
桑折町　　　　　　　

国見町　　　　　　　

越河　　　　　　　　

峰　　　　　　　　　

東大枝　　　　　　　

梁川　　　　　　　　

粟野　　　　　　　　

二野袋　　　　　　　

向川原　　　　　　　

西大枝　　　　　　　

高城　　　　　　　　

光明寺　　　　　　　

貝田　　　　　　　　

原町　　　　　　　　

石母田　　　　　　　

内谷　　　　　　　　鳥取　　　　　　　　

国見ＩＣ　　　　　　

国見　　　　　　　　藤田　　　　　　　　

塚野目　　　　　　　徳江　　　　　　　　

伊達崎　　　　　　　

万正寺　　　　　　　桑折　　　　　　　　

上郡　　　　　　　　

下郡　　　　　　　　

小坂峠　　　　　　　

下成田　　　　　　　

右城町　　　　　　　

遠光原　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

屋敷通　　　　　　　

下郡上代　　　　　　

下高屋　　　　　　　

下半田　　　　　　　

下万正寺　　　　　　

下鶉町　　　　　　　

家老　　　　　　　　

蟹沼　　　　　　　　

笠松　　　　　　　　

滑沢　　　　　　　　

株木　　　　　　　　

間野　　　　　　　　

関ノ内　　　　　　　

舘沢　　　　　　　　

吉沼　　　　　　　　

久保八幡　　　　　　

宮原　　　　　　　　

桐ヶ窪　　　　　　　

錦町　　　　　　　　
銀山栗和田　　　　　

元木　　　　　　　　

源宗山　　　　　　　

御免町　　　　　　　

広内　　　　　　　　

弘前　　　　　　　　

耕谷　　　　　　　　

行堂　　　　　　　　

高原　　　　　　　　

国重　　　　　　　　

佐野台　　　　　　　

再光　　　　　　　　

細尾内　　　　　　　

作田　　　　　　　　

笹ノ口　　　　　　　

市野　　　　　　　　

志久　　　　　　　　

拾俵橋　　　　　　　

所方　　　　　　　　

小蓋　　　　　　　　

小梁川　　　　　　　

沼端　　　　　　　　

上金谷　　　　　　　

上郡上代　　　　　　
上通　　　　　　　　

上鶉町　　　　　　　

新田東　　　　　　　

親郷　　　　　　　　

陣屋　　　　　　　　

水門　　　　　　　　

清水町　　　　　　　

西塩野川　　　　　　

西上　　　　　　　　

西土橋　　　　　　　

西堂　　　　　　　　

西猫川　　　　　　　

石戸　　　　　　　　

泉田下　　　　　　　

泉田中　　　　　　　

前屋敷　　　　　　　

前塚原　　　　　　　太宰　　　　　　　　

大館　　　　　　　　

大前　　　　　　　　

滝山　　　　　　　　

沢　　　　　　　　　

丹原　　　　　　　　

団扇　　　　　　　　

築舘　　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

中通　　　　　　　　

町ノ内　　　　　　　

町尻　　　　　　　　

町通　　　　　　　　

追分　　　　　　　　

庭渡　　　　　　　　

田中前　　　　　　　

土手内　　　　　　　

東郷内　　　　　　　

東金谷　　　　　　　

東川原　　　　　　　

道林　　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

二階間々　　　　　　

畑合　　　　　　　　

八筋　　　　　　　　

八光田　　　　　　　

八斗蒔　　　　　　　

八百地　　　　　　　

板橋南　　　　　　　

尾高松　　　　　　　

弁天沢　　　　　　　

峯　　　　　　　　　

北屋敷　　　　　　　

北郷　　　　　　　　

北沢　　　　　　　　

北塚　　　　　　　　

北畠　　　　　　　　

北本町　　　　　　　

堀込　　　　　　　　

螺沼　　　　　　　　

鈴竹　　　　　　　　

六丁目　　　　　　　

鶉町　　　　　　　　

桑折　　　　　　　　
桑島　　　　　　　　

御八郎　　　　　　　

森山　　　　　　　　

天神町　　　　　　　

東上町　　　　　　　

南半田　　　　　　　

保原町大立目　　　　

保原町中瀬　　　　　

北半田　　　　　　　

睦合　　　　　　　　

梁川町　　　　　　　

山頭　　　　　　　　
越河平　　　　　　　小原　　　　　　　　

桑折町役場　　　　　

国見町役場　　　　　

桑折駅　　　　　　　

藤田駅　　　　　　　

貝田駅　　　　　　　

新田駅　　　　　　　

梁川駅　　　　　　　

やながわ希望の森公園

白石市　　　　　　　

小久保平　　　　　　

塩倉　　　　　　　　

冷清水　　　　　　　

下戸沢　　　　　　　

上戸沢　　　　　　　

▲ 雨塚山　　　　　　　
五賀　　　　　　　　

馬牛沼　　　　　　　

斎川　　　　　　　　

中斎川　　　　　　　

中目　　　　　　　　
鉢森峠　　　　　　　

▲ 鉢森山　　　　　　　

白石　　　　　　　　

七ヶ宿湖　　　　　　

威徳寺前　　　　　　

丑山　　　　　　　　

猿鼻　　　　　　　　

下森合　　　　　　　

河丁　　　　　　　　

蝦夷倉　　　　　　　
丸山　　　　　　　　

強清水　　　　　　　

江志前　　　　　　　

根上　　　　　　　　

山道　　　　　　　　

小日向　　　　　　　

小野作　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

上屋畑　　　　　　　

上原屋敷　　　　　　

新湯　　　　　　　　

西在　　　　　　　　

赤井畑　　　　　　　

太平前　　　　　　　

大熊　　　　　　　　

沢ノ内　　　　　　　

中在家　　　　　　　

中畠　　　　　　　　

町屋敷　　　　　　　

鳥沢　　　　　　　　

道ノ下　　　　　　　

日陰沢　　　　　　　

入　　　　　　　　　

八ッ森　　　　　　　

八郎　　　　　　　　

苗振　　　　　　　　

鳴戸　　　　　　　　

矢尻　　　　　　　　

越河五賀　　　　　　

新館町　　　　　　　

大平森合　　　　　　田町（三）　　　　　

田町（二）　　　　　

南町（一）　　　　　

勝坂　　　　　　　　南屋敷　　　　　　　 益岡町　　　　　　　大手町　　　　　　　
福岡蔵本　　　　　　

白石市役所　　　　　

越河駅　　　　　　　

丸森町　　　　　　　

▲ 次郎太郎山　　　　　

川田島　　　　　　　

四重麦　　　　　　　

松坂峠　　　　　　　

犬飼　　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

▲ ツボケ山　　　　　　

廻倉　　　　　　　　

羽出庭　　　　　　　

小坊木　　　　　　　

大和沢　　　　　　　

▲ 和田山　　　　　　　

小手内　　　　　　　
山舟生　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

薬師下　　　　　　　

舟生　　　　　　　　

吹矢　　　　　　　　

五十沢　　　　　　　

五反田　　　　　　　

阿武隈急行　　　　　

岡崎　　　　　　　　

火明　　　　　　　　

東木田　　　　　　　

芦沢　　　　　　　　

塩ノ貝　　　　　　　

革踏石　　　　　　　

兜渡　　　　　　　　

甘蕨　　　　　　　　

雁田　　　　　　　　

曲木　　　　　　　　

欠入　　　　　　　　

荒田　　　　　　　　

寺下　　　　　　　　 鹿野新田　　　　　　

柴崎　　　　　　　　

手掛橋　　　　　　　

上板木　　　　　　　

西風沢　　　　　　　

石角坊　　　　　　　

赤柴　　　　　　　　

川下　　　　　　　　

前　　　　　　　　　

倉並　　　　　　　　

足駄木　　　　　　　

大高丸　　　　　　　

大黒　　　　　　　　

滝沢　　　　　　　　

沢向　　　　　　　　

中下　　　　　　　　

長瀞　　　　　　　　

銅屋沢　　　　　　　

畑ヶ中　　　　　　　

坊　　　　　　　　　

与五郎沢　　　　　　

立沢　　　　　　　　

茗茄沢　　　　　　　

蓼沼　　　　　　　　

耕野　　　　　　　　

大張川張　　　　　　

梁川町白根　　　　　

大場平　　　　　　　

富野駅　　　　　　　

兜駅　　　　　　　　

あぶくま駅　　　　　

坂谷　　　　　　　　

▲ 毛無山　　　　　　　

十鉢　　　　　　　　

駄詰　　　　　　　　

釜前　　　　　　　　

柳茶屋　　　　　　　

笠島　　　　　　　　

▲ 斗蔵山　　　　　　　

▲ 鍋森山　　　　　　　

川張　　　　　　　　

下川張　　　　　　　

上山田　　　　　　　

槌屋沢　　　　　　　

猪倉　　　　　　　　

上鹿ノ子　　　　　　

白石沖　　　　　　　

大平中目　　　　　　

一ッ森　　　　　　　

一之畑　　　　　　　

沖ノ沢　　　　　　　

荻窪　　　　　　　　

下鹿ノ子　　　　　　

下小屋　　　　　　　

下柳沢　　　　　　　

家老沢　　　　　　　

岩ノ花　　　　　　　

共愛　　　　　　　　

熊野田　　　　　　　

桑代　　　　　　　　

迎ノ坊　　　　　　　

古豊室　　　　　　　

江合　　　　　　　　

砂ノ入　　　　　　　細越　　　　　　　　

三川尻　　　　　　　

山田上　　　　　　　

出羽津堂　　　　　　

出戸　　　　　　　　

小巻　　　　　　　　

松ノ塚　　　　　　　

上柳沢　　　　　　　

上鈴生　　　　　　　

杉の内　　　　　　　

西在家前　　　　　　

石高前　　　　　　　

船越　　　　　　　　

大黒堂　　　　　　　

達平　　　　　　　　

狸穴　　　　　　　　

地蔵堂　　　　　　　

唐竹　　　　　　　　

東ヶ崎　　　　　　　

藤坂　　　　　　　　

銅谷　　　　　　　　

内田　　　　　　　　

南山の内　　　　　　

平井田　　　　　　　

北橋　　　　　　　　

北山の内　　　　　　

明僧　　　　　　　　

木落　　　　　　　　

矢ノ口　　　　　　　

嶽　　　　　　　　　

旭町（一）　　　　　

旭町（五）　　　　　旭町（三）　　　　　

旭町（七）　　　　　

旭町（二）　　　　　

旭町（六）　　　　　

舘矢間山田　　　　　

西根　　　　　　　　

大鷹沢三沢　　　　　

大鷹沢大町　　　　　

大張大蔵　　　　　　

大平坂谷　　　　　　

東町（五）　　　　　

東町（四）　　　　　

東町（六）　　　　　

寿山　　　　　　　　

銚子ヶ森　　　　　　

白川犬卒都婆　　　　
緑が丘　　　　　　　

白石蔵王駅　　　　　

白石警察署
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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▲



