木　　　　　　　

葛原　　　　　　　　

高麗広　　　　　　　

宇治　　　　　　　　

近鉄鳥羽線　　　　　
楠部　　　　　　　　

桜が丘　　　　　　　

勢田　　　　　　　　

伊勢　　　　　　　　

藤里　　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

▲ 鼓ヶ岳　　　　　　　

▲ 前山　　　　　　　　

▲ 鷲嶺　　　　　　　　

横輪川　　　　　　　

上野　　　　　　　　

神園　　　　　　　　

円座　　　　　　　　

津村　　　　　　　　

佐八　　　　　　　　

中須　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

岩出　　　　　　　　

小社　　　　　　　　

岡出　　　　　　　　

玉城　　　　　　　　

田丸　　　　　　　　

岡村　　　　　　　　

松倉　　　　　　　　
参宮線　　　　　　　

外城田川　　　　　　

伊勢西ＩＣ　　　　　

伊勢ＩＣ　　　　　　
伊勢二見鳥羽ライン　

度会　　　　　　　　

川口　　　　　　　　

浦町　　　　　　　　

押野　　　　　　　　

河津　　　　　　　　

掛橋　　　　　　　　

元町　　　　　　　　
坂東　　　　　　　　

三ッ橋　　　　　　　

十軒屋　　　　　　　

昭和苑団地　　　　　

上町　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

槍原　　　　　　　　

大津野　　　　　　　

中楽山　　　　　　　

中久保　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

湯田野　　　　　　　

粟野町　　　　　　　

一志町　　　　　　　

一之木（三）　　　　

一之木（二）　　　　

宇治浦田町（一）　　
宇治浦田町（三）　　

宇治浦田町（二）　　

宇治館町　　　　　　
宇治今在家町　　　　

宇治中之切町　　　　

浦口（三）　　　　　

浦口（四）　　　　　

円座町　　　　　　　

岡本（一）　　　　　

岡本（三）　　　　　
岡本（二）　　　　　

河崎（一）　　　　　

河崎（三）　　　　　河崎（二）　　　　　

岩淵（一）　　　　　
岩淵（三）　　　　　

久世戸町　　　　　　

宮後（三）　　　　　

宮後（二）　　　　　

宮川（二）　　　　　

古市町　　　　　　　

黒瀬町　　　　　　　

佐田　　　　　　　　

佐八町　　　　　　　

桜木町　　　　　　　

山岡　　　　　　　　

鹿海町　　　　　　　

小社曽根　　　　　　

小俣町宮前　　　　　

上地町　　　　　　　

常磐（一）　　　　　

常磐（二）　　　　　

常磐町　　　　　　　

神薗町　　　　　　　

神久（一）　　　　　

神久（五）　　　　　

神久（三）　　　　　神久（四）　　　　　

神田久志本町　　　　

吹上（一）　　　　　
吹上（二）　　　　　

勢田町　　　　　　　

川端町　　　　　　　

船江（二）　　　　　

前山町　　　　　　　

曽祢（二）　　　　　
大世古（一）　　　　

大倉町　　　　　　　

中角　　　　　　　　

中楽　　　　　　　　

中須町　　　　　　　

中島（一）　　　　　

中之町　　　　　　　
昼田　　　　　　　　

津村町　　　　　　　

辻久留（三）　　　　

辻久留（二）　　　　

藤里町　　　　　　　

楠部町　　　　　　　

二俣（一）　　　　　

二俣（四）　　　　　

八日市場町　　　　　

尾上町　　　　　　　

富岡　　　　　　　　

豊川町　　　　　　　

妙法寺　　　　　　　

倭町　　　　　　　　

阿竹　　　　　　　　
上久保　　　　　　　

清明　　　　　　　　
第一部　　　　　　　

南本町　　　　　　　
御薗町高向　　　　　

船江（一）　　　　　大世古（四）　　　　

玉城町役場　　　　　

伊勢市役所　　　　　
田丸駅　　　　　　　

宮川駅　　　　　　　

山田上口駅　　　　　
宮町駅　　　　　　　

伊勢市駅　　　　　　

宇治山田駅　　　　　

五十鈴川駅　　　　　

五十鈴ヶ丘駅　　　　

度会町役場　　　　　

伊勢警察署
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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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曲町　　　　　　　　