▲ 青麻山　　　　　　　

長袋　　　　　　　　

蔵本　　　　　　　　

鎌先　　　　　　　　

弥治郎　　　　　　　

大網　　　　　　　　

三住　　　　　　　　

▲ 花房山　　　　　　　

▲ 大梁川山　　　　　　

蔵王町　　　　　　　

永坂　　　　　　　　下ノ神明　　　　　　

下り川　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下館　　　　　　　　

河原沢　　　　　　　

館前　　　　　　　　

岩ノ上　　　　　　　

岩見柴　　　　　　　

岩倉前　　　　　　　
岩瘤　　　　　　　　

亀ヶ坂　　　　　　　

供養北　　　　　　　

芹沢　　　　　　　　

源田　　　　　　　　

狐峯　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

作屋　　　　　　　　

鹿ノ屋敷　　　　　　

小森　　　　　　　　

松場　　　　　　　　

沼　　　　　　　　　

上ノ山　　　　　　　

上ノ神明　　　　　　

上屋敷　　　　　　　

上高野　　　　　　　

陣場　　　　　　　　

陣場屋敷　　　　　　

杉ノ下　　　　　　　

菅生田　　　　　　　

石神　　　　　　　　

石淵　　　　　　　　

赤柴　　　　　　　　

大嶽　　　　　　　　

滝下　　　　　　　　

茶園　　　　　　　　

中ノ狐沢　　　　　　

中ノ川　　　　　　　

田切　　　　　　　　

堂形　　　　　　　　

鍋石一番　　　　　　

鍋石二番　　　　　　

楢原下　　　　　　　

南部屋敷　　　　　　

南部山　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

尾篦　　　　　　　　

不忘　　　　　　　　

不忘山　　　　　　　

北原尾　　　　　　　

箕輪田　　　　　　　

薬師堂　　　　　　　

梨木沢　　　　　　　

六本松　　　　　　　

遠刈田温泉　　　　　

城北町　　　　　　　

西益岡町　　　　　　

大川町　　　　　　　

沢端町　　　　　　　

福岡深谷　　　　　　

福岡蔵本　　　　　　

福岡長袋　　　　　　

▲ 大鳥谷山　　　　　　

前川　　　　　　　　

青根　　　　　　　　

物見岩　　　　　　　

峩々温泉　　　　　　

不動滝　　　　　　　

▲ 前烏帽子岳　　　　　

七日原　　　　　　　

新地　　　　　　　　

遠刈田　　　　　　　

白石市　　　　　　　

遠刈田北山　　　　　

下ノ原　　　　　　　

開発　　　　　　　　

釜沢　　　　　　　　

手代塚山　　　　　　

小妻坂　　　　　　　

新地東裏山　　　　　

清水原　　　　　　　

西集団　　　　　　　

大森　　　　　　　　

大森南山　　　　　　

土浮山　　　　　　　
東集団　　　　　　　

八山　　　　　　　　

六方山　　　　　　　

柏崎　　　　　　　　腹帯　　　　　　　　

角田市　　　　　　　

大河原町　　　　　　

下別当　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

白石川　　　　　　　

矢附　　　　　　　　

荒川　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

竹の内　　　　　　　

新寺　　　　　　　　

金ヶ瀬　　　　　　　
大河原　　　　　　　

稲置　　　　　　　　

毛萱　　　　　　　　

山ノ内　　　　　　　

小奥　　　　　　　　

津田　　　　　　　　

犬卒都婆　　　　　　

内親　　　　　　　　

郡山　　　　　　　　

小下倉　　　　　　　

白石ＩＣ　　　　　　

深谷　　　　　　　　

延命寺北　　　　　　

外川原　　　　　　　

山ノ下　　　　　　　

上畑ヶ　　　　　　　

清水小路　　　　　　

大栗木　　　　　　　

中ノ在家　　　　　　

湯ノ口　　　　　　　

堂場前　　　　　　　

道内原　　　　　　　

半沢屋敷前　　　　　

安久戸　　　　　　　

井戸井　　　　　　　

一軒地　　　　　　　

一本松西　　　　　　

壱里壇　　　　　　　

丑越　　　　　　　　臼久保　　　　　　　

越田　　　　　　　　

猿田　　　　　　　　

押田　　　　　　　　

下欠　　　　　　　　

下前　　　　　　　　

家老内　　　　　　　

河原前　　　　　　　

河原田　　　　　　　

花見平　　　　　　　

角　　　　　　　　　

観音坂　　　　　　　

観音崎　　　　　　　

関下　　　　　　　　

舘山　　　　　　　　

舘前　　　　　　　　

舘林　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

寄井　　　　　　　　

寄門　　　　　　　　

逆川　　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

金倉　　　　　　　　

九蔵　　　　　　　　

桑竹　　　　　　　　

欠　　　　　　　　　

欠山　　　　　　　　

見城前　　　　　　　

原前　　　　　　　　

戸の内前　　　　　　

五昇路　　　　　　　

五瀬　　　　　　　　

五輪　　　　　　　　
後安寺　　　　　　　

後田　　　　　　　　
向　　　　　　　　　

江坪　　　　　　　　

甲子町　　　　　　　

荒屋敷後　　　　　　

荒子　　　　　　　　

鴻の巣　　　　　　　

鷺沼入　　　　　　　

三軒茶屋　　　　　　

三峯山　　　　　　　

山崎町　　　　　　　

山鳥　　　　　　　　

山田沢　　　　　　　

寺屋敷前　　　　　　

持長地　　　　　　　

鴫内　　　　　　　　

七屋敷　　　　　　　

蛇沢　　　　　　　　

酒生内　　　　　　　

寿山　　　　　　　　

住吉町　　　　　　　

十王堂前　　　　　　

勝負沢　　　　　　　

小山崎　　　　　　　

小山田　　　　　　　

小森山　　　　　　　

小針　　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

小不沢　　　　　　　

松ケ丘　　　　　　　

松田　　　　　　　　

上河原　　　　　　　

上原田東　　　　　　

上谷前　　　　　　　

植田　　　　　　　　

新大除　　　　　　　

神山　　　　　　　　

神子屋敷　　　　　　

盛　　　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

西原前　　　　　　　

西住町　　　　　　　

赤丸　　　　　　　　

千塚　　　　　　　　

千塚前　　　　　　　

川原田東　　　　　　

川根　　　　　　　　

蔵ヶ島　　　　　　　

袖谷地　　　　　　　

台部　　　　　　　　

大井戸　　　　　　　

大新田　　　　　　　

大畑一番　　　　　　

沢　　　　　　　　　

沢北　　　　　　　　

淡島　　　　　　　　

中ノ沢山　　　　　　

中丸　　　　　　　　 中川原　　　　　　　中島町　　　　　　　

仲屋敷　　　　　　　

町向　　　　　　　　

町裏　　　　　　　　

長泥　　　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

定谷口　　　　　　　鉄砲町　　　　　　　

土手下　　　　　　　

島　　　　　　　　　

東北　　　　　　　　

東又　　　　　　　　

湯尻　　　　　　　　

洞秀山　　　　　　　

篤司　　　　　　　　

内牧　　　　　　　　

南角　　　　　　　　

南岸　　　　　　　　

入　　　　　　　　　

祢宜ノ沢　　　　　　

祢宜内　　　　　　　

柏葉　　　　　　　　

白坂畑　　　　　　　

白山堂　　　　　　　

迫入　　　　　　　　

稗田　　　　　　　　

稗田前　　　　　　　

不澄ヶ池　　　　　　

壁城　　　　　　　　

別当内　　　　　　　

保料前　　　　　　　

北岸　　　　　　　　

北鹿野　　　　　　　

北石　　　　　　　　

堀内　　　　　　　　

本屋敷　　　　　　　

末広　　　　　　　　

妙見堂　　　　　　　

弥陀内　　　　　　　

矢作　　　　　　　　

薬師　　　　　　　　

柳川原　　　　　　　

六角　　　　　　　　

六角元　　　　　　　

和久　　　　　　　　

椚林　　　　　　　　

笊内　　　　　　　　

広瀬町　　　　　　　

松ヶ丘（二）　　　　

新桜町　　　　　　　

新青川　　　　　　　

新東　　　　　　　　

新南　　　　　　　　

西桜町　　　　　　　

東原町　　　　　　　

東桜町　　　　　　　

東新町　　　　　　　
南原町　　　　　　　

南桜町　　　　　　　

白川小奥　　　　　　

白川津田　　　　　　

白川内親　　　　　　

向山　　　　　　　　
川原畑　　　　　　　妙見　　　　　　　　

大河原町役場　　　　

白石駅　　　　　　　

東白石駅　　　　　　

北白川駅　　　　　　

大河原駅　　　　　　

村田町　　　　　　　

支倉　　　　　　　　

音無　　　　　　　　

塩沢　　　　　　　　永野　　　　　　　　

蔵王　　　　　　　　

曲竹　　　　　　　　

松川　　　　　　　　

円田　　　　　　　　

小村崎　　　　　　　

花町　　　　　　　　

四方峠　　　　　　　

足立　　　　　　　　

村田ＩＣ　　　　　　

村田　　　　　　　　

沼辺　　　　　　　　

田辺　　　　　　　　
関場　　　　　　　　

薄木　　　　　　　　

村田ＪＣＴ　　　　　

中西　　　　　　　　

八室　　　　　　　　

愛宕　　　　　　　　

伊原沢下　　　　　　

磯ヶ坂　　　　　　　

稲荷林　　　　　　　

沖田前　　　　　　　

荻ノ窪　　　　　　　
下河原　　　　　　　

河原道上　　　　　　

笠ノ内　　　　　　　

滑沢　　　　　　　　

寒風沢　　　　　　　

桔梗山　　　　　　　曲木畑　　　　　　　

金田　　　　　　　　

見継　　　　　　　　

元舘　　　　　　　　

原東　　　　　　　　

戸ノ内　　　　　　　

戸ノ内脇　　　　　　

広窪山　　　　　　　

広畑　　　　　　　　

高山　　　　　　　　

根無藤　　　　　　　

坂下前　　　　　　　

桜内　　　　　　　　

三斗内　　　　　　　

三本槻　　　　　　　

山の入　　　　　　　

山上　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

寺門前　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

七小路　　　　　　　

漆坊　　　　　　　　

手代木　　　　　　　

十文字北　　　　　　

渋口下　　　　　　　

小池　　　　　　　　

松崎　　　　　　　　

沼ノ橇　　　　　　　

上ヶ沢　　　　　　　

上音無　　　　　　　

上葉の木沢　　　　　

丈六　　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新並　　　　　　　　

森山　　　　　　　　

深井沢　　　　　　　

針生　　　　　　　　

諏訪舘　　　　　　　

吹張　　　　　　　　
水上　　　　　　　　

成生前　　　　　　　

清上　　　　　　　　

西浦北　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

青木　　　　　　　　

石生　　　　　　　　

赤鬼上　　　　　　　

川子石　　　　　　　

川畑　　　　　　　　

早稲原　　　　　　　

相山　　　　　　　　

台屋敷　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大槻下　　　　　　　

棚村道上　　　　　　

鍛治屋敷　　　　　　

鍛治沢　　　　　　　

長窪　　　　　　　　

鳥山　　　　　　　　

槻木　　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

的場　　　　　　　　

天田　　　　　　　　

東山　　　　　　　　

湯口　　　　　　　　

道上山　　　　　　　

内屋敷　　　　　　　

南公　　　　　　　　

南小谷　　　　　　　

入沢　　　　　　　　
猫松沢　　　　　　　

馬場入　　　　　　　

馬立　　　　　　　　

迫　　　　　　　　　

反町　　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

武久市　　　　　　　

法印　　　　　　　　

豊向　　　　　　　　

北塩内　　　　　　　

北境　　　　　　　　

北小谷　　　　　　　

北沢　　　　　　　　

本関場　　　　　　　

万崎　　　　　　　　

無刀関　　　　　　　

明神　　　　　　　　

明神河原　　　　　　

夕向原　　　　　　　
立目場　　　　　　　

和田前　　　　　　　

岫　　　　　　　　　

雉子尾　　　　　　　

西ヶ丘　　　　　　　

村田　　　　　　　　

北向　　　　　　　　

蔵王町役場　　　　　

村田町役場　　　　　

大河原警察署
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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▲



川崎町　　　　　　　

柳生川　　　　　　　

▲ 三森山　　　　　　　

太郎川　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

古関　　　　　　　　

▲ 泣面山　　　　　　　

笹谷　　　　　　　　
笹谷ＩＣ　　　　　　

前川　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

土橋　　　　　　　　

湯坪　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

名乗　　　　　　　　

野上　　　　　　　　

立野　　　　　　　　

浪形　　　　　　　　

本砂金　　　　　　　

▲ 南面白山　　　　　　

▲ 大東岳　　　　　　　

▲ 三方倉山　　　　　　

本小屋　　　　　　　

▲ 高倉山　　　　　　　

野尻　　　　　　　　

▲ 鷹の巣山　　　　　　

秋保大滝　　　　　　
滝原　　　　　　　　

仙山線　　　　　　　

奥新川　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

初ノ小屋　　　　　　

新田町　　　　　　　

森安　　　　　　　　

深野　　　　　　　　

町頭　　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

野尻町南　　　　　　

野尻町北　　　　　　 秋保町馬場　　　　　

新川　　　　　　　　

作並　　　　　　　　
面白山高原駅　　　　

奥新川駅　　　　　　

境野　　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

湯元　　　　　　　　

▲ 北山　　　　　　　　

碁石川　　　　　　　

▲ 釜房山　　　　　　　

釜房湖　　　　　　　

みちのく杜の湖畔公園

石丸　　　　　　　　

川崎　　　　　　　　

北川　　　　　　　　

川内　　　　　　　　

天神　　　　　　　　

宮城川崎ＩＣ　　　　

内木戸　　　　　　　

安達　　　　　　　　

伊勢原　　　　　　　

羽山　　　　　　　　

下石丸　　　　　　　

下湯向　　　　　　　

舘山原　　　　　　　

宮脇　　　　　　　　

碁石　　　　　　　　

向原　　　　　　　　

荒羽賀　　　　　　　

荒町　　　　　　　　

国久　　　　　　　　

根岸　　　　　　　　

細野原　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

山長　　　　　　　　

四ヶ銘山　　　　　　

寺田　　　　　　　　

七曲山　　　　　　　

七森　　　　　　　　

小松倉　　　　　　　
上石丸　　　　　　　

太夫　　　　　　　　

大原前　　　　　　　

大針　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

中谷地　　　　　　　

中町　　　　　　　　

中内野　　　　　　　

町　　　　　　　　　

天神原山　　　　　　
天神前　　　　　　　

湯元新田　　　　　　

道畑　　　　　　　　

枇杷原　　　　　　　

北原　　　　　　　　

北川原山　　　　　　

堀切　　　　　　　　

本城　　　　　　　　

本町　　　　　　　　

末沢　　　　　　　　

裏丁　　　　　　　　

溜水　　　　　　　　

濱井場　　　　　　　

支倉台（一）　　　　

舘　　　　　　　　　
上戸　　　　　　　　中屋敷　　　　　　　

川崎町役場　　　　　

青下　　　　　　　　

作並　　　　　　　　

芋峠　　　　　　　　

広瀬川　　　　　　　
熊ヶ根　　　　　　　

下倉　　　　　　　　

畑前　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　苦地　　　　　　　　

白沢　　　　　　　　

道六神　　　　　　　

倉内　　　　　　　　

野中　　　　　　　　

秋保　　　　　　　　

青葉区　　　　　　　

太白区　　　　　　　

仙台市　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

奥武士　　　　　　　

賀澤　　　　　　　　

柿崎　　　　　　　　

関　　　　　　　　　

原　　　　　　　　　

戸崎　　　　　　　　

山根　　　　　　　　

漆方　　　　　　　　

上ノ原　　　　　　　

青野木　　　　　　　

赤生木　　　　　　　

切払　　　　　　　　

折葉　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

大手門　　　　　　　大豆沢　　　　　　　

大堀　　　　　　　　

竹林　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

町南　　　　　　　　

町北　　　　　　　　
長袋新田　　　　　　

土蔵　　　　　　　　

湯ノ辺田　　　　　　

道半　　　　　　　　

日陰　　　　　　　　

並木　　　　　　　　

辺田　　　　　　　　

棒目木　　　　　　　

北子原　　　　　　　

夜盗沢　　　　　　　

野口　　　　　　　　

赤坂（三）　　　　　

赤坂（二）　　　　　

堰の沢　　　　　　　
栗生　　　　　　　　

作並駅　　　　　　　

熊ケ根駅　　　　　　

陸前白沢駅　　　　　
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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▲