殿村　　　　　　　　

南井　　　　　　　　

大足　　　　　　　　

阿形　　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

立野　　　　　　　　

田村　　　　　　　　

阪内川　　　　　　　

大黒田　　　　　　　

小黒田　　　　　　　

山室　　　　　　　　

阿波曽　　　　　　　

射和　　　　　　　　

中万　　　　　　　　

下蛸路　　　　　　　八太　　　　　　　　

上蛸路　　　　　　　

駅部田　　　　　　　久保　　　　　　　　下村　　　　　　　　

垣鼻　　　　　　　　

松阪　　　　　　　　

東久保　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

西野々　　　　　　　

佐久米　　　　　　　

朝田　　　　　　　　
七見　　　　　　　　

立田　　　　　　　　

和屋　　　　　　　　

近鉄山田線　　　　　

上川　　　　　　　　

山添　　　　　　　　

法田　　　　　　　　

安楽　　　　　　　　

豊原　　　　　　　　

櫛田　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

大垣内　　　　　　　

新開　　　　　　　　
保津　　　　　　　　

六根　　　　　　　　腹太　　　　　　　　

井口中　　　　　　　

高木　　　　　　　　

早馬瀬　　　　　　　

伊勢場　　　　　　　

相可　　　　　　　　

兄国　　　　　　　　

多気　　　　　　　　

池上　　　　　　　　

河田　　　　　　　　

岩内　　　　　　　　

池村　　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

金剛坂　　　　　　　

斎宮　　　　　　　　

前野　　　　　　　　

玉城町　　　　　　　

祓川　　　　　　　　

岡本町　　　　　　　

御麻生薗町　　　　　

殿村町　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

旭ケ丘　　　　　　　

伊賀町　　　　　　　

井口　　　　　　　　

蔭陽　　　　　　　　

雨田　　　　　　　　

沖中　　　　　　　　

下朝長　　　　　　　

皆月　　　　　　　　

粥田　　　　　　　　

吉野町　　　　　　　

牛葉　　　　　　　　

魚町　　　　　　　　

京町　　　　　　　　

金剛ヶ丘　　　　　　

向久保　　　　　　　

高見　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

黒戸　　　　　　　　

黒田町　　　　　　　

根後　　　　　　　　

才田　　　　　　　　

斎王　　　　　　　　

坂　　　　　　　　　

坂出　　　　　　　　

四ッ又　　　　　　　

志貴出　　　　　　　

出町　　　　　　　　

春日町　　　　　　　 小薮　　　　　　　　

昭和通　　　　　　　

焼橋　　　　　　　　

上玉川　　　　　　　

上川住宅　　　　　　

上朝長　　　　　　　

城南　　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

新座町　　　　　　　

新町　　　　　　　　

新房　　　　　　　　

神野　　　　　　　　

須田　　　　　　　　

杉　　　　　　　　　

世之実　　　　　　　

整理　　　　　　　　

清生町　　　　　　　

西井村　　　　　　　

西上川　　　　　　　

西池村　　　　　　　

西町　　　　　　　　

西田村　　　　　　　

西林　　　　　　　　

石井　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

相可二区　　　　　　

大上　　　　　　　　

竹林　　　　　　　　

茶与町　　　　　　　

中河原　　　　　　　

中池村　　　　　　　

中朝長　　　　　　　

中町　　　　　　　　

通上川　　　　　　　

通田村　　　　　　　

田上　　　　　　　　

土羽茶屋　　　　　　

東松阪　　　　　　　

東池村　　　　　　　

南井村　　　　　　　

南櫛田　　　　　　　南郊町　　　　　　　

楠林　　　　　　　　

日野町　　　　　　　

萩野　　　　　　　　

白粉町　　　　　　　
挽木町　　　　　　　

部田久保　　　　　　

平頃　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

北野　　　　　　　　

本居町　　　　　　　

本町　　　　　　　　

湊町　　　　　　　　

明和団地　　　　　　

阿形町　　　　　　　

阿波曽町　　　　　　

安楽町　　　　　　　

伊勢場町　　　　　　

井口中町　　　　　　

井村町　　　　　　　

稲木町　　　　　　　

駅部田町　　　　　　

横地町　　　　　　　

下七見町　　　　　　

下村町　　　　　　　

下蛸路町　　　　　　

外五曲町　　　　　　

垣鼻町　　　　　　　

久保町　　　　　　　

宮町　　　　　　　　

魚見町　　　　　　　

京町一区　　　　　　

櫛田町　　　　　　　

古井町　　　　　　　

五反田町　　　　　　

御殿山町　　　　　　

光町　　　　　　　　

幸生町　　　　　　　

広陽町　　　　　　　

荒蒔　　　　　　　　

高木町　　　　　　　

佐久米町　　　　　　

桜町　　　　　　　　

山下町　　　　　　　

山室町　　　　　　　

山添町　　　　　　　

志貴　　　　　　　　

射和町　　　　　　　

若葉町　　　　　　　

小黒田町　　　　　　

上七見町　　　　　　

上川町　　　　　　　

上蛸路町　　　　　　

新屋敷町　　　　　　
新開町　　　　　　　

菅生町　　　　　　　

清水町　　　　　　　

西池上　　　　　　　

西之庄町　　　　　　
西野々町　　　　　　

川島町　　　　　　　

早馬瀬町　　　　　　

大垣内町　　　　　　

大宮田町　　　　　　

大黒田町　　　　　　
大足町　　　　　　　

大津町　　　　　　　

竹川　　　　　　　　

中海　　　　　　　　

中万町　　　　　　　

朝長　　　　　　　　

朝田町　　　　　　　

弟国　　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

田原町　　　　　　　

田村町　　　　　　　

田牧町　　　　　　　

東池上　　　　　　　

藤之木町　　　　　　

内五曲町　　　　　　

南虹が丘町　　　　　

虹が丘町　　　　　　

八太町　　　　　　　

腹太町　　　　　　　

保津町　　　　　　　

宝塚町　　　　　　　

法田町　　　　　　　

豊原町　　　　　　　

末広町　　　　　　　

目田町　　　　　　　

立田町　　　　　　　

立野町　　　　　　　

六根町　　　　　　　

和屋町　　　　　　　

四ッ家　　　　　　　四軒家　　　　　　　出曲　　　　　　　　

川原　　　　　　　　

地蔵前　　　　　　　
乙部町　　　　　　　

垣内田町　　　　　　
鎌田町　　　　　　　

久保田町　　　　　　
牛草町　　　　　　　高町　　　　　　　　

出間町　　　　　　　神守町　　　　　　　

西黒部町　　　　　　
石津町　　　　　　　

川井町　　　　　　　 東久保町　　　　　　
蓮花寺町　　　　　　

松阪市役所　　　　　

櫛田駅　　　　　　　

漕代駅　　　　　　　

松阪駅　　　　　　　

徳和駅　　　　　　　

東松阪駅　　　　　　

斎宮駅　　　　　　　

多気駅　　　　　　　

津松阪港　　　　　　

伊倉津　　　　　　　
長常　　　　　　　　

島貫　　　　　　　　

雲出川古川　　　　　
稲葉　　　　　　　　

東山　　　　　　　　

高砂　　　　　　　　

星合　　　　　　　　

小野江　　　　　　　

小舟江　　　　　　　

曽原新田　　　　　　

曽原　　　　　　　　

喜多村新田　　　　　

中道　　　　　　　　

中林　　　　　　　　

小村　　　　　　　　

津屋城　　　　　　　

市場庄　　　　　　　

船江　　　　　　　　

松ヶ島　　　　　　　

猟師　　　　　　　　

大口　　　　　　　　

浦新田　　　　　　　

松名瀬　　　　　　　

西黒部　　　　　　　
東黒部　　　　　　　

出間　　　　　　　　

松崎浦　　　　　　　

浦沖　　　　　　　　

筋違　　　　　　　　

中舞出　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

南舞出　　　　　　　

北舞出　　　　　　　

嬉野新屋庄町　　　　

嬉野津屋城町　　　　

塩浜　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

柑子垣内　　　　　　

久米　　　　　　　　

古市場　　　　　　　

後藤　　　　　　　　

高須　　　　　　　　

高峯　　　　　　　　

砂原　　　　　　　　

十軒家　　　　　　　

小松　　　　　　　　

小村縄手　　　　　　

小中新田　　　　　　

小津新田　　　　　　

小野江新町　　　　　

松世崎　　　　　　　

上久米　　　　　　　

西代　　　　　　　　

曽原茶屋　　　　　　
草薙　　　　　　　　

達摩　　　　　　　　

地家　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

築港　　　　　　　　

中道新田　　　　　　

長泉寺　　　　　　　

長藤　　　　　　　　

辻ノ内　　　　　　　

殿木　　　　　　　　

田面　　　　　　　　

東塩浜　　　　　　　

東小野江　　　　　　
南甚目　　　　　　　

南曽原　　　　　　　

箱ノ坪　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

浜浦　　　　　　　　

浜垣内　　　　　　　

片金　　　　　　　　

弁天　　　　　　　　

北小野江　　　　　　

北甚目　　　　　　　

網屋　　　　　　　　

里中　　　　　　　　

雲出島貫町　　　　　

柿木原町　　　　　　

笠松町　　　　　　　

喜多村新田町　　　　

嬉野小村町　　　　　

久米町　　　　　　　

郷津町　　　　　　　

五主町　　　　　　　

荒木町　　　　　　　

香良洲町　　　　　　

高須町　　　　　　　

市場庄町　　　　　　

小舟江町　　　　　　

小津町　　　　　　　

小野江町　　　　　　

松ヶ島町　　　　　　
松崎浦町　　　　　　

松名瀬町　　　　　　

新松ヶ島町　　　　　

甚目町　　　　　　　

星合町　　　　　　　西肥留町　　　　　　

川尻　　　　　　　　

船江町　　　　　　　

曽原町　　　　　　　

大口町　　　　　　　

大塚町　　　　　　　

大平尾町　　　　　　

中ノ庄町　　　　　　

中道町　　　　　　　

中林町　　　　　　　

町平尾町　　　　　　

塚本町　　　　　　　

土古路町　　　　　　

東黒部町　　　　　　

南藤原　　　　　　　

肥留町　　　　　　　

舞出町　　　　　　　

北藤原　　　　　　　

木造町　　　　　　　

猟師町　　　　　　　

六軒町　　　　　　　

高茶屋（五）　　　　
十五所　　　　　　　

雲出伊倉津町　　　　

高茶屋（四）　　　　

高茶屋駅　　　　　　

六軒駅　　　　　　　

上ノ庄駅　　　　　　

伊勢中原駅　　　　　

松ケ崎駅　　　　　　

明和　　　　　　　　

馬之上　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

根倉　　　　　　　　

大堀川新田　　　　　

大淀　　　　　　　　

赤阪　　　　　　　　

明星　　　　　　　　
新茶屋　　　　　　　

蓑村　　　　　　　　
有爾中　　　　　　　

玉川　　　　　　　　 長更　　　　　　　　

湯田　　　　　　　　六軒屋　　　　　　　

東新村　　　　　　　

明野　　　　　　　　

東大淀　　　　　　　

村松　　　　　　　　

植山　　　　　　　　

野依　　　　　　　　
磯町　　　　　　　　

樫原　　　　　　　　

東豊浜　　　　　　　

大湊　　　　　　　　

下野　　　　　　　　

神社港　　　　　　　

一色　　　　　　　　

通町　　　　　　　　

竹ヶ鼻　　　　　　　

小林　　　　　　　　

上条　　　　　　　　

王中島　　　　　　　

長屋　　　　　　　　

行部　　　　　　　　

伊勢市飛地　　　　　

玉城町飛地　　　　　

伊勢湾　　　　　　　

南野　　　　　　　　

馬之　　　　　　　　

下小俣　　　　　　　

下尾　　　　　　　　

御厨野　　　　　　　

広山　　　　　　　　

妻ヶ広　　　　　　　

山川　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

算所　　　　　　　　

勝見　　　　　　　　

勝見第二　　　　　　

須賀野　　　　　　　

西行部　　　　　　　

西新村　　　　　　　

西本町　　　　　　　

西條　　　　　　　　

相野　　　　　　　　

中小俣　　　　　　　

土路　　　　　　　　

東行部　　　　　　　

東野　　　　　　　　

藤倉　　　　　　　　

徳田新田　　　　　　

明神　　　　　　　　

明野第一　　　　　　

明野第五　　　　　　

明野第三　　　　　　

明野第四　　　　　　

明野第二　　　　　　

井倉　　　　　　　　

一色町　　　　　　　

下野町　　　　　　　

樫原町　　　　　　　

御薗町上條　　　　　

御薗町新開　　　　　

山大淀　　　　　　　

小俣町元町　　　　　小俣町新村　　　　　
小俣町相合　　　　　

小俣町本町　　　　　

小木町　　　　　　　

植山町　　　　　　　

西豊浜町　　　　　　

船江（三）　　　　　

船江（四）　　　　　

村松町　　　　　　　

大湊町　　　　　　　

竹ヶ鼻町　　　　　　

田尻町　　　　　　　

東大淀町　　　　　　

東豊浜町　　　　　　

馬瀬町　　　　　　　

柏町　　　　　　　　

有滝町　　　　　　　

養川　　　　　　　　

内座　　　　　　　　 西新田　　　　　　　八木戸　　　　　　　

明星駅　　　　　　　

明野駅　　　　　　　

小俣駅　　　　　　　

明和町役場　　　　　

藤原　　　　　　　　明和町　　　　　　　

松阪警察署
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上津部田　　　　　　

江戸橋　　　　　　　

志登茂川　　　　　　

桜橋　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

津　　　　　　　　　

阿漕浦　　　　　　　

垂水　　　　　　　　

藤方　　　　　　　　

津松阪港　　　　　　

高茶屋　　　　　　　

青谷　　　　　　　　

高茶屋（七）　　　　

西古河町　　　　　　

南が丘（一）　　　　
南が丘（三）　　　　

南が丘（四）　　　　

八町（一）　　　　　

結城町　　　　　　　

御殿場　　　　　　　
米津　　　　　　　　

なぎさまち　　　　　

阿漕町津興　　　　　

愛宕町　　　　　　　

一身田中野　　　　　

羽所町　　　　　　　

雲出鋼管町　　　　　

雲出長常町　　　　　雲出本郷町　　　　　

栄町（一）　　　　　

栄町（三）　　　　　

栄町（四）　　　　　

栄町（二）　　　　　

乙部　　　　　　　　

下弁財町津興　　　　

海岸町　　　　　　　

観音寺町　　　　　　

丸之内　　　　　　　

丸之内養正町　　　　

岩田　　　　　　　　

広明町　　　　　　　

江戸橋（一）　　　　

江戸橋（三）　　　　
江戸橋（二）　　　　

高洲町　　　　　　　

高茶屋（一）　　　　

高茶屋（三）　　　　

高茶屋（二）　　　　

高茶屋（六）　　　　

高茶屋小森上野町　　

桜橋（一）　　　　　

桜橋（三）　　　　　

桜橋（二）　　　　　

三重町津興　　　　　修成町　　　　　　　

上浜町（一）　　　　

上浜町（五）　　　　上浜町（三）　　　　

上浜町（四）　　　　

上浜町（二）　　　　

上浜町（六）　　　　

上弁財町　　　　　　

城山（一）　　　　　
城山（三）　　　　　

西阿漕町岩田　　　　

西丸之内　　　　　　

船頭町津興　　　　　

大倉　　　　　　　　

大谷町　　　　　　　

中央　　　　　　　　

中河原　　　　　　　
鳥居町　　　　　　　

津興　　　　　　　　

島崎町　　　　　　　

東丸之内　　　　　　

藤枝町　　　　　　　
南が丘（二）　　　　

南丸之内　　　　　　

南中央　　　　　　　

八幡町津　　　　　　

北丸之内　　　　　　

万町津　　　　　　　

柳山津興　　　　　　

栗真町屋町　　　　　

津市役所　　　　　　

三重県庁　　　　　　

阿漕駅　　　　　　　

津新町駅　　　　　　

津駅　　　　　　　　

江戸橋駅　　　　　　

白子　　　　　　　　

鼓ヶ浦　　　　　　　

磯山　　　　　　　　

五祝　　　　　　　　

稲生　　　　　　　　

秋永　　　　　　　　
郡山　　　　　　　　

越知　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

御薗　　　　　　　　

長法寺　　　　　　　

三宅　　　　　　　　
徳居　　　　　　　　

三行　　　　　　　　

久知野　　　　　　　

千里　　　　　　　　

伊勢鉄道　　　　　　

中別保　　　　　　　

豊津浦　　　　　　　影重　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　
黒田　　　　　　　　

高佐　　　　　　　　

豊野　　　　　　　　

白塚　　　　　　　　

紀勢本線　　　　　　

坂部　　　　　　　　

あのつ台（四）　　　

三宅町　　　　　　　
越知山　　　　　　　

横知　　　　　　　　垣外　　　　　　　　

今井　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

三田ノ木　　　　　　

山越知　　　　　　　

小北山　　　　　　　

西豊野　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

東豊野　　　　　　　

白塚団地　　　　　　

稗田　　　　　　　　

豊野団地　　　　　　

木鎌　　　　　　　　

あのつ台（五）　　　

磯山（一）　　　　　

磯山（三）　　　　　

磯山（二）　　　　　

一身田町　　　　　　

一身田平野　　　　　

一身田豊野　　　　　

稲生（一）　　　　　稲生こがね園　　　　

稲生塩屋（一）　　　

稲生塩屋（二）　　　

越知町　　　　　　　

河芸町一色　　　　　

河芸町西千里　　　　

河芸町赤部　　　　　

河芸町千里ヶ丘　　　

河芸町杜の街（一）　河芸町杜の街（二）　
河芸町東千里　　　　

河芸町南黒田　　　　

河芸町北黒田　　　　

栗真小川町　　　　　

栗真中山町　　　　　

郡山町　　　　　　　

五祝町　　　　　　　

御薗町　　　　　　　

寺家（一）　　　　　

寺家（五）　　　　　

寺家（三）　　　　　

寺家（四）　　　　　
寺家（七）　　　　　

寺家（二）　　　　　

寺家（八）　　　　　寺家（六）　　　　　

寺家町　　　　　　　

秋永町　　　　　　　

大里川北町　　　　　

中瀬古町　　　　　　

長法寺町　　　　　　

東磯山（一）　　　　

東磯山（三）　　　　

東磯山（四）　　　　

東磯山（二）　　　　

徳居町　　　　　　　

徳田町　　　　　　　

白子（一）　　　　　
白子（三）　　　　　

白子（二）　　　　　

白塚町　　　　　　　

山ノ腰　　　　　　　

稲生（二）　　　　　稲生西（一）　　　　

白子（四）　　　　　
白子駅前　　　　　　白子町　　　　　　　

白子本町　　　　　　

一身田駅　　　　　　

高田本山駅　　　　　

東一身田駅　　　　　

白塚駅　　　　　　　

河芸駅　　　　　　　

豊津上野駅　　　　　

中瀬古駅　　　　　　

千里駅　　　　　　　

磯山駅　　　　　　　

鼓ヶ浦駅　　　　　　

白子駅　　　　　　　

伊勢上野駅　　　　　

徳田駅　　　　　　　

三重県警察本部

津警察署

114
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306

645
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643 54
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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▲



鈴鹿市　　　　　　　

河原田　　　　　　　

南川　　　　　　　　

池田　　　　　　　　
高岡　　　　　　　　

十宮　　　　　　　　

鈴鹿　　　　　　　　

近鉄鈴鹿線　　　　　

南若松　　　　　　　
岸岡　　　　　　　　

玉垣　　　　　　　　

江島　　　　　　　　

旭が丘　　　　　　　

末広　　　　　　　　

地子　　　　　　　　

三日市　　　　　　　

野辺　　　　　　　　

国分　　　　　　　　

上野　　　　　　　　

甲斐　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

算所　　　　　　　　

道伯　　　　　　　　

庄野　　　　　　　　

平田　　　　　　　　

関西本線　　　　　　

加佐登　　　　　　　

上田　　　　　　　　

石薬師　　　　　　　

鞠鹿野　　　　　　　

三畑　　　　　　　　

高塚　　　　　　　　

津賀　　　　　　　　

国府　　　　　　　　

ひばりヶ丘団地　　　

玉垣団地　　　　　　

原永　　　　　　　　

国府新町　　　　　　

国府台団地　　　　　

山ノ花　　　　　　　
山ノ原　　　　　　　

自由ヶ丘団地　　　　

上田新田　　　　　　

信誠組　　　　　　　

森下山　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　 千代崎　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