柴田町　　　　　　　

▲ 羽山　　　　　　　　小成田　　　　　　　

船迫　　　　　　　　

阿武隈川　　　　　　

阿武隈急行　　　　　

名生　　　　　　　　柴田　　　　　　　　

君萱　　　　　　　　

花島　　　　　　　　

坂津田　　　　　　　

江尻　　　　　　　　

平貫　　　　　　　　

神次郎　　　　　　　

鳩原　　　　　　　　

▲ 七峰山　　　　　　　

小山　　　　　　　　

上郡　　　　　　　　

▲ 三門山　　　　　　　神宮寺　　　　　　　

亘理　　　　　　　　

常磐線　　　　　　　

下郡　　　　　　　　

早川　　　　　　　　

上の町　　　　　　　

山ノ上　　　　　　　

清住町　　　　　　　

愛宕前　　　　　　　

旭川　　　　　　　　

一本木町　　　　　　

宇賀入　　　　　　　

駅前南　　　　　　　

駅前北　　　　　　　

堰下　　　　　　　　

遠山崎　　　　　　　

押堀　　　　　　　　

下茨田　　　　　　　

下大畑　　　　　　　

河原　　　　　　　　

花西　　　　　　　　花東　　　　　　　　

割田　　　　　　　　

釜ノ川　　　　　　　

舘南　　　　　　　　

岩ノ入　　　　　　　

雁田　　　　　　　　

鬼平太　　　　　　　

久根添　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

旧舘　　　　　　　　

牛頭　　　　　　　　

金彫沢　　　　　　　

銀杏　　　　　　　　

駒込　　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

栗木　　　　　　　　

剣水　　　　　　　　

古町　　　　　　　　

高砂町　　　　　　　

高躰　　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

作田　　　　　　　　

桜小路　　　　　　　

山入　　　　　　　　

宍田　　　　　　　　

七合　　　　　　　　

七作　　　　　　　　

七草　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

十八津入　　　　　　

祝田　　　　　　　　

小城内　　　　　　　

小中田一　　　　　　

沼ハタ　　　　　　　

沼添　　　　　　　　

上　　　　　　　　　

上ノ沢　　　　　　　

上茨田　　　　　　　

上大原　　　　　　　

上町　　　　　　　　

上浜街道　　　　　　

新井町　　　　　　　

新生町　　　　　　　

新大原　　　　　　　

新野竹内　　　　　　

深町　　　　　　　　

神ノ前　　　　　　　

神鳴　　　　　　　　

吹田　　　　　　　　

水留内　　　　　　　

瀬ノ木橋　　　　　　

正覚寺　　　　　　　

清台　　　　　　　　

西河原　　　　　　　西葛岡　　　　　　　

西郷　　　　　　　　

西迎　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

西小坂　　　　　　　

西台前　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

石間山　　　　　　　

石原　　　　　　　　

石名畑　　　　　　　

千代川　　　　　　　

前河　　　　　　　　

倉庭　　　　　　　　

袖ヶ沢　　　　　　　

台田　　　　　　　　

大在家内　　　　　　

大住町　　　　　　　

大畑前　　　　　　　

滝沢　　　　　　　　

沢入　　　　　　　　

谷地前　　　　　　　

谷地添　　　　　　　

谷津前　　　　　　　

壇ノ越　　　　　　　

池田　　　　　　　　

竹ノ花　　　　　　　

中ノ町　　　　　　　

中ノ内　　　　　　　

中斉　　　　　　　　

中前　　　　　　　　

中町東　　　　　　　

中條　　　　　　　　

町東南　　　　　　　

長峰　　　　　　　　

堤ノ内　　　　　　　

堤下　　　　　　　　

泥田　　　　　　　　

天王　　　　　　　　

田小路　　　　　　　

田中下　　　　　　　

土瓜　　　　　　　　

島西浦　　　　　　　

島町　　　　　　　　

東小坂　　　　　　　

筒目木　　　　　　　

堂前　　　　　　　　

洞ノ上　　　　　　　

道下　　　　　　　　

道田西　　　　　　　

内越　　　　　　　　

内堀小　　　　　　　

内余川　　　　　　　

鍋倉　　　　　　　　

南山　　　　　　　　

猫田　　　　　　　　

馬場前　　　　　　　

八ッ入　　　　　　　

八剣　　　　　　　　

八幡前　　　　　　　

卑下入　　　　　　　

浜道　　　　　　　　

平口　　　　　　　　

並松　　　　　　　　

峯岸　　　　　　　　

北猿田　　　　　　　

北鹿島　　　　　　　

北新町　　　　　　　

朴木　　　　　　　　

木所　　　　　　　　

油田　　　　　　　　

裏城戸　　　　　　　

立石　　　　　　　　

梁瀬内　　　　　　　

鈴木堀　　　　　　　

六角前　　　　　　　

脇谷　　　　　　　　

逢隈下郡　　　　　　

逢隈小山　　　　　　

逢隈上郡　　　　　　

逢隈神宮寺　　　　　

逢隈田沢　　　　　　

下名生　　　　　　　
剣崎（一）　　　　　

剣崎（二）　　　　　

剣塚　　　　　　　　

上名生　　　　　　　

西船迫（一）　　　　
西船迫（三）　　　　

西船迫（四）　　　　

西船迫（二）　　　　

船岡　　　　　　　　

船岡新栄（一）　　　

船岡新栄（五）　　　

船岡新栄（三）　　　

船岡新栄（四）　　　

船岡新栄（二）　　　

船岡新栄（六）　　　

船岡西（一）　　　　

船岡西（二）　　　　

船岡中央（一）　　　

船岡中央（三）　　　

船岡中央（二）　　　

船岡土手内（一）　　
船岡土手内（三）　　船岡土手内（二）　　

船岡東（一）　　　　

船岡東（三）　　　　

船岡東（四）　　　　
船岡東（二）　　　　

船岡南（一）　　　　船岡南（二）　　　　

中名生　　　　　　　

槻木駅西（一）　　　

槻木駅西（三）　　　
槻木駅西（二）　　　

槻木下町（一）　　　

槻木下町（三）　　　
槻木下町（二）　　　

槻木上町（一）　　　

槻木上町（三）　　　

槻木上町（二）　　　

槻木新町（一）　　　

槻木西（一）　　　　

槻木西（三）　　　　

槻木西（二）　　　　

槻木東（一）　　　　

槻木東（三）　　　　
槻木東（二）　　　　

槻木白幡（一）　　　

槻木白幡（四）　　　
槻木白幡（二）　　　

東船迫（一）　　　　

東船迫（二）　　　　

蓬隈鹿島　　　　　　

北船岡（一）　　　　

北船岡（三）　　　　
北船岡（二）　　　　

本船迫　　　　　　　

雨沼裏　　　　　　　 玉崎　　　　　　　　

後新田　　　　　　　 北條　　　　　　　　
松ヶ越（一）　　　　成田　　　　　　　　

亘理町役場　　　　　

柴田町役場　　　　　

船岡駅　　　　　　　

槻木駅　　　　　　　

東船岡駅　　　　　　

岡駅　　　　　　　　

亘理駅　　　　　　　

逢隈駅　　　　　　　

菅生　　　　　　　　

姥ヶ懐　　　　　　　

富沢　　　　　　　　

上川名　　　　　　　

四日市場　　　　　　

入間田　　　　　　　

葉坂　　　　　　　　

海老穴　　　　　　　 南長谷　　　　　　　

北長谷　　　　　　　

▲ 愛宕山　　　　　　　

▲ 猪倉山　　　　　　　

志賀　　　　　　　　

三色吉　　　　　　　

小川　　　　　　　　

岩沼　　　　　　　　

小豆島　　　　　　　

愛島　　　　　　　　

笠島　　　　　　　　

塩手　　　　　　　　

中ノ沢　　　　　　　

▲ 外山　　　　　　　　

亘理町　　　　　　　

岩沼市　　　　　　　

笠谷　　　　　　　　

菖蒲沢　　　　　　　

新畑　　　　　　　　

福ノ入　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

雨乞　　　　　　　　

遠島　　　　　　　　

塩ノ入　　　　　　　

押茂　　　　　　　　

荻倉　　　　　　　　

音見坂　　　　　　　

下台　　　　　　　　

下岫　　　　　　　　

仮宿　　　　　　　　

嘉平　　　　　　　　

海老沢　　　　　　　

学市　　　　　　　　

関根　　　　　　　　

館下（一）　　　　　

栗木平　　　　　　　

鶏沢　　　　　　　　

五斗亀　　　　　　　

根崎　　　　　　　　

根丁地　　　　　　　

根方　　　　　　　　

細倉　　　　　　　　

坂元　　　　　　　　

坂本前　　　　　　　

桜（四）　　　　　　

三角二本木前　　　　

三本木　　　　　　　

山　　　　　　　　　

山神　　　　　　　　

四軒屋前　　　　　　

周防崎　　　　　　　

松ヶ日向　　　　　　

松本　　　　　　　　

新井田　　　　　　　

西台　　　　　　　　

赤道　　　　　　　　

切通　　　　　　　　

川名沢　　　　　　　

倉元　　　　　　　　

倉元向　　　　　　　

蔵神　　　　　　　　

其木原　　　　　　　

大窪　　　　　　　　

大師　　　　　　　　

滝ノ前　　　　　　　

瀧前　　　　　　　　

沢戸　　　　　　　　

谷中　　　　　　　　

炭釜　　　　　　　　

鍛治内　　　　　　　

竹倉部　　　　　　　
中ノ原　　　　　　　

中井　　　　　　　　

中居　　　　　　　　

中細倉　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

塚腰　　　　　　　　

堤上　　　　　　　　
土神　　　　　　　　

道端　　　　　　　　

銅谷　　　　　　　　

内海道　　　　　　　

二ッ森　　　　　　　

二木（二）　　　　　

梅沢　　　　　　　　

麦化　　　　　　　　

畑向山　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

畑堤上　　　　　　　

番谷　　　　　　　　

表　　　　　　　　　

平城内　　　　　　　

北台　　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

野村　　　　　　　　

野田山　　　　　　　

余目　　　　　　　　

ゆずが丘（一）　　　

阿武隈（一）　　　　

阿武隈（二）　　　　

愛の杜（一）　　　　

愛の杜（二）　　　　

愛島笠島　　　　　　

愛島小豆島　　　　　

愛島台（一）　　　　
愛島台（二）　　　　

愛島台（八）　　　　

愛島台（六）　　　　

愛島北目　　　　　　

栄町（三）　　　　　

栄町（二）　　　　　

梶橋　　　　　　　　

桑原（一）　　　　　
桑原（三）　　　　　

桑原（四）　　　　　

桑原（二）　　　　　

桜（三）　　　　　　

桜（二）　　　　　　

松ヶ越（二）　　　　

松ヶ丘（一）　　　　

松ヶ丘（三）　　　　

吹上（一）　　　　　
吹上（三）　　　　　

吹上（二）　　　　　

大昭和　　　　　　　

竹の里（一）　　　　

竹の里（二）　　　　朝日　　　　　　　　
朝日（二）　　　　　

土ケ崎（一）　　　　

土ケ崎（三）　　　　土ケ崎（四）　　　　土ケ崎（二）　　　　

藤浪（一）　　　　　

二木（一）　　　　　

箱塚（二）　　　　　

平等（三）　　　　　
平等（四）　　　　　

平等（二）　　　　　

名取が丘（五）　　　

岩沢　　　　　　　　鍛治谷　　　　　　　内田　　　　　　　　北根　　　　　　　　
愛島塩手　　　　　　 手倉田　　　　　　　

岩沼市役所　　　　　

岩沼駅　　　　　　　

開墾場　　　　　　　

大畑浜　　　　　　　

鳥の海　　　　　　　柴町　　　　　　　　

高屋　　　　　　　　

箱根田　　　　　　　

荒浜　　　　　　　　

蕨　　　　　　　　　

鷺屋　　　　　　　　

高須賀　　　　　　　

牛袋　　　　　　　　

納屋　　　　　　　　

蒲崎　　　　　　　　

寺島　　　　　　　　

亘理ＩＣ　　　　　　

江下　　　　　　　　

砂金　　　　　　　　

須賀川　　　　　　　

逢隈榎袋　　　　　　

逢隈十文字　　　　　

稲荷前　　　　　　　

荷揚場東　　　　　　

我妻　　　　　　　　

舘内　　　　　　　　

隈潟　　　　　　　　

隈崎　　　　　　　　

御狩屋　　　　　　　

高原　　　　　　　　

佐渡　　　　　　　　

柴　　　　　　　　　

小橋　　　　　　　　

松元　　　　　　　　

新浜　　　　　　　　

須賀畑　　　　　　　

水神　　　　　　　　

水倉　　　　　　　　

星　　　　　　　　　

西木倉　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

前原　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

倉東　　　　　　　　

村　　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

鷹野橋　　　　　　　

築港通り　　　　　　

中蕨　　　　　　　　

鳥の海　　　　　　　

鳥屋崎　　　　　　　

東木倉　　　　　　　

藤倉　　　　　　　　

藤平橋　　　　　　　

道上　　　　　　　　
内浦　　　　　　　　

分残　　　　　　　　

保木内　　　　　　　
明神西　　　　　　　

梨木　　　　　　　　

流　　　　　　　　　

逢隈牛袋　　　　　　

逢隈高屋　　　　　　

逢隈鷺屋　　　　　　

逢隈蕨　　　　　　　

逢隈中泉　　　　　　
熊野　　　　　　　　上谷地　　　　　　　

常磐自動車道　　　　

鳥の海スマートＩＣ　

名取市　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

早股　　　　　　　　

押分　　　　　　　　

二の倉　　　　　　　

下野郷　　　　　　　

貞山堀　　　　　　　

相の釜　　　　　　　

北釜　　　　　　　　
仙台空港　　　　　　

広浦　　　　　　　　
牛野　　　　　　　　

下増田　　　　　　　

杉ヶ袋　　　　　　　

飯野坂　　　　　　　

植松　　　　　　　　

仙台空港ＩＣ　　　　

岩沼ＩＣ　　　　　　

仙台空港鉄道仙台空港

六軒　　　　　　　　

桜（五）　　　　　　

相の原（一）　　　　

相の原（二）　　　　

藤浪（二）　　　　　

箱塚（一）　　　　　

末広（一）　　　　　

名取が丘（四）　　　

名取が丘（六）　　　

里の杜（二）　　　　

浦条　　　　　　　　

柿沼　　　　　　　　

亀　　　　　　　　　

宮島　　　　　　　　

錦田　　　　　　　　

懸向　　　　　　　　
広浦　　　　　　　　

江口　　　　　　　　

耕谷　　　　　　　　

寺野　　　　　　　　

小林　　　　　　　　

松木　　　　　　　　

焼野　　　　　　　　

新関迎　　　　　　　

水塚　　　　　　　　

西経塚　　　　　　　

西砂押　　　　　　　

西小路　　　　　　　

孫目　　　　　　　　

中条　　　　　　　　

丁地前　　　　　　　

長谷釜　　　　　　　

長塚　　　　　　　　

塚根　　　　　　　　

鶴　　　　　　　　　

鶴巻　　　　　　　　

田野部　　　　　　　

土花　　　　　　　　

土城堀　　　　　　　

東砂押　　　　　　　

東小路　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

藤曽根　　　　　　　

南沖　　　　　　　　

南条　　　　　　　　

南竹　　　　　　　　

入生　　　　　　　　

梅　　　　　　　　　

北沖　　　　　　　　

北竹　　　　　　　　

堀口　　　　　　　　

本木　　　　　　　　

矢口　　　　　　　　

空港南（一）　　　　

空港南（五）　　　　

空港南（三）　　　　

空港南（四）　　　　

空港南（二）　　　　

小山（一）　　　　　
小山（二）　　　　　

植松（一）　　　　　

植松（三）　　　　　

植松（四）　　　　　

植松（二）　　　　　

大手町（三）　　　　飯野坂（一）　　　　

飯野坂（五）　　　　飯野坂（三）　　　　

飯野坂（四）　　　　

飯野坂（七）　　　　

飯野坂（二）　　　　

飯野坂（六）　　　　

末広（二）　　　　　

名取が丘（一）　　　

名取が丘（三）　　　

名取が丘（二）　　　

里の杜（一）　　　　里の杜（三）　　　　

古舘　　　　　　　　後島　　　　　　　　
鍋島　　　　　　　　

増田（一）　　　　　大手町（四）　　　　

閖上（五）　　　　　

名取中央スマートＩＣ

館腰駅　　　　　　　

杜せきのした駅　　　

美田園駅　　　　　　

仙台空港駅　　　　　

亘理警察署

岩沼警察署
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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▲