東玉垣　　　　　　　

東本郷　　　　　　　

北一色　　　　　　　

鈴鹿ハイツ　　　　　

阿古曽町　　　　　　

安塚町　　　　　　　

一ノ宮町　　　　　　

稲生（三）　　　　　

稲生（四）　　　　　

稲生塩屋（三）　　　

稲生西（三）　　　　

稲生西（二）　　　　

稲生町　　　　　　　

岡田（一）　　　　　
岡田（三）　　　　　

岡田（二）　　　　　

加佐登（一）　　　　

加佐登（三）　　　　加佐登（四）　　　　

加佐登（二）　　　　

加佐登町　　　　　　

河原田町　　　　　　

河田町　　　　　　　

貝塚町　　　　　　　

岸岡町　　　　　　　

弓削（一）　　　　　

弓削（二）　　　　　

弓削町　　　　　　　

汲川原町　　　　　　

江島台（一）　　　　
江島台（二）　　　　

江島本町　　　　　　

甲斐町　　　　　　　

高岡台（一）　　　　

高岡台（五）　　　　

高岡台（三）　　　　高岡台（四）　　　　
高岡台（二）　　　　

高岡町　　　　　　　

高塚町　　　　　　　

国府町　　　　　　　

国分町　　　　　　　

采女が丘（二）　　　

桜島町（一）　　　　

桜島町（五）　　　　

桜島町（三）　　　　

桜島町（四）　　　　桜島町（七）　　　　

桜島町（二）　　　　

桜島町（六）　　　　

三日市（一）　　　　

三日市（三）　　　　

三日市（二）　　　　

三日市町　　　　　　

三日市南（一）　　　
三日市南（三）　　　

山辺町　　　　　　　

算所（一）　　　　　

算所（五）　　　　　算所（三）　　　　　

算所（四）　　　　　

算所（二）　　　　　

算所町　　　　　　　

若松西（一）　　　　

若松西（五）　　　　

若松西（三）　　　　
若松西（四）　　　　

若松西（二）　　　　

若松西（六）　　　　

若松中（一）　　　　

若松中（二）　　　　

若松東（一）　　　　

若松東（二）　　　　
若松北（一）　　　　

若松北（二）　　　　

住吉（一）　　　　　

住吉（五）　　　　　

住吉（三）　　　　　住吉（四）　　　　　住吉（二）　　　　　

十宮（一）　　　　　

十宮（三）　　　　　

十宮（四）　　　　　

十宮（二）　　　　　

十宮町　　　　　　　

庄野羽山（三）　　　

庄野羽山（四）　　　

庄野羽山（二）　　　
庄野共進（二）　　　

庄野町　　　　　　　

庄野東（一）　　　　

庄野東（三）　　　　
上箕田（一）　　　　上箕田（二）　　　　

神戸（一）　　　　　

神戸（九）　　　　　

神戸（五）　　　　　
神戸（三）　　　　　

神戸（四）　　　　　

神戸（七）　　　　　

神戸（二）　　　　　

神戸（八）　　　　　

神戸（六）　　　　　

須賀（一）　　　　　

須賀（三）　　　　　須賀（二）　　　　　

須賀町　　　　　　　

西玉垣町　　　　　　

西条（一）　　　　　

西条（五）　　　　　

西条（三）　　　　　
西条（四）　　　　　

西条（七）　　　　　

西条（二）　　　　　

西条（八）　　　　　西条（六）　　　　　西冨田町　　　　　　

西條町　　　　　　　

石垣（一）　　　　　

石垣（二）　　　　　

大池（一）　　　　　大池（三）　　　　　大池（二）　　　　　

地子町　　　　　　　

池田町　　　　　　　

竹野（一）　　　　　

竹野（二）　　　　　

中旭が丘（一）　　　

中旭が丘（三）　　　

中旭が丘（四）　　　

中旭が丘（二）　　　

中江島町　　　　　　

中冨田町　　　　　　

中箕田（一）　　　　
中箕田（二）　　　　

長太栄町（二）　　　

津賀町　　　　　　　

土師町　　　　　　　

東旭が丘（一）　　　

東旭が丘（三）　　　

東旭が丘（四）　　　

東旭が丘（二）　　　

東旭が丘（六）　　　

東玉垣町　　　　　　

東江島町　　　　　　

道伯（一）　　　　　

道伯（五）　　　　　

道伯（三）　　　　　

道伯（四）　　　　　

道伯（二）　　　　　

道伯町　　　　　　　

南旭が丘（一）　　　

南旭が丘（三）　　　

南旭が丘（二）　　　

南玉垣町　　　　　　

南江島町　　　　　　

南若松町　　　　　　

南堀江（一）　　　　

釆女が丘（四）　　　

飯野寺家町　　　　　
肥田町　　　　　　　

平田（一）　　　　　平田（二）　　　　　

平田新町　　　　　　
平田中町　　　　　　

平田東町　　　　　　

平田本町（一）　　　

平田本町（二）　　　

平野町　　　　　　　
北玉垣町　　　　　　

北江島町　　　　　　

末広西　　　　　　　

末広東　　　　　　　末広南（一）　　　　

末広南（三）　　　　

末広北（一）　　　　末広北（二）　　　　

木田町　　　　　　　

野町西（三）　　　　
野町西（二）　　　　

野町中（二）　　　　
野町東（二）　　　　

野町南（一）　　　　

野辺（一）　　　　　

野辺（二）　　　　　

矢橋（一）　　　　　

矢橋（三）　　　　　

矢橋（二）　　　　　

林崎（一）　　　　　
林崎（二）　　　　　

和泉町　　　　　　　

旭　　　　　　　　　 下大久保町　　　　　

石薬師町　　　　　　
楠町北一色　　　　　

釆女が丘（一）　　　

鈴鹿市役所　　　　　

加佐登駅　　　　　　

平田町駅　　　　　　

鈴鹿サーキット稲生駅

玉垣駅　　　　　　　

三日市駅　　　　　　

河曲駅　　　　　　　

鈴鹿市駅　　　　　　

柳駅　　　　　　　　

鈴鹿駅　　　　　　　

千代崎駅　　　　　　

河原田駅　　　　　　

伊勢若松駅　　　　　

箕田駅　　　　　　　

四日市市　　　　　　

巡見街道　　　　　　

御宿　　　　　　　　

海蔵川　　　　　　　

生桑　　　　　　　　

伊倉　　　　　　　　

尾平　　　　　　　　

松本　　　　　　　　

八王子線　　　　　　

内部線　　　　　　　

梅ヶ丘　　　　　　　

追分　　　　　　　　

川尻　　　　　　　　
小古曽　　　　　　　

采女　　　　　　　　
小松　　　　　　　　

貝家　　　　　　　　

波木　　　　　　　　

笹川　　　　　　　　

八王子　　　　　　　

狭間　　　　　　　　

川島　　　　　　　　

曽井　　　　　　　　
高角　　　　　　　　

四日市ＩＣ　　　　　

乱飛　　　　　　　　

別所谷　　　　　　　

内山　　　　　　　　

小林　　　　　　　　

高花平　　　　　　　

内部川　　　　　　　鹿間　　　　　　　　

和無田　　　　　　　

堂ヶ山　　　　　　　

桜町西　　　　　　　

桜町北　　　　　　　

桜台　　　　　　　　

下大久保　　　　　　深溝　　　　　　　　

花川　　　　　　　　

岸田　　　　　　　　

鞠ヶ原　　　　　　　

京新田　　　　　　　

狭間町　　　　　　　
小鹿が丘　　　　　　

水沢茶屋町　　　　　

生桑神田町　　　　　

生桑台　　　　　　　

ときわ（一）　　　　

ときわ（五）　　　　

ときわ（三）　　　　
ときわ（四）　　　　

ときわ（二）　　　　

みゆきが丘（二）　　

阿倉川新町　　　　　

安島（一）　　　　　
安島（二）　　　　　

伊倉（一）　　　　　

伊倉（三）　　　　　
伊倉（二）　　　　　

鵜の森（二）　　　　

塩浜　　　　　　　　

花川町　　　　　　　

海山道町（一）　　　

海山道町（三）　　　

貝家町　　　　　　　

岸田町　　　　　　　

久保田（一）　　　　

久保田（二）　　　　

九の城町　　　　　　

元町　　　　　　　　

御薗町（二）　　　　

高花平（一）　　　　

高花平（五）　　　　

高花平（三）　　　　

高角町　　　　　　　

桜花台（一）　　　　
桜花台（二）　　　　

桜新町（一）　　　　

桜新町（二）　　　　

桜台（一）　　　　　

桜台（三）　　　　　

桜台（二）　　　　　

桜台本町　　　　　　

桜町南　　　　　　　

笹川（一）　　　　　

笹川（九）　　　　　

笹川（五）　　　　　

笹川（三）　　　　　

笹川（四）　　　　　
笹川（七）　　　　　

笹川（二）　　　　　

笹川（八）　　　　　

笹川（六）　　　　　

三重（一）　　　　　

三重（五）　　　　　

三重（四）　　　　　
三重（八）　　　　　

三滝台（一）　　　　三滝台（三）　　　　三滝台（四）　　　　

三滝台（二）　　　　

山田町　　　　　　　

寺方町　　　　　　　

鹿間町　　　　　　　

室山町　　　　　　　

芝田（一）　　　　　

寿町　　　　　　　　

十七軒町　　　　　　

小古曽（一）　　　　小古曽（五）　　　　

小古曽（四）　　　　

小古曽（二）　　　　

小古曽（六）　　　　

小古曽東（一）　　　

小古曽東（三）　　　

小古曽東（二）　　　

小山町　　　　　　　

小杉新町　　　　　　

小杉町　　　　　　　

小生町　　　　　　　

小浜町　　　　　　　

小林町　　　　　　　

松泉町　　　　　　　

松本（一）　　　　　
松本（五）　　　　　

松本（三）　　　　　

松本（四）　　　　　松本（二）　　　　　

松本（六）　　　　　

上名ヶ丘　　　　　　

城西町　　　　　　　
城東町　　　　　　　

城北町　　　　　　　

新正（一）　　　　　

新正（五）　　　　　新正（三）　　　　　新正（四）　　　　　

新正（二）　　　　　

森力山町　　　　　　

深溝町　　　　　　　

諏訪栄町　　　　　　

菅原町　　　　　　　

生桑町　　　　　　　

西阿倉川　　　　　　

西伊倉町　　　　　　

西浦（一）　　　　　

西浦（二）　　　　　

西山町　　　　　　　

西松本町　　　　　　 西新地　　　　　　　

西町　　　　　　　　

西日野町　　　　　　

西浜田町　　　　　　

青葉町　　　　　　　

石塚町　　　　　　　

赤堀（一）　　　　　赤堀（三）　　　　　

赤堀（二）　　　　　

赤堀南町　　　　　　

川尻町　　　　　　　

川島新町　　　　　　

川島町　　　　　　　

前田町　　　　　　　

曽井町　　　　　　　

大井手（一）　　　　
大井手（三）　　　　

大井手（二）　　　　

大治田（一）　　　　

大治田（三）　　　　

大治田（二）　　　　

大池町　　　　　　　

智積町　　　　　　　

馳出　　　　　　　　

中川原（一）　　　　

中川原（三）　　　　

中里町　　　　　　　

追分（一）　　　　　
追分町　　　　　　　

東阿倉川　　　　　　

東坂部町　　　　　　

東日野（二）　　　　

東日野町　　　　　　

堂ヶ山町　　　　　　

内山町　　　　　　　

内堀町　　　　　　　

南坂部町　　　　　　

南小松町　　　　　　

南松本町　　　　　　

南浜田町　　　　　　

日永　　　　　　　　

日永（一）　　　　　

日永（五）　　　　　

日永（三）　　　　　

日永（四）　　　　　

日永（二）　　　　　

日永西（一）　　　　

日永西（五）　　　　

日永西（三）　　　　

日永西（四）　　　　

日永西（二）　　　　

日永東（三）　　　　

日永東（二）　　　　

波木が丘町　　　　　

波木町　　　　　　　

波木南台（一）　　　

波木南台（三）　　　

波木南台（四）　　　

波木南台（二）　　　

泊山崎町　　　　　　
泊小柳町　　　　　　

泊村　　　　　　　　泊町　　　　　　　　

八王子町　　　　　　

釆女町　　　　　　　

尾平町　　　　　　　

美里町　　　　　　　

浮橋（一）　　　　　浮橋（二）　　　　　

別山（一）　　　　　

別山（三）　　　　　

別山（四）　　　　　別山（二）　　　　　

宝町　　　　　　　　

北小松町　　　　　　

堀木（一）　　　　　

堀木（二）　　　　　

末永町　　　　　　　

野田（二）　　　　　

柳町　　　　　　　　

緑丘町　　　　　　　

六名町　　　　　　　

六呂見　　　　　　　
和無田町　　　　　　

平尾町　　　　　　　
坂部が丘（一）　　　
坂部が丘（三）　　　

西坂部町　　　　　　
大谷台（一）　　　　

大谷台（二）　　　　東ヶ谷　　　　　　　

近鉄四日市駅　　　　

桜駅　　　　　　　　

高角駅　　　　　　　

伊勢川島駅　　　　　

内部駅　　　　　　　

小古曽駅　　　　　　

追分駅　　　　　　　

西日野駅　　　　　　

伊勢松本駅　　　　　

泊駅　　　　　　　　
南四日市駅　　　　　

南日永駅　　　　　　

日永駅　　　　　　　

中川原駅　　　　　　

赤堀駅　　　　　　　

新正駅　　　　　　　

あすなろう四日市駅　

鈴鹿川派川　　　　　

五味塚　　　　　　　

伊勢湾　　　　　　　

近鉄名古屋線　　　　

下箕田　　　　　　　

北若松　　　　　　　

長太　　　　　　　　

菊水園　　　　　　　

下箕田（四）　　　　

若松東（三）　　　　

若松北（三）　　　　

長太旭町（一）　　　

長太栄町（一）　　　

南長太町　　　　　　

南堀江（二）　　　　

北堀江（一）　　　　

北堀江（二）　　　　

旭町　　　　　　　　

開栄町　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

新浜町　　　　　　　

南町　　　　　　　　

北本町　　　　　　　

下箕田（一）　　　　

下箕田（三）　　　　

下箕田（二）　　　　

長太旭町（四）　　　

長太旭町（二）　　　長太旭町（六）　　　

長太栄町（三）　　　
長太栄町（四）　　　

長太新町（一）　　　
長太新町（三）　　　

長太新町（四）　　　

長太新町（二）　　　

楠町南五味塚　　　　

楠町吉崎　　　　　　楠町北五味塚　　　　

長太ノ浦駅　　　　　

楠駅　　　　　　　　

北楠駅　　　　　　　

八田　　　　　　　　

三滝川　　　　　　　

四日市　　　　　　　

四日市港　　　　　　

天白川　　　　　　　

磯津　　　　　　　　

塩浜本町（一）　　　

三栄町　　　　　　　

山手町　　　　　　　

曙（二）　　　　　　

大井の川町（二）　　

滝川町　　　　　　　

馳出町（一）　　　　

中部　　　　　　　　

別名（二）　　　　　

北浜田町　　　　　　

丑之新田　　　　　　

霞ヶ浦町　　　　　　

阿倉川町　　　　　　

稲葉町　　　　　　　

羽津山町　　　　　　

羽津中（一）　　　　

羽津中（三）　　　　

羽津町　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

塩浜町　　　　　　　

沖の島町　　　　　　

霞（一）　　　　　　

霞（二）　　　　　　

宮東町（一）　　　　

京町　　　　　　　　

金場町　　　　　　　

元新町　　　　　　　

午起（一）　　　　　

午起（三）　　　　　
午起（二）　　　　　

御薗町（一）　　　　

幸町　　　　　　　　
高砂町　　　　　　　

高浜新町　　　　　　
高浜町　　　　　　　

三ッ谷町　　　　　　

三ッ谷東町　　　　　

三郎町　　　　　　　

七ッ屋町　　　　　　

曙町　　　　　　　　

昌栄町　　　　　　　
西末広町　　　　　　

石原町　　　　　　　

千歳町　　　　　　　

蔵町　　　　　　　　

大宮西町　　　　　　
大宮町　　　　　　　

大協町（一）　　　　

大協町（二）　　　　

大浜町　　　　　　　

中町　　　　　　　　

中納屋町　　　　　　

朝日町　　　　　　　

東邦町　　　　　　　

東茂福町　　　　　　

陶栄町　　　　　　　

南起町　　　　　　　

南納屋町　　　　　　

楠町小倉　　　　　　

白須賀（一）　　　　

白須賀（三）　　　　

白須賀（二）　　　　
八田（一）　　　　　

八田（三）　　　　　

八田（二）　　　　　

八幡町　　　　　　　

尾上町　　　　　　　

浜一色町　　　　　　

浜園町　　　　　　　

浜町　　　　　　　　

富士町　　　　　　　

富田浜元町　　　　　

富田浜町　　　　　　
別名（一）　　　　　

別名（五）　　　　　

別名（四）　　　　　別名（六）　　　　　

北条町　　　　　　　

北町　　　　　　　　

北納屋町　　　　　　

北浜町　　　　　　　

末広町　　　　　　　

万古町　　　　　　　

茂福町　　　　　　　

別名町　　　　　　　羽津　　　　　　　　
東富田町　　　　　　

南いかるが町　　　　

南富田町　　　　　　

富双（一）　　　　　
富双（二）　　　　　

別名（三）　　　　　

四日市市役所　　　　

塩浜駅　　　　　　　

海山道駅　　　　　　

四日市駅　　　　　　

川原町駅　　　　　　

阿倉川駅　　　　　　

霞ヶ浦駅　　　　　　

富田浜駅　　　　　　

鈴鹿警察署

四日市南警察署

643

6

41

54

645 507

553

23

8

635

103

637

27

506

115

502

1

115

8

407

634

632

140

1

44

71

306

630

477

753 365

23

25

6

6
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1

9
401

64

23
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



東員町　　　　　　　

東名阪自動車道　　　

嘉例川　　　　　　　

志知　　　　　　　　

中上　　　　　　　　

筑柴　　　　　　　　

穴太　　　　　　　　山田　　　　　　　　

三岐鉄道北勢線　　　

六把野新田　　　　　

東員　　　　　　　　

長深　　　　　　　　

南大社　　　　　　　