仙台南部道路　　　　

北赤石　　　　　　　

南赤石　　　　　　　

茂庭　　　　　　　　

梨野　　　　　　　　

▲ 太白山　　　　　　　

仙台南ＩＣ　　　　　

佐保山　　　　　　　

八木山　　　　　　　

鈎取　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

富田　　　　　　　　

柳生　　　　　　　　

川上　　　　　　　　

高舘　　　　　　　　

熊野堂　　　　　　　

樽水　　　　　　　　

山田ＩＣ　　　　　　

越路　　　　　　　　

塩ノ瀬　　　　　　　
下ノ内　　　　　　　

岩口上　　　　　　　

岩口南　　　　　　　

宮神明　　　　　　　

境田　　　　　　　　 金剛寺　　　　　　　

櫛挽　　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

向根　　　　　　　　

鴻ノ巣　　　　　　　

合ノ沢　　　　　　　
今成　　　　　　　　

根岸前　　　　　　　

根添　　　　　　　　

坂ノ下　　　　　　　

寺城　　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

小塚　　　　　　　　

沼尻　　　　　　　　

上前　　　　　　　　

乗馬　　　　　　　　

新組　　　　　　　　

針山　　　　　　　　

人来田西　　　　　　
人来田東　　　　　　

清太原　　　　　　　

青木沢　　　　　　　

青葉　　　　　　　　

折越　　　　　　　　

船渡前　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

大浪　　　　　　　　

鍛冶屋敷　　　　　　

中ノ瀬　　　　　　　

中沖　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

東中在家　　　　　　

棟沢　　　　　　　　

内舘　　　　　　　　

南ノ西　　　　　　　

八ッ口　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

飛鳥　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

北宮神明　　　　　　

北畑　　　　　　　　

北野　　　　　　　　

余柄　　　　　　　　

余方　　　　　　　　

ひより台　　　　　　

みどり台（一）　　　

みどり台（三）　　　みどり台（二）　　　

ゆりが丘（一）　　　

ゆりが丘（三）　　　

ゆりが丘（四）　　　

ゆりが丘（二）　　　

芦の口　　　　　　　

羽黒台　　　　　　　

鈎取（一）　　　　　

鈎取（三）　　　　　

鈎取（四）　　　　　

鈎取（二）　　　　　

鈎取本町（一）　　　

鈎取本町（二）　　　

旗立（一）　　　　　

旗立（三）　　　　　

旗立（二）　　　　　

錦ヶ丘（五）　　　　

金剛沢（一）　　　　

金剛沢（三）　　　　

金剛沢（二）　　　　

恵和町　　　　　　　

向山（一）　　　　　

向山（三）　　　　　

向山（二）　　　　　

荒巻　　　　　　　　

高舘吉田　　　　　　

高舘熊野堂　　　　　

高舘川上　　　　　　

砂押町　　　　　　　
砂押南町　　　　　　

三神峯（一）　　　　

三神峯（二）　　　　

山田自由ヶ丘　　　　

山田上ノ台町　　　　

山田北前町　　　　　

山田本町　　　　　　

鹿野（三）　　　　　

鹿野本町　　　　　　

松が丘　　　　　　　

上野山（一）　　　　

上野山（三）　　　　

上野山（二）　　　　

人来田（一）　　　　

人来田（三）　　　　

人来田（二）　　　　

西の平（一）　　　　

西の平（二）　　　　

西多賀（一）　　　　

西多賀（五）　　　　

西多賀（三）　　　　

西多賀（四）　　　　

西多賀（二）　　　　

青山（一）　　　　　

青山（二）　　　　　

泉崎（一）　　　　　泉崎（二）　　　　　

相互台（一）　　　　

相互台（三）　　　　

相互台（四）　　　　

相互台（二）　　　　

相互台東（一）　　　

相互台東（二）　　　

太白（一）　　　　　

太白（三）　　　　　

太白（二）　　　　　
大塒町　　　　　　　

長町　　　　　　　　

長嶺　　　　　　　　

土手内（一）　　　　

土手内（三）　　　　
土手内（二）　　　　

那智が丘（一）　　　
那智が丘（五）　　　

那智が丘（三）　　　

那智が丘（四）　　　
那智が丘（二）　　　

二ッ沢　　　　　　　

日本平　　　　　　　

萩ヶ丘　　　　　　　

八木山香澄町　　　　

八木山松波町　　　　

八木山東（一）　　　

八木山東（二）　　　八木山南（一）　　　

八木山南（五）　　　八木山南（二）　　　

八木山南（六）　　　

八木山本町（一）　　

八木山本町（二）　　

八木山弥生町　　　　
八木山緑町　　　　　

富沢（一）　　　　　
富沢（三）　　　　　

富沢（四）　　　　　

富沢（二）　　　　　

富沢南（一）　　　　

富沢南（二）　　　　

米ヶ袋（三）　　　　

茂庭台（一）　　　　

茂庭台（五）　　　　

茂庭台（三）　　　　

茂庭台（四）　　　　

茂庭台（二）　　　　

柳生（五）　　　　　柳生（四）　　　　　

柳生（七）　　　　　
柳生（六）　　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　

緑ヶ丘（三）　　　　

緑ヶ丘（四）　　　　

緑ヶ丘（二）　　　　

富沢駅　　　　　　　

八木山動物公園駅　　

東北自動車道　　　　

萱場　　　　　　　　

小角　　　　　　　　

実沢　　　　　　　　
古内　　　　　　　　

上谷刈　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

▲ 権現森　　　　　　　

叶沢　　　　　　　　

芋沢　　　　　　　　

上愛子　　　　　　　

宮城　　　　　　　　

大勝草　　　　　　　

仙台宮城ＩＣ　　　　

郷六　　　　　　　　

仙台　　　　　　　　

地下鉄南北線　　　　

泉ＰＡスマートＩＣ　

赤坂（一）　　　　　

一番町（四）　　　　

一本橋　　　　　　　

一本杉　　　　　　　

塩野沢　　　　　　　

横手　　　　　　　　

下原東屋敷　　　　　

花坂　　　　　　　　

丸田沢　　　　　　　

宮林後　　　　　　　

去田屋敷　　　　　　

桂島　　　　　　　　

戸内　　　　　　　　

向寺　　　　　　　　

広瀬通　　　　　　　

綱木　　　　　　　　

国分町（二）　　　　

今宮　　　　　　　　

坂　　　　　　　　　

三居沢　　　　　　　

山岸　　　　　　　　

鹿　　　　　　　　　

春日町　　　　　　　

上新田　　　　　　　

上杉（二）　　　　　

仁平　　　　　　　　

菅間　　　　　　　　
菅間前　　　　　　　

早坂下　　　　　　　

大竹　　　　　　　　大竹原　　　　　　　

大町（二）　　　　　

大堤　　　　　　　　

大満寺　　　　　　　

中山（三）　　　　　

長命　　　　　　　　

通町（二）　　　　　

堤通雨宮町　　　　　

筒岫　　　　　　　　

銅谷原　　　　　　　

二ノ関屋敷　　　　　

二重袋　　　　　　　

萩屋敷　　　　　　　

柏木（一）　　　　　

白坂　　　　　　　　

八乙女　　　　　　　

半田原　　　　　　　

蒜屋敷　　　　　　　

舞台　　　　　　　　福沢　　　　　　　　

本七北田　　　　　　

木町通（一）　　　　

木町通（二）　　　　

立町　　　　　　　　

みずほ台　　　　　　

みやぎ台（一）　　　

みやぎ台（五）　　　

みやぎ台（三）　　　
みやぎ台（四）　　　

みやぎ台（二）　　　

愛子中央（一）　　　
愛子中央（五）　　　

愛子中央（三）　　　愛子中央（四）　　　

愛子中央（二）　　　

愛子中央（六）　　　 愛子東（一）　　　　

愛子東（五）　　　　

愛子東（三）　　　　

愛子東（四）　　　　

愛子東（六）　　　　

下愛子　　　　　　　

加茂（一）　　　　　

加茂（五）　　　　　加茂（三）　　　　　

加茂（四）　　　　　

加茂（二）　　　　　

花壇　　　　　　　　

貝ヶ森（一）　　　　

貝ヶ森（五）　　　　

貝ヶ森（三）　　　　
貝ヶ森（四）　　　　

貝ヶ森（二）　　　　

貝ヶ森（六）　　　　

角五郎（一）　　　　

角五郎（二）　　　　

館　　　　　　　　　

館（一）　　　　　　

館（五）　　　　　　

館（三）　　　　　　

館（四）　　　　　　

館（七）　　　　　　

館（二）　　　　　　

館（六）　　　　　　

菊田町　　　　　　　

吉成（一）　　　　　
吉成（三）　　　　　

吉成（二）　　　　　吉成台（一）　　　　

吉成台（二）　　　　

錦ケ丘（一）　　　　

錦ケ丘（九）　　　　

錦ケ丘（五）　　　　

錦ケ丘（七）　　　　

錦ケ丘（八）　　　　

錦ケ丘（六）　　　　

栗生（一）　　　　　

栗生（五）　　　　　栗生（三）　　　　　栗生（四）　　　　　栗生（二）　　　　　

向田　　　　　　　　

荒巻神明町　　　　　

荒巻中央　　　　　　

荒巻本沢（三）　　　

荒巻本沢（二）　　　

高野原（一）　　　　

高野原（三）　　　　高野原（四）　　　　
高野原（二）　　　　

国見（一）　　　　　

国見（五）　　　　　国見（三）　　　　　

国見（四）　　　　　

国見（二）　　　　　

国見（六）　　　　　

国見ヶ丘（一）　　　

国見ヶ丘（五）　　　

国見ヶ丘（三）　　　

国見ヶ丘（四）　　　国見ヶ丘（七）　　　

国見ヶ丘（二）　　　

国見ヶ丘（六）　　　

鷺ヶ森（一）　　　　
鷺ヶ森（二）　　　　

桜ヶ丘（一）　　　　

桜ヶ丘（九）　　　　

桜ヶ丘（五）　　　　
桜ヶ丘（三）　　　　

桜ヶ丘（四）　　　　

桜ヶ丘（七）　　　　

桜ヶ丘（二）　　　　

桜ヶ丘（六）　　　　

三条町　　　　　　　

山手町　　　　　　　

子平町　　　　　　　

支倉町　　　　　　　

住吉台西（一）　　　

住吉台西（三）　　　住吉台西（四）　　　
住吉台西（二）　　　

住吉台東（一）　　　

住吉台東（五）　　　

昭和町　　　　　　　

上谷刈（五）　　　　

上谷刈（三）　　　　

上谷刈（四）　　　　

新坂町　　　　　　　

水の森（一）　　　　

水の森（三）　　　　
水の森（二）　　　　

西花苑（一）　　　　

西花苑（二）　　　　

西勝山　　　　　　　

折立（一）　　　　　

折立（五）　　　　　

折立（三）　　　　　

折立（四）　　　　　

折立（二）　　　　　

折立（六）　　　　　

千代田町　　　　　　

川内亀岡町　　　　　

川内三十人町　　　　

川内山屋敷　　　　　

川内川前丁　　　　　

川内追廻　　　　　　

川内澱橋通　　　　　

川平（一）　　　　　

川平（五）　　　　　
川平（三）　　　　　

川平（四）　　　　　

川平（二）　　　　　 双葉ヶ丘（二）　　　

大手町　　　　　　　

滝道　　　　　　　　

中山（一）　　　　　

中山（九）　　　　　

中山（五）　　　　　

中山（四）　　　　　

中山（二）　　　　　

中山（八）　　　　　

中山（六）　　　　　

中山吉成（一）　　　

中山吉成（三）　　　
中山吉成（二）　　　

中山台（一）　　　　

中山台（三）　　　　

中山台（四）　　　　

中山台（二）　　　　

長命ケ丘（一）　　　

長命ケ丘（五）　　　

長命ケ丘（三）　　　

長命ケ丘（四）　　　

長命ケ丘（二）　　　長命ケ丘（六）　　　
長命ケ丘東　　　　　

堤町（一）　　　　　

堤町（三）　　　　　

堤町（二）　　　　　

東勝山（三）　　　　

東勝山（二）　　　　

南吉成（一）　　　　

南吉成（三）　　　　
南吉成（四）　　　　

南吉成（七）　　　　南吉成（二）　　　　

南吉成（六）　　　　

南吉戌（五）　　　　

南中山（一）　　　　

南中山（三）　　　　
南中山（四）　　　　

南中山（二）　　　　

南中山（六）　　　　

虹の丘（三）　　　　

虹の丘（四）　　　　

虹の丘（二）　　　　

芭蕉ノ辻　　　　　　

柏木（三）　　　　　

柏木（二）　　　　　

八幡（五）　　　　　

八幡（三）　　　　　

八幡（四）　　　　　

八幡（七）　　　　　

八幡（二）　　　　　

八幡（六）　　　　　

北山（一）　　　　　

北山（三）　　　　　北山（二）　　　　　

北中山（一）　　　　
北中山（三）　　　　

北中山（四）　　　　

北中山（二）　　　　

木町　　　　　　　　

葉山町　　　　　　　

落合（一）　　　　　
落合（五）　　　　　

落合（三）　　　　　

落合（四）　　　　　

落合（二）　　　　　

霊屋下　　　　　　　

焼河原　　　　　　　
上在家　　　　　　　清水田屋敷　　　　　

地蔵坂　　　　　　　判在家　　　　　　　

涌上り屋敷　　　　　露払　　　　　　　　

桂（一）　　　　　　

住吉台東（三）　　　住吉台東（四）　　　

将監（十）　　　　　

仙台市役所　　　　　

愛子駅　　　　　　　 陸前落合駅　　　　　
国見駅　　　　　　　

勾当台公園駅　　　　

北四番丁駅　　　　　

北山駅　　　　　　　

北仙台駅　　　　　　

葛岡駅　　　　　　　

東北福祉大前　　　　

大町西公園駅　　　　
国際センター駅　　　川内駅　　　　　　　

青葉山駅　　　　　　

仙台バイパス　　　　

南小泉　　　　　　　

蒲町　　　　　　　　

伊在　　　　　　　　

六丁の目　　　　　　

笹屋敷　　　　　　　

霞目　　　　　　　　

沖野　　　　　　　　

大野田　　　　　　　

東北本線　　　　　　

中田町　　　　　　　

堰場　　　　　　　　

袋原　　　　　　　　

四郎丸　　　　　　　

名取川　　　　　　　

日辺　　　　　　　　

長屋敷　　　　　　　

井土　　　　　　　　

藤塚　　　　　　　　

種次　　　　　　　　

田高　　　　　　　　上余田　　　　　　　

増田　　　　　　　　

名取　　　　　　　　

下余田　　　　　　　
高柳　　　　　　　　

小塚原　　　　　　　

閖上　　　　　　　　

仙台東ＩＣ　　　　　

仙台東部道路　　　　

仙台若林ＪＣＴ　　　

名取ＩＣ　　　　　　

長町ＩＣ　　　　　　

今泉ＩＣ　　　　　　

堰根　　　　　　　　

皿屋敷　　　　　　　

竹松　　　　　　　　

向山（四）　　　　　

鹿野（一）　　　　　
鹿野（二）　　　　　

西中田（七）　　　　

長町南（四）　　　　

南大野田　　　　　　

茂ヶ崎（一）　　　　

柳生（一）　　　　　

柳生（三）　　　　　

柳生（二）　　　　　

伊藤　　　　　　　　

井土堀　　　　　　　

猿猴　　　　　　　　

遠藤　　　　　　　　

押口　　　　　　　　

下在家　　　　　　　

梶　　　　　　　　　

弓ノ町　　　　　　　

境堀　　　　　　　　

圭田　　　　　　　　

欠ノ上　　　　　　　

権太　　　　　　　　

原田　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

五十人町　　　　　　

皇檀原　　　　　　　

札屋敷　　　　　　　

三百人町　　　　　　

四ツ谷　　　　　　　

市坪　　　　　　　　

寺西　　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

尺丈島北　　　　　　

十呂盤　　　　　　　

小荒井　　　　　　　

小在家　　　　　　　

小田切　　　　　　　

沼屋敷浦　　　　　　

新橋　　　　　　　　

深渡戸　　　　　　　

神屋敷　　　　　　　

神明　　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

西新丁　　　　　　　

西中塚　　　　　　　

西田　　　　　　　　

石垣町　　　　　　　

石場　　　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

赤沼下　　　　　　　

千刈田　　　　　　　

前　　　　　　　　　

前沖北　　　　　　　

草倉田　　　　　　　

袋原住宅　　　　　　

大徳　　　　　　　　

宅地　　　　　　　　

沢目　　　　　　　　