北大社　　　　　　　

梅戸　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

南金井　　　　　　　

西村　　　　　　　　
市場　　　　　　　　

中野　　　　　　　　
小牧　　　　　　　　

三岐鉄道　　　　　　

北山　　　　　　　　

朝明　　　　　　　　 大鐘　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

四日市東ＩＣ　　　　

山之一色　　　　　　

垂坂　　　　　　　　

八千代台　　　　　　

山城　　　　　　　　

あさけが丘　　　　　

上海老　　　　　　　

下海老　　　　　　　赤水　　　　　　　　江村　　　　　　　　

神森　　　　　　　　宿野　　　　　　　　

近鉄湯の山線　　　　

菰野　　　　　　　　

福村　　　　　　　　

吉沢　　　　　　　　

潤田　　　　　　　　

大強原　　　　　　　川北　　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

池底　　　　　　　　

竹成　　　　　　　　

榊　　　　　　　　　
永井　　　　　　　　

小島　　　　　　　　
田光　　　　　　　　

田口新田　　　　　　
田口　　　　　　　　

芳ヶ崎　　　　　　　

奥郷　　　　　　　　

共栄　　　　　　　　

江平　　　　　　　　

柴垣町　　　　　　　

地蔵　　　　　　　　

一色　　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

下沢　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

金井　　　　　　　　

駒ヶ池　　　　　　　

桜堂　　　　　　　　

三ッ石　　　　　　　

三滝園　　　　　　　

山之一色町　　　　　

小牧町西　　　　　　

小牧町南　　　　　　

小牧町北　　　　　　

庄部　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

松涛園　　　　　　　

上海老町大沢　　　　

上村　　　　　　　　

上沢　　　　　　　　

新田川　　　　　　　

森　　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

諏訪新田　　　　　　

西榊　　　　　　　　

西川原　　　　　　　

西村町上條　　　　　西村町新田　　　　　

川原　　　　　　　　

川原町　　　　　　　

曽根田　　　　　　　 大沢台　　　　　　　

沢　　　　　　　　　

中菰野　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

中野町一色　　　　　
中野町山條　　　　　

中野町中瀬古　　　　追上　　　　　　　　

東榊　　　　　　　　

東川原　　　　　　　

平尾町栄　　　　　　

本村　　　　　　　　

本町　　　　　　　　

野添　　　　　　　　

あがたが丘（一）　　

あがたが丘（三）　　

あがたが丘（二）　　 あかつき台（一）　　

あかつき台（五）　　
あかつき台（三）　　

あかつき台（四）　　
あかつき台（二）　　

あかつき台（六）　　

あさけが丘（一）　　

あさけが丘（三）　　

あさけが丘（二）　　

まきの木台（一）　　

まきの木台（三）　　

下海老町　　　　　　

萱生町　　　　　　　

江村町　　　　　　　

高見台（一）　　　　

高見台（二）　　　　

黒田町　　　　　　　

坂部が丘（二）　　　坂部台（一）　　　　
坂部台（二）　　　　

札場町　　　　　　　

山城町　　　　　　　

市場町　　　　　　　

小牧町　　　　　　　

上海老町　　　　　　

森忠　　　　　　　　

垂坂新町　　　　　　垂坂町　　　　　　　

瀬古泉　　　　　　　

西村町　　　　　　　

西大鐘町　　　　　　

赤水町　　　　　　　

赤尾台（三）　　　　

千代田町　　　　　　

大鐘町　　　　　　　

大仲新田　　　　　　

中村町　　　　　　　

中野町　　　　　　　

朝明町　　　　　　　

東垂坂町　　　　　　

南垂坂町　　　　　　

八千代台（一）　　　

八千代台（三）　　　

八千代台（二）　　　

平津新町　　　　　　

平津町　　　　　　　

北山町　　　　　　　

北野町　　　　　　　

二軒屋　　　　　　　

北山田　　　　　　　

東員ＩＣ　　　　　　

新四日市ＪＣＴ　　　

菰野ＩＣ　　　　　　

東海環状自動車道　　

菰野町役場　　　　　

中菰野駅　　　　　　

菰野駅　　　　　　　

梅戸井駅　　　　　　

保々駅　　　　　　　

山城駅　　　　　　　

暁学園前駅　　　　　

穴太駅　　　　　　　

平津駅　　　　　　　

七和駅　　　　　　　

北勢中央公園口駅　　

東員町役場　　　　　

東員駅　　　　　　　

いなべ市　　　　　　

下野尻　　　　　　　

石川　　　　　　　　

瀬木　　　　　　　　

阿下喜　　　　　　　

別名　　　　　　　　

垣内　　　　　　　　

麓村　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

東村　　　　　　　　 麻生田　　　　　　　

其原　　　　　　　　

中津原　　　　　　　

員弁川　　　　　　　

丹生川上　　　　　　

石榑　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

鍋坂　　　　　　　　

宇賀　　　　　　　　

大井田　　　　　　　

東一色　　　　　　　

戸上川　　　　　　　楚原　　　　　　　　

いなべ　　　　　　　

下笠田　　　　　　　

宇野　　　　　　　　

平古　　　　　　　　

坂東新田　　　　　　

市之原　　　　　　　

美鹿　　　　　　　　

古野　　　　　　　　

猪飼　　　　　　　　

鳥取　　　　　　　　大木　　　　　　　　

片樋　　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

大安町石榑北山　　　

屋敷　　　　　　　　

下ケ平　　　　　　　

戸井　　　　　　　　

向ヒ　　　　　　　　

三井　　　　　　　　

出口　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

石榑北　　　　　　　

前山　　　　　　　　

村中　　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

沢地　　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

長宮　　　　　　　　

淵　　　　　　　　　

六石　　　　　　　　

湟川　　　　　　　　

員弁町岡丁田　　　　

員弁町笠田新田　　　

員弁町御薗　　　　　

員弁町松之木　　　　

員弁町上笠田　　　　

員弁町石仏　　　　　

員弁町大泉　　　　　

員弁町大泉新田　　　

員弁町畑新田　　　　

員弁町暮明　　　　　

員弁町北金井　　　　

笹尾西　　　　　　　笹尾東　　　　　　　

城山　　　　　　　　

多度町多度　　　　　

多度町北猪飼　　　　

多度町力尾　　　　　

大安町宇賀新田　　　

大安町石榑下　　　　

大安町石榑東　　　　

大安町丹生川久下　　

大安町丹生川中　　　

大安町中央ヶ丘（一）

大安町中央ヶ丘（三）

八幡新田　　　　　　

北勢町大辻新田　　　

北勢町南中津原　　　

北勢町飯倉　　　　　

北勢町平野新田　　　
北勢町北中津原　　　

大安ＩＣ　　　　　　

いなべ市役所　　　　

東藤原駅　　　　　　

丹生川駅　　　　　　

伊勢治田駅　　　　　

阿下喜駅　　　　　　

大安駅　　　　　　　

三里駅　　　　　　　

麻生田駅　　　　　　

楚原駅　　　　　　　

大泉駅　　　　　　　

川越町　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

木曽岬町　　　　　　

弥富市　　　　　　　

富田山城道路　　　　

三崎　　　　　　　　

松蔭　　　　　　　　

白鶏　　　　　　　　

横満蔵　　　　　　　

長地　　　　　　　　

福豊　　　　　　　　

葭ヶ須　　　　　　　

鎌ヶ地　　　　　　　

福島　　　　　　　　

播磨　　　　　　　　

星川　　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

島田　　　　　　　　

赤尾　　　　　　　　能部　　　　　　　　

桑名ＩＣ　　　　　　

増田　　　　　　　　

桑部　　　　　　　　

桑名　　　　　　　　

東野　　　　　　　　

安永　　　　　　　　