竹野花　　　　　　　

中荷　　　　　　　　

中在家　　　　　　　

中小路　　　　　　　

中村　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

渡道　　　　　　　　

土合　　　　　　　　

東中塚　　　　　　　

藤田新田　　　　　　

内手　　　　　　　　

鍋沼　　　　　　　　

南材木町　　　　　　

南田中　　　　　　　

梅ノ木　　　　　　　

飯塚　　　　　　　　

番古　　　　　　　　

表柴田町　　　　　　

浜田　　　　　　　　

浜堀　　　　　　　　

平田橋　　　　　　　北谷　　　　　　　　

北中谷地　　　　　　

堀添　　　　　　　　

柳田　　　　　　　　

揚戸　　　　　　　　

六十人町　　　　　　

かすみ町　　　　　　

一本杉町　　　　　　

遠見塚（一）　　　　

遠見塚（三）　　　　

遠見塚（二）　　　　

遠見塚東　　　　　　

沖野（一）　　　　　

沖野（五）　　　　　

沖野（三）　　　　　

沖野（四）　　　　　

沖野（七）　　　　　

沖野（二）　　　　　

沖野（六）　　　　　

下飯田　　　　　　　

河原町（一）　　　　河原町（二）　　　　
霞目（一）　　　　　

霞目（二）　　　　　

郡山（一）　　　　　

郡山（五）　　　　　

郡山（三）　　　　　郡山（四）　　　　　

郡山（七）　　　　　

郡山（二）　　　　　

郡山（八）　　　　　

郡山（六）　　　　　

古城（三）　　　　　

古城（二）　　　　　

荒浜新（一）　　　　

荒浜新（二）　　　　

今泉（一）　　　　　

今泉（二）　　　　　

根岸町　　　　　　　

三本塚　　　　　　　

若林（一）　　　　　

若林（五）　　　　　

若林（三）　　　　　

若林（四）　　　　　
若林（七）　　　　　

若林（二）　　　　　

若林（六）　　　　　

上飯田（一）　　　　

上飯田（三）　　　　上飯田（四）　　　　
上飯田（二）　　　　

諏訪町　　　　　　　

西中田（一）　　　　

西中田（五）　　　　

西中田（三）　　　　

西中田（四）　　　　

西中田（二）　　　　

西中田（六）　　　　

増田（九）　　　　　

増田（五）　　　　　

増田（三）　　　　　

増田（四）　　　　　

増田（七）　　　　　

増田（二）　　　　　

増田（八）　　　　　

増田（六）　　　　　

太子堂　　　　　　　

袋原（一）　　　　　

袋原（五）　　　　　

袋原（三）　　　　　

袋原（四）　　　　　

袋原（二）　　　　　

袋原（六）　　　　　

大手町（六）　　　　

大野田（一）　　　　

大野田（三）　　　　

大野田（二）　　　　

大和町（一）　　　　大和町（三）　　　　

大和町（四）　　　　

大和町（二）　　　　

中倉（一）　　　　　中倉（三）　　　　　中倉（二）　　　　　

中田（一）　　　　　

中田（五）　　　　　

中田（三）　　　　　
中田（四）　　　　　

中田（七）　　　　　

中田（二）　　　　　

中田（六）　　　　　

長喜城　　　　　　　

長町（一）　　　　　

長町（五）　　　　　

長町（四）　　　　　

長町（七）　　　　　

長町（二）　　　　　

長町（八）　　　　　

長町（六）　　　　　長町南（一）　　　　
長町南（三）　　　　

長町南（二）　　　　

土樋　　　　　　　　

土樋（一）　　　　　

東郡山（一）　　　　

東郡山（二）　　　　

東大野田　　　　　　

東中田（一）　　　　

東中田（五）　　　　

東中田（三）　　　　

東中田（四）　　　　

東中田（二）　　　　

東中田（六）　　　　

南小泉（三）　　　　南小泉（四）　　　　

南小泉（二）　　　　

二木　　　　　　　　

八本松（一）　　　　

八本松（二）　　　　

文化町　　　　　　　

茂ヶ崎（三）　　　　

木ノ下（四）　　　　

門前町　　　　　　　

六郷　　　　　　　　

六丁の目元町　　　　 六丁の目東町　　　　六丁の目南町　　　　

閖上（一）　　　　　

閖上（三）　　　　　閖上（四）　　　　　
閖上（七）　　　　　

閖上（二）　　　　　

閖上（六）　　　　　

米ヶ袋（二）　　　　 袋西　　　　　　　　東七番丁　　　　　　連坊小路　　　　　　 志波町　　　　　　　大和町（五）　　　　

木ノ下（一）　　　　
六丁の目中町　　　　六丁の目北町　　　　

名取市役所　　　　　
名取駅　　　　　　　

南仙台駅　　　　　　

長町南駅　　　　　　

長町駅　　　　　　　

長町一丁目駅　　　　

河原町駅　　　　　　

愛宕橋駅　　　　　　

五橋駅　　　　　　　

太子堂駅　　　　　　

荒井駅　　　　　　　

薬師堂駅　　　　　　
六丁の目駅　　　　　卸町駅　　　　　　　連坊駅　　　　　　　

多賀城市　　　　　　

塩竈市　　　　　　　

利府町　　　　　　　泉　　　　　　　　　

七北田　　　　　　　

市名坂　　　　　　　

松森　　　　　　　　

七北田川　　　　　　

岩切　　　　　　　　

東北新幹線　　　　　

田子　　　　　　　　

福室　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

福田町　　　　　　　

仙石線　　　　　　　

小鶴　　　　　　　　

燕沢　　　　　　　　

大梶　　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

神谷沢　　　　　　　

菅谷　　　　　　　　

町加瀬　　　　　　　
利府　　　　　　　　

市川　　　　　　　　

南宮　　　　　　　　

沢乙　　　　　　　　

鶴ヶ谷　　　　　　　

苦竹ＩＣ　　　　　　

東北本線（貨物）　　

宮城野区　　　　　　

若林区　　　　　　　

仙台臨海鉄道（貨物）

利府塩釜ＩＣ　　　　

多賀城ＩＣ　　　　　

仙台港北ＩＣ　　　　

三陸自動車道　　　　

利府ＪＣＴ　　　　　

仙台港ＩＣ　　　　　

日野　　　　　　　　

一番町（一）　　　　

一番町（三）　　　　

将監（九）　　　　　

上杉（五）　　　　　

上杉（三）　　　　　

上杉（六）　　　　　

上谷刈（二）　　　　

双葉ヶ丘（一）　　　

台原（一）　　　　　

台原（三）　　　　　
台原（二）　　　　　

東勝山（一）　　　　

藤松　　　　　　　　

虹の丘（一）　　　　

北根（一）　　　　　

稲葉崎　　　　　　　

羽黒前　　　　　　　

燕沢東（一）　　　　

化粧坂　　　　　　　

瓦崎　　　　　　　　

館の内　　　　　　　

舘下　　　　　　　　

久保野一番　　　　　

曲田　　　　　　　　

穴ケ沢　　　　　　　

県道前　　　　　　　

原町（一）　　　　　

原町（二）　　　　　

五平淵　　　　　　　

五万崎　　　　　　　

五輪（二）　　　　　

後　　　　　　　　　

後楽西　　　　　　　

庚申　　　　　　　　

鴻巣　　　　　　　　

今市　　　　　　　　
三所南　　　　　　　

三所北　　　　　　　

山苗代　　　　　　　

産野原　　　　　　　

耳取北　　　　　　　

若宮前　　　　　　　

十三塚　　　　　　　

十三本塚　　　　　　

初向　　　　　　　　

小児　　　　　　　　

小鶴（二）　　　　　

深山　　　　　　　　

神谷沢団地　　　　　

陣ヶ原　　　　　　　 水分　　　　　　　　

西笠菅沢　　　　　　

西後　　　　　　　　

西町浦　　　　　　　

西天神　　　　　　　

青津目　　　　　　　
斉兵衛　　　　　　　

奏社　　　　　　　　

袋　　　　　　　　　

台　　　　　　　　　

台城　　　　　　　　

大前　　　　　　　　

大沢東　　　　　　　

大日北　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

中山王　　　　　　　

長者　　　　　　　　

鳥井　　　　　　　　

天形　　　　　　　　

東河原　　　　　　　

東後山　　　　　　　

洞ノ口　　　　　　　

南安楽寺　　　　　　

南関合　　　　　　　

二本木　　　　　　　

入山　　　　　　　　

馬場崎　　　　　　　

白水沢　　　　　　　

八幡崎　　　　　　　

蓬田　　　　　　　　

北関合　　　　　　　

北窪　　　　　　　　

北在家　　　　　　　

北寿福寺　　　　　　

野蔵　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

蓮沼　　　　　　　　

愛隣町　　　　　　　

旭ヶ丘（一）　　　　

旭ヶ丘（三）　　　　

旭ヶ丘（四）　　　　

旭ヶ丘（二）　　　　

旭丘堤（一）　　　　

旭丘堤（二）　　　　

安養寺（一）　　　　

安養寺（三）　　　　

安養寺（二）　　　　

栄（一）　　　　　　

栄（五）　　　　　　栄（三）　　　　　　栄（四）　　　　　　

栄（二）　　　　　　

永和台　　　　　　　

燕沢（一）　　　　　

燕沢（三）　　　　　

燕沢（二）　　　　　

燕沢東（三）　　　　

岡田西町　　　　　　卸町（一）　　　　　
卸町（五）　　　　　

卸町（三）　　　　　

卸町（二）　　　　　

卸町東（一）　　　　

卸町東（五）　　　　
卸町東（三）　　　　卸町東（四）　　　　

卸町東（二）　　　　

加瀬　　　　　　　　

花京院（一）　　　　

蒲生（一）　　　　　

岩切（一）　　　　　

岩切（三）　　　　　

岩切（二）　　　　　

宮城野（一）　　　　

宮城野（二）　　　　

宮千代（一）　　　　宮千代（二）　　　　

宮町（五）　　　　　

錦町（一）　　　　　

錦町（二）　　　　　

銀杏町　　　　　　　

苦竹（三）　　　　　

苦竹（四）　　　　　

苦竹（二）　　　　　
原町（五）　　　　　

原町（三）　　　　　

五橋（一）　　　　　

五輪（一）　　　　　

幸町（一）　　　　　

幸町（五）　　　　　

幸町（三）　　　　　幸町（四）　　　　　幸町（二）　　　　　

高橋（一）　　　　　高橋（五）　　　　　高橋（三）　　　　　

高橋（四）　　　　　

高橋（二）　　　　　

高玉町　　　　　　　

高砂（一）　　　　　

高砂（二）　　　　　

高崎（二）　　　　　

高松（一）　　　　　

高松（三）　　　　　

高松（二）　　　　　

黒松（一）　　　　　

黒松（三）　　　　　
黒松（二）　　　　　

山の寺（一）　　　　

山の寺（二）　　　　

自由ヶ丘　　　　　　

出花　　　　　　　　出花（一）　　　　　出花（二）　　　　　

将監（一）　　　　　

将監（三）　　　　　

将監（二）　　　　　

将監（八）　　　　　

小松島（三）　　　　

小松島（四）　　　　

小松島（二）　　　　

小松島新堤　　　　　
小鶴（一）　　　　　

小鶴（三）　　　　　

小田原（一）　　　　

小田原（五）　　　　

小田原（三）　　　　

小田原（七）　　　　

松陵（一）　　　　　

松陵（五）　　　　　

松陵（三）　　　　　

松陵（二）　　　　　

上杉（四）　　　　　

上谷刈（一）　　　　

上谷刈（六）　　　　

城南（一）　　　　　

城南（二）　　　　　

新寺（一）　　　　　

新寺（三）　　　　　

新田（一）　　　　　

新田（五）　　　　　

新田（三）　　　　　

新田（四）　　　　　

新田（二）　　　　　
新田東（一）　　　　

新田東（五）　　　　

新田東（三）　　　　

新田東（四）　　　　

新田東（二）　　　　

森郷　　　　　　　　

菅谷台（一）　　　　

菅谷台（四）　　　　

菅谷台（二）　　　　

清水沼（二）　　　　

西宮城野　　　　　　

仙石　　　　　　　　

扇町（一）　　　　　

扇町（五）　　　　　

扇町（三）　　　　　
扇町（四）　　　　　

扇町（七）　　　　　

扇町（二）　　　　　
扇町（六）　　　　　

泉中央（一）　　　　

泉中央（三）　　　　

泉中央（四）　　　　

泉中央（二）　　　　

台原（五）　　　　　

台原（六）　　　　　

中央（三）　　　　　

中江（一）　　　　　

中江（二）　　　　　

鶴が丘（一）　　　　

鶴が丘（三）　　　　

鶴が丘（四）　　　　

鶴が丘（二）　　　　

鶴ヶ谷（一）　　　　

鶴ヶ谷（五）　　　　

鶴ヶ谷（三）　　　　

鶴ヶ谷（四）　　　　

鶴ヶ谷（七）　　　　
鶴ヶ谷（二）　　　　

鶴ヶ谷（八）　　　　

鶴ヶ谷（六）　　　　

鶴ヶ谷東（一）　　　

鶴ヶ谷東（三）　　　

鶴ヶ谷東（四）　　　

鶴ヶ谷東（二）　　　

鶴ヶ谷北（一）　　　

鶴巻（一）　　　　　

鶴代町　　　　　　　

天神沢（一）　　　　

田子（一）　　　　　

田子（三）　　　　　

田子（二）　　　　　

東宮城野　　　　　　

東黒松　　　　　　　

東照宮（一）　　　　

東仙台（一）　　　　東仙台（五）　　　　

東仙台（三）　　　　

東仙台（四）　　　　

東仙台（七）　　　　

東仙台（二）　　　　

東仙台（六）　　　　

東田中（一）　　　　

南光台（一）　　　　

南光台（五）　　　　

南光台（三）　　　　

南光台（四）　　　　南光台（七）　　　　

南光台（二）　　　　

南光台（六）　　　　

南光台東（一）　　　

南光台東（三）　　　

南光台東（二）　　　
南光台南（一）　　　

南光台南（三）　　　南光台南（二）　　　

南目館　　　　　　　

二の森　　　　　　　

二十人町　　　　　　

日の出町（一）　　　

日の出町（三）　　　

日の出町（二）　　　

梅田町　　　　　　　

萩野町（三）　　　　

萩野町（四）　　　　

萩野町（二）　　　　

白鳥（一）　　　　　

白鳥（二）　　　　　

八乙女（一）　　　　

八乙女（三）　　　　

八乙女（四）　　　　
八乙女（二）　　　　

八乙女中央（三）　　

八乙女中央（四）　　

八乙女中央（二）　　

八幡（一）　　　　　

飯土井　　　　　　　

浮島　　　　　　　　

浮島（一）　　　　　

福室（一）　　　　　

福室（五）　　　　　

福室（三）　　　　　福室（四）　　　　　

福室（七）　　　　　

福室（二）　　　　　

福室（六）　　　　　

福住町　　　　　　　福沢町　　　　　　　 福田町（一）　　　　

福田町（四）　　　　

福田町（二）　　　　

福田町南（一）　　　福田町南（二）　　　

平成（一）　　　　　
平成（二）　　　　　

歩坂町　　　　　　　

北根（三）　　　　　

北根（二）　　　　　

北根黒松　　　　　　

北目町　　　　　　　

本田町　　　　　　　

友愛町　　　　　　　

利府　　　　　　　　

六丁の目西町　　　　

枡江　　　　　　　　

榴ヶ岡　　　　　　　
榴岡（一）　　　　　

榴岡（五）　　　　　
榴岡（三）　　　　　

榴岡（四）　　　　　

堀川　　　　　　　　

向陽台（一）　　　　山の寺（三）　　　　将監（四）　　　　　将監（七）　　　　　

松陵（四）　　　　　 菅谷台（三）　　　　
青葉台（一）　　　　

地下鉄東西線　　　　

仙台駅　　　　　　　

宮城県庁　　　　　　

利府町役場　　　　　

広瀬通駅　　　　　　

仙台駅　　　　　　　
榴ヶ岡駅　　　　　　

宮城野原駅　　　　　

陸前原ノ町駅　　　　

苦竹駅　　　　　　　

東仙台駅　　　　　　
福田町駅　　　　　　

陸前高砂駅　　　　　

中野栄駅　　　　　　

黒松駅　　　　　　　

岩切駅　　　　　　　
陸前山王駅　　　　　

八乙女駅　　　　　　

新利府駅　　　　　　

利府駅　　　　　　　

台原駅　　　　　　　

旭ヶ丘駅　　　　　　

東照宮駅　　　　　　

泉中央駅　　　　　　

あおば通駅　　　　　

国府多賀城駅　　　　

小鶴新田駅　　　　　

青葉通一番町駅　　　
宮城野通駅　　　　　

仙台北警察署

若林警察署

仙台南警察署

宮城県警察本部 仙台東警察署

仙台中央警察署

泉警察署
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都市高速道路No

一般国道No
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都道府県界
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▲ 長倉山　　　　　　　
▲ 笹倉山　　　　　　　