和泉　　　　　　　　

小貝須　　　　　　　

立田　　　　　　　　

大平　　　　　　　　
福江　　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

南福崎　　　　　　　豊田　　　　　　　　

埋縄　　　　　　　　

伊坂　　　　　　　　

平津　　　　　　　　

山分　　　　　　　　 朝明川　　　　　　　

茂福　　　　　　　　

みえ川越ＩＣ　　　　

湾岸桑名ＩＣ　　　　

湾岸長島ＩＣ　　　　

みえ朝日ＩＣ　　　　

四日市ＪＣＴ　　　　

伊坂台（三）　　　　

赤尾台（一）　　　　

赤尾台（五）　　　　

中山町　　　　　　　

友村　　　　　　　　

きぼうが丘　　　　　

フェニックス　　　　

下藤里　　　　　　　

下和泉　　　　　　　

源緑　　　　　　　　

松永　　　　　　　　

松西下　　　　　　　

松西上　　　　　　　
松中　　　　　　　　

松東　　　　　　　　

上藤里　　　　　　　

西福豊　　　　　　　

川先　　　　　　　　

天神　　　　　　　　

東福豊　　　　　　　

南栄　　　　　　　　

福崎　　　　　　　　
豊崎　　　　　　　　

北永台　　　　　　　

脇付　　　　　　　　

鵤町　　　　　　　　

ユニータウン　　　　

伊賀町　　　　　　　

伊坂台（一）　　　　伊坂台（二）　　　　

伊坂町　　　　　　　

一色町　　　　　　　

栄　　　　　　　　　

下さざらい町　　　　

下之宮町　　　　　　

霞町　　　　　　　　

外堀　　　　　　　　

柿　　　　　　　　　

額田　　　　　　　　

萱町　　　　　　　　

丸の内町一区　　　　

丸の内町三区　　　　

雁ヶ地　　　　　　　

亀崎新田　　　　　　

亀須新田　　　　　　

亀尾新田　　　　　　

吉津屋町　　　　　　
吉之丸　　　　　　　

近江島　　　　　　　

桑名　　　　　　　　

元赤須賀　　　　　　

広永町　　　　　　　

江場　　　　　　　　

三ッ矢橋　　　　　　

三之丸　　　　　　　

参宮通　　　　　　　

山村町　　　　　　　

山分町　　　　　　　

蒔田（四）　　　　　

蒔田（二）　　　　　

汐見町　　　　　　　

十志町　　　　　　　

小向　　　　　　　　

小和泉　　　　　　　

松ノ木（一）　　　　

松ノ木（七）　　　　

松ノ木（二）　　　　
松ノ木（六）　　　　

松原町　　　　　　　

松寺（一）　　　　　

松寺（三）　　　　　
松寺（二）　　　　　

松並町　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新西方（一）　　　　

新西方（五）　　　　

新西方（三）　　　　

新倉持　　　　　　　

新地　　　　　　　　

新矢田　　　　　　　

神成町　　　　　　　

星見ヶ丘（一）　　　

星見ヶ丘（九）　　　

星見ヶ丘（五）　　　

星見ヶ丘（三）　　　

星見ヶ丘（七）　　　

西金井　　　　　　　
西正和台　　　　　　

西対海地　　　　　　

西富田（二）　　　　
西富田町　　　　　　

西別所　　　　　　　

西方　　　　　　　　

赤須賀　　　　　　　

赤尾台（九）　　　　

赤尾台（七）　　　　

川北（一）　　　　　

川北（三）　　　　　
川北（二）　　　　　

船馬町　　　　　　　

太一丸　　　　　　　

太夫　　　　　　　　

大貝須　　　　　　　

大山田（二）　　　　

大山田（八）　　　　

大山田（六）　　　　

大福　　　　　　　　

大平町　　　　　　　

大矢知新町　　　　　

大矢知町　　　　　　

中央町　　　　　　　

中和泉　　　　　　　

長島町浦安　　　　　

長島町駒江　　　　　

長島町赤地　　　　　

長島町大島　　　　　

長島町福吉　　　　　

天ヵ須賀（一）　　　

天ヵ須賀（五）　　　天ヵ須賀（三）　　　
天ヵ須賀（四）　　　

天ヵ須賀（二）　　　

天ヵ須賀新町　　　　

田代　　　　　　　　

東金井　　　　　　　

東正和台　　　　　　

東方　　　　　　　　

東矢田町　　　　　　

当新田　　　　　　　

筒尾（一）　　　　　

筒尾（九）　　　　　
筒尾（三）　　　　　筒尾（七）　　　　　

藤が丘（一）　　　　
藤が丘（三）　　　　

藤が丘（四）　　　　

藤が丘（八）　　　　藤が丘（六）　　　　

内堀　　　　　　　　

縄生　　　　　　　　

白鷺　　　　　　　　

富州原町　　　　　　

富田（一）　　　　　

富田（三）　　　　　

富田（四）　　　　　

富田（二）　　　　　
富田一色町　　　　　

富田栄町　　　　　　

福岡町　　　　　　　

福地　　　　　　　　

福島新町　　　　　　

平町　　　　　　　　

豊田一色　　　　　　

北福崎　　　　　　　

北別所　　　　　　　

野田（一）　　　　　

野田（五）　　　　　
野田（三）　　　　　

矢田　　　　　　　　

立田町　　　　　　　

鵤町第一　　　　　　

鵤町第三　　　　　　

下見入　　　　　　　協和　　　　　　　　
上和泉　　　　　　　南松ケ島　　　　　　

外平喜　　　　　　　
蛎塚新田　　　　　　大山田（四）　　　　 大藤　　　　　　　　

東汰上　　　　　　　

筒尾（五）　　　　　

川越町役場　　　　　

朝日町役場　　　　　

桑名市役所　　　　　

木曽岬町役場　　　　

大矢知駅　　　　　　

在良駅　　　　　　　

近鉄富田駅　　　　　
富田駅　　　　　　　

川越富洲原駅　　　　

蓮花寺駅　　　　　　

伊勢朝日駅　　　　　

西別所駅　　　　　　
益生駅　　　　　　　

馬道駅　　　　　　　

西桑名駅　　　　　　
桑名駅　　　　　　　

播磨駅　　　　　　　

朝日駅　　　　　　　

星川駅　　　　　　　

桑名市　　　　　　　

愛西市　　　　　　　

南本　　　　　　　　

愛宕　　　　　　　　

日置　　　　　　　　

内佐屋　　　　　　　

落合　　　　　　　　

本部田　　　　　　　

東保　　　　　　　　

西保　　　　　　　　

弥富ＩＣ　　　　　　

中地　　　　　　　　

鯏浦　　　　　　　　

弥富　　　　　　　　

森津　　　　　　　　

見入　　　　　　　　

加路戸　　　　　　　

千倉　　　　　　　　平方　　　　　　　　

長島ＩＣ　　　　　　

西川　　　　　　　　
坂手　　　　　　　　

新所　　　　　　　　

福原　　　　　　　　 森川　　　　　　　　

雀ヶ森　　　　　　　

三和　　　　　　　　

金廻　　　　　　　　

油島　　　　　　　　

田鶴　　　　　　　　

奥条分　　　　　　　

福永　　　　　　　　

柚井　　　　　　　　

▲ 多度山　　　　　　　

小山　　　　　　　　

戸津　　　　　　　　
香取　　　　　　　　

上之郷　　　　　　　

南之郷　　　　　　　

中須　　　　　　　　

下野代　　　　　　　

御衣野　　　　　　　

今島　　　　　　　　

深谷部　　　　　　　

桑名東ＩＣ　　　　　

汰上　　　　　　　　

愛西　　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

遠浅　　　　　　　　

海老江　　　　　　　

吉野町　　　　　　　

古敷　　　　　　　　

三砂　　　　　　　　

車新田　　　　　　　

松ケ島　　　　　　　

上加路戸　　　　　　

上見入　　　　　　　

新栄　　　　　　　　

深谷町　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

西小山　　　　　　　

西福永　　　　　　　

前新田　　　　　　　

大新田　　　　　　　

辰高　　　　　　　　

築戸　　　　　　　　

築地町　　　　　　　

中加路戸　　　　　　中筋　　　　　　　　

中六町　　　　　　　

東見入　　　　　　　

東小山　　　　　　　

東福永　　　　　　　

鍋平　　　　　　　　

南高砂町　　　　　　

姫御前　　　　　　　

平賀　　　　　　　　

北小山　　　　　　　

万条　　　　　　　　

下深谷部　　　　　　

荷之上町　　　　　　

海津町七右エ門新田　

鎌倉町　　　　　　　

甘村井町　　　　　　金棒町　　　　　　　

元寺町　　　　　　　

五之三川平　　　　　

五之三町　　　　　　

五明　　　　　　　　

佐屋町　　　　　　　

三百島　　　　　　　

山路町　　　　　　　

芝井　　　　　　　　

小茂井町　　　　　　

上深谷部　　　　　　

新加路戸　　　　　　

森川町　　　　　　　

須依町　　　　　　　

雀ヶ森町　　　　　　

西条町　　　　　　　

西汰上　　　　　　　

西中地町　　　　　　

西保町　　　　　　　

川原欠　　　　　　　

前ケ須町　　　　　　

前ケ平　　　　　　　