小野　　　　　　　　

熊谷　　　　　　　　

根白石　　　　　　　

西田中　　　　　　　

▲ 堂庭山　　　　　　　

朴沢　　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

泉区　　　　　　　　

大和町　　　　　　　

蒜但木　　　　　　　

磯ヶ沢　　　　　　　

堰添　　　　　　　　

堰田　　　　　　　　 下町　　　　　　　　

花輪　　　　　　　　

館下　　　　　　　　

桐ヶ崎屋敷　　　　　

苦桃　　　　　　　　

高見　　　　　　　　

高野原　　　　　　　

鎖　　　　　　　　　

寿連原　　　　　　　
上ノ宿　　　　　　　

上田　　　　　　　　

上野原　　　　　　　

城ノ内　　　　　　　

新小路　　　　　　　

吹付　　　　　　　　

摺萩　　　　　　　　

西ノ脇　　　　　　　
西小屋　　　　　　　

川崎　　　　　　　　

前河原　　　　　　　

町西　　　　　　　　

町東　　　　　　　　

長原　　　　　　　　

鳥居原　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

堂所　　　　　　　　

南原　　　　　　　　

年川　　　　　　　　

柏坊　　　　　　　　

八反田　　　　　　　

風穴　　　　　　　　

平場　　　　　　　　

北長坂　　　　　　　

朴陀羅　　　　　　　

堀田沢　　　　　　　

要害　　　　　　　　

テクノヒルズ　　　　

もみじケ丘（一）　　

もみじケ丘（三）　　

もみじケ丘（二）　　

学苑　　　　　　　　

桂（三）　　　　　　

桂（四）　　　　　　

桂（二）　　　　　　
高森（一）　　　　　高森（五）　　　　　

高森（三）　　　　　

高森（四）　　　　　

高森（七）　　　　　
高森（二）　　　　　

高森（八）　　　　　

高森（六）　　　　　

紫山（一）　　　　　

紫山（五）　　　　　

紫山（三）　　　　　

紫山（四）　　　　　

紫山（二）　　　　　

寺岡（一）　　　　　

寺岡（五）　　　　　

寺岡（三）　　　　　

寺岡（四）　　　　　

寺岡（二）　　　　　

寺岡（六）　　　　　

将監（十三）　　　　

将監殿（五）　　　　

泉ヶ丘（一）　　　　

泉ヶ丘（五）　　　　
泉ヶ丘（三）　　　　

泉ケ丘（四）　　　　

泉ヶ丘（二）　　　　

鷹乃杜（一）　　　　

鷹乃杜（三）　　　　

鷹乃杜（二）　　　　

杜の丘（一）　　　　

杜の丘（三）　　　　
杜の丘（二）　　　　

杜乃橋（一）　　　　

杜乃橋（二）　　　　

日吉台（一）　　　　

日吉台（三）　　　　

日吉台（二）　　　　

富ケ丘（三）　　　　富ケ丘（四）　　　　

富ケ丘（二）　　　　

北高森　　　　　　　

明通（一）　　　　　

明通（三）　　　　　

明通（四）　　　　　
明通（二）　　　　　

信楽寺門前　　　　　
滝ノ原　　　　　　　

色麻町　　　　　　　

三畑　　　　　　　　
沢渡　　　　　　　　

八志田　　　　　　　

▲ 赤崩山　　　　　　　

割前　　　　　　　　

八合田　　　　　　　

▲ 遂倉山　　　　　　　

台ヶ森　　　　　　　

萩ヶ倉　　　　　　　

難波　　　　　　　　

▲ 松倉山　　　　　　　

▲ 達居森　　　　　　　

▲ 女達居山　　　　　　

下南沢　　　　　　　

嘉太神　　　　　　　

蒲切沢　　　　　　　

鎌房　　　　　　　　

亀岡　　　　　　　　

魚板　　　　　　　　

金取南　　　　　　　

金取北　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　

権現　　　　　　　　

源内　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

根古　　　　　　　　

四反田　　　　　　　

車沢　　　　　　　　

若畑　　　　　　　　

小沓掛　　　　　　　

上嘉太神　　　　　　

大福　　　　　　　　

旦ノ原　　　　　　　

中畑　　　　　　　　

長尾　　　　　　　　

東沼田　　　　　　　

東石崎　　　　　　　

反町下　　　　　　　

反町上　　　　　　　

反町中　　　　　　　

尾西　　　　　　　　

尾無　　　　　　　　

峰　　　　　　　　　

北新田　　　　　　　

北石崎　　　　　　　

木通　　　　　　　　

麓下　　　　　　　　

麓上　　　　　　　　

宮床　　　　　　　　

大瓜　　　　　　　　

富谷市　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

鳥屋　　　　　　　　

幕柳　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

小鶴沢　　　　　　　

▲ 亀山　　　　　　　　

入菅谷　　　　　　　

▲ 大亀山　　　　　　　

石積　　　　　　　　

大亀　　　　　　　　

西川　　　　　　　　

大童　　　　　　　　

二ノ関　　　　　　　

三ノ関　　　　　　　
一ノ関　　　　　　　

富谷　　　　　　　　

穀田　　　　　　　　

西成田　　　　　　　

明石　　　　　　　　

泉ＩＣ　　　　　　　

板谷　　　　　　　　

東成田　　　　　　　

▲ 石倉山　　　　　　　

利府しらかし台ＩＣ　

仙台北部道路　　　　

富谷ＪＣＴ　　　　　

清水沢　　　　　　　

明坂　　　　　　　　

あけの平（一）　　　

将監（十二）　　　　
将監殿（四）　　　　

鷹乃杜（四）　　　　

富ケ丘（一）　　　　

稲荷下　　　　　　　

榎　　　　　　　　　

円福寺　　　　　　　

下犬ケ沢　　　　　　

下八幡　　　　　　　

皆の丘　　　　　　　

苅又前　　　　　　　

関ノ川　　　　　　　

岩下　　　　　　　　

亀水作　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

宮ノ沢　　　　　　　

郷田　　　　　　　　

欠下北　　　　　　　

原前北　　　　　　　

広表前　　　　　　　

高屋敷　　　　　　　

祭田　　　　　　　　

坂の下　　　　　　　

山居　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

十文寺　　　　　　　

松貝　　　　　　　　

松木沢　　　　　　　

上中田　　　　　　　上八幡　　　　　　　

新袋　　　　　　　　

杉ノ入　　　　　　　

瀬ノ木　　　　　　　

清水谷　　　　　　　

清水仲　　　　　　　

西ノ入　　　　　　　

西光寺　　　　　　　

西沢　　　　　　　　

石ノ沢　　　　　　　

大沢西　　　　　　　

段ノ沢　　　　　　　

長柴　　　　　　　　

長松沢　　　　　　　

土屋沢　　　　　　　

湯船沢　　　　　　　

南田　　　　　　　　

仏所　　　　　　　　

明ヶ沢　　　　　　　

和合田一番　　　　　

あけの平（三）　　　

あけの平（二）　　　

しらかし台（一）　　

しらかし台（五）　　

しらかし台（三）　　
しらかし台（四）　　

しらかし台（二）　　

しらかし台（六）　　

とちの木（一）　　　とちの木（二）　　　

ひより台（一）　　　ひより台（二）　　　

花園（一）　　　　　

花園（三）　　　　　
花園（二）　　　　　

向陽台（三）　　　　

向陽台（四）　　　　

向陽台（二）　　　　
将監（五）　　　　　

将監（六）　　　　　

将監殿（一）　　　　

将監殿（三）　　　　

将監殿（二）　　　　

上桜木（一）　　　　
上桜木（二）　　　　

成田（一）　　　　　

成田（九）　　　　　

成田（五）　　　　　

成田（三）　　　　　

成田（四）　　　　　

成田（七）　　　　　

成田（二）　　　　　

成田（八）　　　　　

成田（六）　　　　　

青山（三）　　　　　

青山（四）　　　　　

青葉台（三）　　　　

青葉台（二）　　　　

太子堂（一）　　　　

太子堂（二）　　　　

太子堂下　　　　　　

大清水（一）　　　　

大清水（二）　　　　

鶴巣山田　　　　　　

鶴巣小鶴沢　　　　　

鶴巣太田　　　　　　

鶴巣鳥屋　　　　　　

鶴巣幕柳　　　　　　

東向陽台（一）　　　
東向陽台（三）　　　

東向陽台（二）　　　

富谷　　　　　　　　

明石台（一）　　　　

明石台（五）　　　　

明石台（三）　　　　

明石台（四）　　　　

明石台（二）　　　　

明石台（六）　　　　

明石南（一）　　　　

明石南（二）　　　　

大平上　　　　　　　

馬場沢下　　　　　　
鶴巣大平　　　　　　鶴巣北目大崎　　　　

富谷ＩＣ　　　　　　

富谷市役所　　　　　

大郷町　　　　　　　

吉岡　　　　　　　　

大和　　　　　　　　

蒜袋　　　　　　　　

舞野　　　　　　　　

下草　　　　　　　　

大角　　　　　　　　

松坂　　　　　　　　

三ヶ内　　　　　　　

報恩寺　　　　　　　相川　　　　　　　　

下桧和田　　　　　　

上桧和田　　　　　　
吉田川　　　　　　　

志戸田　　　　　　　

鶉崎　　　　　　　　

成田川　　　　　　　

柏木原　　　　　　　

伊賀　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

奥田　　　　　　　　

大衡　　　　　　　　

座府　　　　　　　　

柧木　　　　　　　　

大和ＩＣ　　　　　　

大衡ＩＣ　　　　　　

大衡　　　　　　　　

はぬ木　　　　　　　

城内西　　　　　　　

一ノ沢　　　　　　　

塩浪　　　　　　　　

下り松　　　　　　　

下田畑　　　　　　　

下北沢　　　　　　　

下薬師　　　　　　　

鎌砥裏　　　　　　　

萱刈場　　　　　　　

勘兵衛　　　　　　　

宮林　　　　　　　　

金地　　　　　　　　
熊野沢　　　　　　　

古井待　　　　　　　戸口　　　　　　　　

五仏　　　　　　　　

砂金沢　　　　　　　

三ヶ内下　　　　　　三ヶ内上　　　　　　志田町　　　　　　　

持足　　　　　　　　

柴崎　　　　　　　　

上道下　　　　　　　

城内中　　　　　　　
城内東　　　　　　　

針　　　　　　　　　

推路　　　　　　　　

西伊賀　　　　　　　

相川下　　　　　　　

相川上　　　　　　　

蔵　　　　　　　　　

打館　　　　　　　　

大小寺　　　　　　　

大平下　　　　　　　
大平中　　　　　　　

大鮹　　　　　　　　

竹ノ内　　　　　　　

中伊賀　　　　　　　

中斎　　　　　　　　

中粕川　　　　　　　

泥畑　　　　　　　　

天皇寺　　　　　　　

東車堰　　　　　　　

楳田　　　　　　　　

樋場　　　　　　　　

彦右衛門橋　　　　　

舞野下　　　　　　　

舞野上　　　　　　　

幕ノ沢　　　　　　　

木ノ崎　　　　　　　

野畑　　　　　　　　

李沢　　　　　　　　

脇繰　　　　　　　　

樅木　　　　　　　　
沖の平　　　　　　　

吉岡東（一）　　　　

吉岡東（三）　　　　
吉岡東（二）　　　　

吉岡南（一）　　　　

吉岡南（三）　　　　

吉岡南（二）　　　　

桔梗平　　　　　　　

三本木伊賀　　　　　

松の平（二）　　　　

松坂平（一）　　　　松坂平（五）　　　　

松坂平（三）　　　　

松坂平（四）　　　　

松坂平（七）　　　　
松坂平（二）　　　　

松坂平（八）　　　　

松坂平（六）　　　　

大松沢　　　　　　　

中央平　　　　　　　

鶴巣下草　　　　　　

落合三ヶ内　　　　　

落合松坂　　　　　　

落合相川　　　　　　

落合桧和田　　　　　

落合蒜袋　　　　　　

落合舞野　　　　　　

落合報恩寺　　　　　

流通平　　　　　　　

三本木桑折　　　　　

大和町役場　　　　　

大衡村役場　　　　　

大和警察署
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大衡村　　　　　　　

羽場　　　　　　　　

城生　　　　　　　　

中新田　　　　　　　

沼ヶ袋　　　　　　　小泉　　　　　　　　

小野田　　　　　　　

平沢　　　　　　　　

保野川　　　　　　　

高根　　　　　　　　

高城　　　　　　　　

切付　　　　　　　　

色麻　　　　　　　　

四竈　　　　　　　　

一の関　　　　　　　

桑畑　　　　　　　　

小栗山　　　　　　　 王城寺　　　　　　　

花川　　　　　　　　

王城寺原　　　　　　

永嶋　　　　　　　　

横内　　　　　　　　

岡町　　　　　　　　

下高城　　　　　　　

花川　　　　　　　　

駒辺　　　　　　　　

月崎　　　　　　　　

権三前　　　　　　　

向町　　　　　　　　

高台堂　　　　　　　

合柄橋　　　　　　　
作の目　　　　　　　

三又　　　　　　　　

寺沢　　　　　　　　

鹿原小山　　　　　　

十日市　　　　　　　

出都　　　　　　　　