多度町肱江　　　　　

多度町大鳥居　　　　

多度町平古　　　　　

大縄町　　　　　　　

長島町押付　　　　　

長島町下坂手　　　　

長島町間々　　　　　

長島町源部外面　　　

長島町高座　　　　　

長島町十日外面　　　

長島町出口　　　　　

長島町小島　　　　　

長島町松ケ島　　　　

長島町松之木　　　　

長島町上坂手　　　　

長島町杉江　　　　　

長島町西外面　　　　

長島町中川　　　　　

長島町長島下町　　　

長島町長島萱町　　　
長島町長島中町　　　

長島町殿名　　　　　

長島町東殿名　　　　

長島町又木　　　　　

東愛宕町　　　　　　

東条町　　　　　　　

東中地　　　　　　　

東保町　　　　　　　

内佐屋町　　　　　　

日置町　　　　　　　

福原新田町　　　　　

平島西　　　　　　　
平島中　　　　　　　

平島町　　　　　　　平島東　　　　　　　

北一色町　　　　　　

柚木町　　　　　　　

落合町　　　　　　　

杁前町　　　　　　　

鯏浦町　　　　　　　

角山　　　　　　　　
大崎　　　　　　　　海津町万寿新田　　　

三和町　　　　　　　
西愛宕町　　　　　　

弥富市役所　　　　　

愛西市役所　　　　　

美濃松山駅　　　　　

下野代駅　　　　　　

多度駅　　　　　　　

近鉄長島駅　　　　　長島駅　　　　　　　

五ノ三駅　　　　　　

佐屋駅　　　　　　　

近鉄弥富駅　　　　　弥富駅　　　　　　　

日比野駅　　　　　　

下深谷駅　　　　　　

四日市西警察署

いなべ警察署

桑名警察署

四日市北警察署

140

477

71

616

365

622

8

14

624

625

306

9

620 64

623

626

621

3

617

142

421

1

307

475

306

140

612

421

26

611

9

5

609

365

615

610

608

475

8

9

1

401

26

66

7

143

71

504

3

23

613
108

63

421

142

258

15

69

64

307

71

106

1 7

108

105

1

458

117

168

26

71
40

109
168

258

125

155

220

23

195

258

218

114

   1/50000

523644＊55

5236(9)
72

62

73

63

5236(10)
52

42

53

43

5236(11)
32

22

33

23

5236(5)
74

64

75

65

523654

523644

523655

523645

5236(6)
54

44

55

45

5236(7)
34

24

35

25

5236(1)
76

66

77

67

5236(2)
56

46

57

47

5236(3)
36

26

37

27

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
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青峰山　　　　　　　

五知　　　　　　　　

恵利原　　　　　　　

築地　　　　　　　　

夏草　　　　　　　　

桧山　　　　　　　　

梶坊　　　　　　　　

栗木広　　　　　　　

山原　　　　　　　　
迫間　　　　　　　　

穴川　　　　　　　　

下之郷　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　
奥部　　　　　　　　

小海　　　　　　　　

飯浜　　　　　　　　

伊雑ノ浦　　　　　　

坂崎　　　　　　　　

高根　　　　　　　　

三ヶ所　　　　　　　

的矢　　　　　　　　

近鉄志摩線　　　　　

穴鮫　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

新道　　　　　　　　

神路　　　　　　　　

神杣　　　　　　　　

素行　　　　　　　　

大方　　　　　　　　

中街道　　　　　　　

長磯　　　　　　　　
土橋　　　　　　　　

藤谷　　　　　　　　

楠原　　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

磯部町上之郷　　　　

道仏　　　　　　　　
松尾町　　　　　　　

五知駅　　　　　　　

沓掛駅　　　　　　　

上之郷駅　　　　　　

志摩磯部駅　　　　　

穴川駅　　　　　　　

伊勢道路　　　　　　

松下　　　　　　　　

三津　　　　　　　　
山田原　　　　　　　

鹿海　　　　　　　　

宇田　　　　　　　　

朝熊　　　　　　　　

朝熊峠　　　　　　　▲ 朝熊ヶ岳　　　　　　

小浜　　　　　　　　

鳥羽　　　　　　　　

坂手島　　　　　　　

鳥羽港　　　　　　　

安楽島　　　　　　　

安久志　　　　　　　

高丘　　　　　　　　

加茂川　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

白木　　　　　　　　

五十鈴川　　　　　　

朝熊ＩＣ　　　　　　

松下ＪＣＴ　　　　　

鳥羽南・白木ＩＣ　　

杉ヶ瀬　　　　　　　

世古地　　　　　　　

登　　　　　　　　　

畑茶屋　　　　　　　

浜辺　　　　　　　　

落口　　　　　　　　

里地　　　　　　　　

安楽島町　　　　　　

一宇田町　　　　　　

屋内町　　　　　　　

河内町　　　　　　　岩倉町　　　　　　　

堅神町　　　　　　　

幸丘　　　　　　　　

高丘町　　　　　　　

坂手町　　　　　　　

若杉町　　　　　　　

船津町　　　　　　　

大明西町　　　　　　大明東町　　　　　　

池上町　　　　　　　
朝熊町　　　　　　　

鳥羽（一）　　　　　

鳥羽（五）　　　　　

鳥羽（三）　　　　　

鳥羽（四）　　　　　

二見町光の街　　　　

白木町　　　　　　　

小浜町　　　　　　　

朝熊東ＩＣ　　　　　

鳥羽市役所　　　　　

松下駅　　　　　　　

池の浦駅　　　　　　

鳥羽駅　　　　　　　

中之郷駅　　　　　　

志摩赤崎駅　　　　　

加茂駅　　　　　　　

松尾駅　　　　　　　

白木駅　　　　　　　

朝熊駅　　　　　　　

パールロード　　　　

国崎　　　　　　　　

鎧崎　　　　　　　　

相差　　　　　　　　
鯨崎　　　　　　　　

菅崎　　　　　　　　

的矢湾　　　　　　　

堅子　　　　　　　　
千賀　　　　　　　　

安乗崎　　　　　　　

安乗　　　　　　　　

国府　　　　　　　　

渡鹿野島　　　　　　

国府白浜　　　　　　

城之浦　　　　　　　

磯部町渡鹿野　　　　

堅子町　　　　　　　

うさぎ　　　　　　　

阿瀬　　　　　　　　

宇塚　　　　　　　　

夏川原　　　　　　　

上　　　　　　　　　

上ノ東　　　　　　　

中瀬　　　　　　　　

泊り　　　　　　　　

和部　　　　　　　　

千賀町　　　　　　　
相差町　　　　　　　

畔蛸町　　　　　　　

国崎町　　　　　　　

▲ 大山　　　　　　　　

菅島　　　　　　　　

亀子鼻　　　　　　　

加布良古崎　　　　　

今浦　　　　　　　　

生浦湾　　　　　　　

浦村　　　　　　　　

本浦　　　　　　　　

麻倉島　　　　　　　
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石鏡　　　　　　　　

鳥羽市　　　　　　　

浦村町　　　　　　　

菅島町　　　　　　　

石鏡町　　　　　　　

鳥羽警察署
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今一色　　　　　　　

西　　　　　　　　　

荘　　　　　　　　　
二見浦　　　　　　　 神前崎　　　　　　　

日向島　　　　　　　

浮島　　　　　　　　

島ヶ崎　　　　　　　

桃取　　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

平手崎　　　　　　　

答志島　　　　　　　桃取町　　　　　　　

二見町江　　　　　　二見町溝口　　　　　
二見町茶屋　　　　　

二見浦駅　　　　　　

大崎　　　　　　　　

築上岬　　　　　　　

答志　　　　　　　　

観音崎　　　　　　　

大築海島　　　　　　

神島　　　　　　　　

弁天岬　　　　　　　

神島町　　　　　　　

答志町　　　　　　　
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