除　　　　　　　　　

焼切　　　　　　　　

照井　　　　　　　　

上舘　　　　　　　　

上高城　　　　　　　
城内　　　　　　　　

水門　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

扇田　　　　　　　　

早坂西　　　　　　　

台通　　　　　　　　

鷹巣　　　　　　　　

鷹巣屋敷岸　　　　　

鷹巣石淵　　　　　　

沢口山　　　　　　　

伝八　　　　　　　　

田川　　　　　　　　

渡戸　　　　　　　　

渡戸南　　　　　　　

土利壇　　　　　　　

東原　　　　　　　　

道命　　　　　　　　

南袋　　　　　　　　

南大　　　　　　　　

二反田　　　　　　　

日の出　　　　　　　

八原　　　　　　　　

番所　　　　　　　　

並柳　　　　　　　　

北の口　　　　　　　

北袋　　　　　　　　

北大　　　　　　　　

木伏　　　　　　　　

下区　　　　　　　　

下野目　　　　　　　

君ヶ袋　　　　　　　

上区　　　　　　　　

新川原　　　　　　　

大　　　　　　　　　

中区　　　　　　　　
北区　　　　　　　　

下木舟　　　　　　　 畑辺　　　　　　　　
木舟　　　　　　　　

色麻町役場　　　　　

加美町役場　　　　　

南沢　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

上多田川　　　　　　

多田川　　　　　　　

三合寺　　　　　　　

青木原　　　　　　　

白子田　　　　　　　

菜切谷　　　　　　　

上狼塚　　　　　　　

北川内　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

鳥嶋　　　　　　　　

鳥屋ヶ崎　　　　　　

米泉　　　　　　　　

田川　　　　　　　　
雷　　　　　　　　　

原町　　　　　　　　

稲子沢　　　　　　　

浦小路　　　　　　　

鴬沢　　　　　　　　

下川原町　　　　　　

桂沢　　　　　　　　

菜切谷新田　　　　　

上小路　　　　　　　

上川原町　　　　　　

上孫沢　　　　　　　

上木舟　　　　　　　

上狼塚北　　　　　　

城山　　　　　　　　

深沢平　　　　　　　

鎗道　　　　　　　　

大学町　　　　　　　

中嶋　　　　　　　　

鳥嶋川原　　　　　　

通丁　　　　　　　　

唐竹　　　　　　　　

東川原　　　　　　　

東米泉　　　　　　　

東北原　　　　　　　

道城　　　　　　　　

南鳥屋ヶ崎　　　　　

白子田新田　　　　　

桧葉野　　　　　　　

百貫　　　　　　　　

百沢　　　　　　　　

宝清沢　　　　　　　

木戸脇　　　　　　　

下多田川　　　　　　

岩出山　　　　　　　

岩出山南沢　　　　　

孫沢　　　　　　　　

谷地森　　　　　　　

岩出山駅　　　　　　

有備館駅　　　　　　

陸羽街道　　　　　　

平柳　　　　　　　　

雑式目　　　　　　　

斉田　　　　　　　　

蟻ケ袋　　　　　　　

三本木　　　　　　　
桑折　　　　　　　　

秋田　　　　　　　　

鉄炮　　　　　　　　
上伊場野　　　　　　

新沼　　　　　　　　
堤根　　　　　　　　

引田　　　　　　　　

矢目　　　　　　　　

飯川　　　　　　　　

米袋　　　　　　　　

師山　　　　　　　　

石森　　　　　　　　

楡木　　　　　　　　
境野宮　　　　　　　

大幡　　　　　　　　

馬寄　　　　　　　　

西荒井　　　　　　　

米倉　　　　　　　　

塚目　　　　　　　　
古川　　　　　　　　

李埣　　　　　　　　

福沼　　　　　　　　

鶴ヶ埣　　　　　　　

上埣　　　　　　　　

淵尻　　　　　　　　

保柳　　　　　　　　

上中目　　　　　　　

渋井　　　　　　　　

大崎市　　　　　　　

美里町　　　　　　　

三本木スマートＩＣ　

芦ノ口　　　　　　　

伊達ヶ森　　　　　　

浦田　　　　　　　　

横前　　　　　　　　

岡の内　　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

下沖　　　　　　　　

下桑折　　　　　　　花見山　　　　　　　

萱刈　　　　　　　　

金皿　　　　　　　　

欠下　　　　　　　　

高川　　　　　　　　

高谷　　　　　　　　

混内山　　　　　　　

桜舘　　　　　　　　

山畑　　　　　　　　

桟婦　　　　　　　　

指浪　　　　　　　　

寺浦　　　　　　　　

手倉　　　　　　　　

小路合　　　　　　　

松木畑　　　　　　　

上横前　　　　　　　

上沖　　　　　　　　

上桑折　　　　　　　

上沢　　　　　　　　

城野　　　　　　　　

真岸　　　　　　　　
青山　　　　　　　　

川井　　　　　　　　

川南　　　　　　　　

多高田　　　　　　　

多田川　　　　　　　

大江向　　　　　　　

大田　　　　　　　　

大日向　　　　　　　

中荒井　　　　　　　

猪狩　　　　　　　　

坪ヶ山　　　　　　　

鉄炮町　　　　　　　

東田　　　　　　　　

筒下　　　　　　　　

南引田　　　　　　　

南屋敷　　　　　　　

二又　　　　　　　　

飯川下　　　　　　　

飯川上　　　　　　　

百目木　　　　　　　

北引田　　　　　　　

北屋敷　　　　　　　

北村　　　　　　　　

堀込　　　　　　　　

名剱　　　　　　　　

門梨　　　　　　　　

矢根倉　　　　　　　

蕨崎　　　　　　　　

旭（一）　　　　　　旭（五）　　　　　　旭（三）　　　　　　

旭（四）　　　　　　

旭（二）　　　　　　

稲葉（一）　　　　　
稲葉（三）　　　　　

稲葉（四）　　　　　
稲葉（二）　　　　　

浦町　　　　　　　　

駅前大通（一）　　　

駅前大通（三）　　　
駅前大通（四）　　　

駅前大通（六）　　　

駅東（一）　　　　　

駅東（三）　　　　　

駅東（四）　　　　　

駅東（二）　　　　　

駅南（一）　　　　　

駅南（三）　　　　　
駅南（二）　　　　　

下狼塚　　　　　　　

金五輪（一）　　　　

金五輪（二）　　　　

古川稲葉　　　　　　

古川引田　　　　　　

古川宮内　　　　　　

古川境野宮　　　　　

古川師山　　　　　　

古川渋井　　　　　　

古川上中目　　　　　

古川上埣　　　　　　

古川新沼　　　　　　

古川新堀　　　　　　

古川深沼　　　　　　
古川西荒井　　　　　

古川石森　　　　　　

古川大幡　　　　　　

古川中沢　　　　　　

古川塚目　　　　　　

古川鶴ヶ埣　　　　　

古川堤根　　　　　　

古川馬寄　　　　　　

古川飯川　　　　　　

古川米倉　　　　　　

古川米袋　　　　　　

古川穂波（一）　　　

古川穂波（五）　　　

古川穂波（三）　　　

古川穂波（四）　　　

古川穂波（七）　　　古川穂波（二）　　　

古川穂波（八）　　　

古川穂波（六）　　　

古川矢目　　　　　　

古川楡木　　　　　　

三本木伊場野　　　　

三本木音無　　　　　

三本木蟻ヶ袋　　　　

三本木高柳　　　　　

三本木坂本　　　　　

三本木秋田　　　　　

三本木上伊場野　　　

三本木新沼　　　　　

三本木斉田　　　　　

三本木南谷地　　　　

三本木蒜袋　　　　　

七日町　　　　　　　

小稲葉町　　　　　　

城西（一）　　　　　

城西（二）　　　　　
諏訪（一）　　　　　

諏訪（二）　　　　　

西館（三）　　　　　西館（二）　　　　　

千手寺町（一）　　　千手寺町（二）　　　

中里（一）　　　　　

中里（五）　　　　　

中里（三）　　　　　

南新町　　　　　　　

南町（四）　　　　　

二ノ構　　　　　　　
福沼（三）　　　　　福沼（二）　　　　　

北稲葉（一）　　　　

北稲葉（三）　　　　

北稲葉（二）　　　　

北町（五）　　　　　

李埣（一）　　　　　

李埣（三）　　　　　

李埣（二）　　　　　

千賀里　　　　　　　 古川荒田目　　　　　 古川新田　　　　　　

古川柏崎　　　　　　古川保柳　　　　　　 江合錦町（一）　　　
江合寿町（一）　　　諏訪（三）　　　　　大宮（一）　　　　　大宮（五）　　　　　

大宮（四）　　　　　大宮（二）　　　　　
福沼（一）　　　　　

大崎市役所　　　　　
西古川駅　　　　　　

塚目駅　　　　　　　
古川駅　　　　　　　

栗原市　　　　　　　
上野目　　　　　　　

安沢　　　　　　　　

二軒茶屋　　　　　　

富長　　　　　　　　
福浦　　　　　　　　

江合　　　　　　　　

休塚　　　　　　　　

馬放　　　　　　　　

狐塚　　　　　　　　
沢田　　　　　　　　

下清水沢　　　　　　

下前田　　　　　　　

化女沼　　　　　　　
長者原　　　　　　　

川熊　　　　　　　　

桜ノ目　　　　　　　

古川ＩＣ　　　　　　

江合川　　　　　　　

夜烏　　　　　　　　
斉下　　　　　　　　

伏見要害　　　　　　

陸羽東線　　　　　　

耳取　　　　　　　　

岩出山　　　　　　　

長者原スマートＩＣ　

轟　　　　　　　　　

昆沙門　　　　　　　

善太　　　　　　　　

安養寺　　　　　　　

雨沼　　　　　　　　

遠田堀　　　　　　　

沖川原　　　　　　　
下蝦沢　　　　　　　

下山　　　　　　　　

下大小　　　　　　　

下伏見　　　　　　　

花原　　　　　　　　

華島　　　　　　　　

賀美田　　　　　　　

葛生　　　　　　　　

間久田　　　　　　　

朽木橋　　　　　　　

曲坂　　　　　　　　

金屋敷　　　　　　　

窪川原　　　　　　　

原屋敷　　　　　　　

向（三）　　　　　　

向川原　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

高幌　　　　　　　　

高梨　　　　　　　　

座散乱木　　　　　　

笹森　　　　　　　　

三ッ江　　　　　　　

三丁目　　　　　　　

三輪田　　　　　　　

四軒屋敷　　　　　　

鹿ノ沢　　　　　　　

勝負ヶ町　　　　　　

小高　　　　　　　　

上蝦沢　　　　　　　

上古川　　　　　　　

上前田　　　　　　　

上萩田　　　　　　　

須賀　　　　　　　　

西館　　　　　　　　

西久保　　　　　　　

石名坂　　　　　　　

川熊前　　　　　　　

泉沢　　　　　　　　

浅野　　　　　　　　

前田　　　　　　　　倉沢　　　　　　　　 袖沢　　　　　　　　

苔の谷地　　　　　　

台所　　　　　　　　

大境　　　　　　　　

大西団地　　　　　　

大谷川　　　　　　　

壇ノ崎　　　　　　　

築道　　　　　　　　

長清　　　　　　　　

土手内　　　　　　　

土渕　　　　　　　　

東川原町　　　　　　

藤屋敷　　　　　　　

堂ノ口　　　　　　　

道場分　　　　　　　

南小林　　　　　　　

南川原　　　　　　　

二ッ屋　　　　　　　

二堤　　　　　　　　

二枚橋　　　　　　　

馬篭　　　　　　　　

八幡田　　　　　　　

樋渡　　　　　　　　

氷室　　　　　　　　

伏見上代　　　　　　

北ノ前　　　　　　　

堀場　　　　　　　　

名生舘　　　　　　　

名生新田　　　　　　

明官　　　　　　　　

茂木　　　　　　　　

木杭　　　　　　　　

岩出山下野目　　　　

岩出山上野目　　　　

古川雨生沢　　　　　

古川休塚　　　　　　

古川宮沢　　　　　　

古川狐塚　　　　　　

古川荒谷　　　　　　

古川斎下　　　　　　

古川桜ノ目　　　　　

古川耳取　　　　　　

古川小泉　　　　　　

古川小野　　　　　　

古川小林　　　　　　

古川清水　　　　　　

古川清水沢　　　　　

古川川熊　　　　　　

古川大崎　　　　　　

古川沢田　　　　　　

古川長岡　　　　　　

古川南沢　　　　　　

古川馬放　　　　　　

古川富長　　　　　　

古川福浦　　　　　　

古川淵尻　　　　　　

古川北宮沢　　　　　

江合寿町（三）　　　

江合本町（一）　　　

江合本町（三）　　　

江合本町（二）　　　
若葉町（一）　　　　

若葉町（二）　　　　

大宮（三）　　　　　

大宮（七）　　　　　大宮（八）　　　　　

田尻諏訪峠　　　　　

福浦（一）　　　　　

福浦（三）　　　　　

福浦（二）　　　　　

朴木欠　　　　　　　
古川清滝　　　　　　

東大崎駅　　　　　　

西大崎駅　　　　　　

加美警察署

古川警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会
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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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仙台市　　　　　　　

多賀城市　　　　　　

七ヶ浜町　　　　　　

利府町　　　　　　　
塩竈市　　　　　　　

石浜水道　　　　　　

石浜崎　　　　　　　

塩竈　　　　　　　　

多賀城　　　　　　　

貞山堀　　　　　　　

大代　　　　　　　　

馬放島　　　　　　　

▲ 多聞山　　　　　　　

代ヶ崎浜　　　　　　

吉田浜　　　　　　　

花渕浜　　　　　　　

高山　　　　　　　　

亦楽　　　　　　　　
七ヶ浜　　　　　　　

東宮浜　　　　　　　

湊浜　　　　　　　　

菖蒲田浜　　　　　　
松ヶ浜　　　　　　　

御殿崎　　　　　　　
飛ヶ崎　　　　　　　

仙台塩釜港　　　　　

長浜　　　　　　　　蒲生　　　　　　　　

石浜　　　　　　　　

東田中　　　　　　　

塩竈湾　　　　　　　

宮城野区　　　　　　

仙台臨海鉄道（貨物）

七北田川　　　　　　

牛小舎　　　　　　　

高原　　　　　　　　

南野中沢　　　　　　

野中沢　　　　　　　

港（二）　　　　　　

高崎（一）　　　　　

高崎（三）　　　　　

大日向町　　　　　　

町前（一）　　　　　

東田中（二）　　　　

浮島（二）　　　　　

母子沢町　　　　　　

土橋　　　　　　　　

観音堂　　　　　　　

向ヶ丘　　　　　　　

庚塚　　　　　　　　

荒田　　　　　　　　

高松　　　　　　　　

細田　　　　　　　　

沼向　　　　　　　　

上ノ台　　　　　　　

大窪南　　　　　　　

沢尻　　　　　　　　

長須賀　　　　　　　

鶴ヶ谷（一）　　　　

天神堂　　　　　　　

土浜　　　　　　　　

謡　　　　　　　　　

留ヶ谷（三）　　　　

留ヶ谷（二）　　　　

みのが丘　　　　　　

芦畔町　　　　　　　

浦戸石浜　　　　　　

栄（一）　　　　　　

栄（三）　　　　　　

栄（四）　　　　　　

栄（二）　　　　　　

栄町　　　　　　　　

遠山（一）　　　　　

遠山（五）　　　　　

遠山（三）　　　　　

遠山（四）　　　　　

下馬（一）　　　　　

下馬（五）　　　　　

下馬（三）　　　　　

下馬（四）　　　　　

花立町　　　　　　　

海岸通　　　　　　　

笠神（一）　　　　　

笠神（五）　　　　　

笠神（三）　　　　　笠神（四）　　　　　

笠神（二）　　　　　

蒲生（二）　　　　　

丸山（一）　　　　　

丸山（二）　　　　　

宮町　　　　　　　　

宮内（一）　　　　　
宮内（二）　　　　　

牛生町　　　　　　　

境山（一）　　　　　

境山（二）　　　　　

玉川（一）　　　　　

玉川（三）　　　　　

玉川（二）　　　　　
錦町　　　　　　　　

月見ヶ丘　　　　　　
権現堂　　　　　　　

後楽町　　　　　　　

港（一）　　　　　　

港（五）　　　　　　港（三）　　　　　　
港（四）　　　　　　

港町（一）　　　　　
港町（二）　　　　　

今宮町　　　　　　　

佐浦町　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

桜木（一）　　　　　

桜木（三）　　　　　

桜木（二）　　　　　

汐見台（一）　　　　

汐見台（五）　　　　

汐見台（三）　　　　

汐見台（四）　　　　
汐見台（二）　　　　汐見台（六）　　　　

汐見台南（一）　　　

汐見台南（二）　　　

舟入（一）　　　　　

舟入（二）　　　　　

小松崎　　　　　　　

松陽台（一）　　　　

松陽台（三）　　　　

松陽台（二）　　　　

新浜町（一）　　　　

新浜町（三）　　　　

新浜町（二）　　　　

新富町　　　　　　　

杉の入（一）　　　　

清水沢（一）　　　　

清水沢（三）　　　　清水沢（二）　　　　

西玉川町　　　　　　

西町　　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　泉ヶ岡　　　　　　　

泉沢町　　　　　　　

袖野田町　　　　　　

大代（一）　　　　　

大代（五）　　　　　
大代（三）　　　　　

大代（四）　　　　　

大代（六）　　　　　

中の島　　　　　　　

中央（一）　　　　　
中央（三）　　　　　中央（二）　　　　　

町前（三）　　　　　

町前（二）　　　　　

長沢町　　　　　　　

鶴ヶ谷（三）　　　　

鶴ケ谷（二）　　　　

貞山通（一）　　　　

貞山通（三）　　　　

貞山通（二）　　　　

伝上山（一）　　　　

伝上山（三）　　　　
伝上山（四）　　　　

伝上山（二）　　　　

藤倉（一）　　　　　
藤倉（三）　　　　　

藤倉（二）　　　　　

南錦町　　　　　　　

南町　　　　　　　　

梅の宮　　　　　　　

白菊町　　　　　　　

白萩町　　　　　　　

八幡（三）　　　　　八幡（四）　　　　　

八幡（二）　　　　　

尾島町　　　　　　　

楓町（一）　　　　　

楓町（二）　　　　　

北浜（一）　　　　　

北浜（三）　　　　　
北浜（四）　　　　　北浜（二）　　　　　

湊浜（一）　　　　　
湊浜（二）　　　　　

明月（一）　　　　　明月（二）　　　　　

野田　　　　　　　　

留ヶ谷（一）　　　　

大窪北　　　　　　　

浦戸桂島　　　　　　

杉の入（三）　　　　
杉の入（二）　　　　

清水沢（四）　　　　

楓町（三）　　　　　

七ヶ浜町役場　　　　

塩竈市役所　　　　　

多賀城駅　　　　　　

下馬駅　　　　　　　

塩釜駅　　　　　　　

西塩釜駅　　　　　　

本塩釜駅　　　　　　

東塩釜駅　　　　　　

多賀城市役所　　　　

室浜　　　　　　　　

大浜　　　　　　　　

萱野崎　　　　　　　

唐戸島　　　　　　　

月浜　　　　　　　　

宮戸島　　　　　　　

鰐ヶ淵水道　　　　　寒風沢島　　　　　　

二ッ橋　　　　　　　

塩釜警察署
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松島パノラマライン　

松島町　　　　　　　

上下堤　　　　　　　

鷺島　　　　　　　　
大森島　　　　　　　

野々島　　　　　　　
内裡島　　　　　　　

岩井島　　　　　　　

滝ノ沢　　　　　　　
十文字　　　　　　　

三浦　　　　　　　　

手樽　　　　　　　　

早川　　　　　　　　

天王崎　　　　　　　

蛇島崎　　　　　　　

松島湾　　　　　　　

九ノ島　　　　　　　

五大堂　　　　　　　

▲ 姉取山　　　　　　　

長老坂　　　　　　　

▲ 白坂山　　　　　　　
桜渡戸　　　　　　　

松島　　　　　　　　

高城　　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

根廻　　　　　　　　

▲ 尾鹿ノ森山　　　　　

初原　　　　　　　　

味明　　　　　　　　

田布施　　　　　　　

川内　　　　　　　　

新関　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

▲ 番ヶ森山　　　　　　

瓦焼場　　　　　　　

福浦島　　　　　　　

大郷町　　　　　　　

松島海岸ＩＣ　　　　

松島大郷ＩＣ　　　　
松島北ＩＣ　　　　　

利府中ＩＣ　　　　　

屋敷前　　　　　　　

金生　　　　　　　　

愛宕　　　　　　　　

安戸　　　　　　　　

伊保石　　　　　　　

磯崎　　　　　　　　

一の坪　　　　　　　

一ノ渡　　　　　　　

堰場　　　　　　　　

垣ノ内　　　　　　　

蒲ヶ沢　　　　　　　

帰命院下　　　　　　

宮下　　　　　　　　

迎山　　　　　　　　
元手樽　　　　　　　

古浦　　　　　　　　

後根廻　　　　　　　

光陽台　　　　　　　

高寺　　　　　　　　

高清水　　　　　　　

黒内沢　　　　　　　

左坂　　　　　　　　

桜岡入　　　　　　　

三居山　　　　　　　

三十刈　　　　　　　

山下　　　　　　　　

志戸内　　　　　　　

勝負沢　　　　　　　

小石浜　　　　　　　

西ノ浜　　　　　　　

石田　　　　　　　　

泉田　　　　　　　　

銭神　　　　　　　　

前根廻　　　　　　　

大日向　　　　　　　

樽田　　　　　　　　

中鈴　　　　　　　　 長田　　　　　　　　

長福寺　　　　　　　

田中　　　　　　　　

東浜　　　　　　　　湯ノ原　　　　　　　

日當　　　　　　　　

麦田　　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

反町　　　　　　　　
樋渡　　　　　　　　

普賢堂　　　　　　　

平崎前　　　　　　　

別所　　　　　　　　

放森　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

名籠　　　　　　　　

夕陽が丘　　　　　　

浦戸寒風沢　　　　　

松島　　　　　　　　

青葉ヶ丘　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

千賀の台（一）　　　

千賀の台（三）　　　
千賀の台（二）　　　

葉山（一）　　　　　

葉山（二）　　　　　

泉ヶ原　　　　　　　
中出山　　　　　　　

松島町役場　　　　　

陸前浜田駅　　　　　

松島海岸駅　　　　　

松島駅　　　　　　　

高城町駅　　　　　　

手樽駅　　　　　　　
陸前富山駅　　　　　

愛宕駅　　　　　　　

砂山　　　　　　　　

船越　　　　　　　　

阿久戸　　　　　　　

鹿島台　　　　　　　

三ツ屋　　　　　　　

元鹿島　　　　　　　

平渡　　　　　　　　

広長　　　　　　　　

内ノ浦　　　　　　　

東北本線　　　　　　

山谷　　　　　　　　

深谷　　　　　　　　

貝抜沢　　　　　　　

大迫　　　　　　　　

岩渕　　　　　　　　

鎌巻　　　　　　　　
鳴瀬川　　　　　　　

中才　　　　　　　　

蒲　　　　　　　　　

竹谷　　　　　　　　

鹿渡　　　　　　　　

北小泉　　　　　　　

小谷　　　　　　　　

幡谷　　　　　　　　

富田　　　　　　　　
不来内　　　　　　　

羽生　　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

大郷　　　　　　　　

粕川　　　　　　　　

大松沢　　　　　　　

貝柄塚　　　　　　　

吉ヶ沢　　　　　　　

▲ 高寺山　　　　　　　

新田　　　　　　　　

吉田川　　　　　　　

出町　　　　　　　　

遠多田　　　　　　　

鶴野　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

くぬぎ台　　　　　　

一ノ坪　　　　　　　

芋沢　　　　　　　　

瓜原　　　　　　　　

下志田　　　　　　　

海老沢　　　　　　　

釜ヶ沢　　　　　　　

金井川　　　　　　　

検行　　　　　　　　

元鹿島台　　　　　　

江戸沢　　　　　　　

行下　　　　　　　　

高屋敷　　　　　　　

黒森　　　　　　　　

砂子沢　　　　　　　

細山崎　　　　　　　

三十丁　　　　　　　

山野町　　　　　　　

住在家　　　　　　　

小ヶ谷　　　　　　　小性ヶ入　　　　　　

小川　　　　　　　　

小迫　　　　　　　　

庄兵衛　　　　　　　

上古屋　　　　　　　

上志田　　　　　　　

上地　　　　　　　　

上幡谷　　　　　　　

上敷　　　　　　　　

上平渡　　　　　　　

新　　　　　　　　　

森　　　　　　　　　

森屋敷　　　　　　　

杉ヶ崎　　　　　　　

石竹　　　　　　　　

千代窪　　　　　　　

川原町　　　　　　　

太夫沢　　　　　　　

打越　　　　　　　　

台山　　　　　　　　

台畑　　　　　　　　

大館山　　　　　　　

大菅　　　　　　　　

大旦原　　　　　　　

鷹待嶽　　　　　　　

壇那山　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中斉　　　　　　　　

猪里沢　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

鶴田山　　　　　　　

土手崎　　　　　　　

東宮　　　　　　　　

東沢　　　　　　　　

筒の山　　　　　　　

藤ノ巻　　　　　　　

藤防　　　　　　　　

道山作　　　　　　　

南原　　　　　　　　

二子屋　　　　　　　

日向　　　　　　　　

迫　　　　　　　　　

半野原　　　　　　　

美賀野間　　　　　　

百目木　　　　　　　

富ノ下　　　　　　　

撫山　　　　　　　　

福芦団地　　　　　　

並柳　　　　　　　　

片蓋　　　　　　　　
片町　　　　　　　　

法堂　　　　　　　　

北一本松山　　　　　

本地　　　　　　　　

鳴子　　　　　　　　

杢師前　　　　　　　

門前　　　　　　　　

要害　　　　　　　　

里畑　　　　　　　　

鈴掛団地　　　　　　

渕花　　　　　　　　

鹿島台広長　　　　　

鹿島台深谷　　　　　

鹿島台船越　　　　　

鹿島台大迫　　　　　

鹿島台平渡　　　　　

松山長尾　　　　　　

貝殻塚　　　　　　　

鹿島台木間塚　　　　

黒江　　　　　　　　
山崎　　　　　　　　

大郷町役場　　　　　

品井沼駅　　　　　　

鹿島台駅　　　　　　

道地　　　　　　　　

鹿妻　　　　　　　　

北上運河　　　　　　

根古　　　　　　　　

川下　　　　　　　　

村松　　　　　　　　

牛網　　　　　　　　

仙石線　　　　　　　
山岸　　　　　　　　

中下　　　　　　　　

東名運河　　　　　　
亀岡　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

東名　　　　　　　　

丸山崎　　　　　　　

二本松鼻　　　　　　

▲ 大高森　　　　　　　

朴島　　　　　　　　

里　　　　　　　　　

鳴瀬　　　　　　　　

東松島市　　　　　　

鳴瀬奥松島ＩＣ　　　
三陸自動車道　　　　

漆崎　　　　　　　　

駅前（一）　　　　　

駅前（二）　　　　　

往環　　　　　　　　

下江戸原　　　　　　

下浜　　　　　　　　
舘下　　　　　　　　

丸塚　　　　　　　　

弘法　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

洲崎　　　　　　　　

宿浦　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

上浜　　　　　　　　

上野蒜　　　　　　　

西ノ沢　　　　　　　

潜ヶ浦　　　　　　　

台前　　　　　　　　

大手　　　　　　　　
中央　　　　　　　　

鳥子　　　　　　　　

白萩　　　　　　　　

樋場　　　　　　　　

浜須賀　　　　　　　

平岡　　　　　　　　

別当　　　　　　　　

朴島　　　　　　　　

矢上　　　　　　　　

立沼　　　　　　　　

茗荷沢　　　　　　　

浦戸野々島　　　　　

宮戸　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

松ヶ島　　　　　　　

新東名（一）　　　　

新東名（三）　　　　
新東名（四）　　　　

新東名（二）　　　　

浅井　　　　　　　　

浜市　　　　　　　　

野蒜　　　　　　　　

上舘下　　　　　　　 蜂谷前　　　　　　　

陸前大塚駅　　　　　

陸前小野駅　　　　　

鹿妻駅　　　　　　　

東名駅　　　　　　　

野蒜駅　　　　　　　

須江　　　　　　　　

柏木　　　　　　　　広淵　　　　　　　　

小崎　　　　　　　　

俵庭　　　　　　　　

箱清水　　　　　　　
大沢　　　　　　　　

▲ 旭山　　　　　　　　

大番所　　　　　　　

青木　　　　　　　　

砂押　　　　　　　　

下区　　　　　　　　

南区　　　　　　　　

中区　　　　　　　　

五味倉　　　　　　　

上区　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

矢本　　　　　　　　

上小松　　　　　　　

大塩　　　　　　　　小分木　　　　　　　

西福田　　　　　　　

木間塚　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

二郷　　　　　　　　

朝日　　　　　　　　
北村　　　　　　　　

鳥の巣　　　　　　　

石巻線　　　　　　　

矢本ＩＣ　　　　　　

石巻港ＩＣ　　　　　

原　　　　　　　　　

小台　　　　　　　　

目移　　　　　　　　

しらさぎ台　　　　　

引沢　　　　　　　　

横沼　　　　　　　　

下浦　　　　　　　　

下小松　　　　　　　

角柄　　　　　　　　

関ノ内　　　　　　　

雁北　　　　　　　　

旗沢　　　　　　　　

久米田　　　　　　　

桑柄　　　　　　　　

慶半　　　　　　　　

軽井沢前　　　　　　

欠　　　　　　　　　

古堂　　　　　　　　

五台　　　　　　　　

後袋　　　　　　　　
高玉　　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

三ッ谷　　　　　　　

三郷　　　　　　　　

四反走　　　　　　　

鹿添　　　　　　　　

七反谷地　　　　　　

手招　　　　　　　　

十階松　　　　　　　

小松台　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

松木沢　　　　　　　

上河戸　　　　　　　

上前柳　　　　　　　

上納　　　　　　　　

上納南　　　　　　　

上浮足　　　　　　　

清水沢　　　　　　　

西新町　　　　　　　

川前　　　　　　　　

川南　　　　　　　　

前峰　　　　　　　　

前里　　　　　　　　

草田　　　　　　　　

大島　　　　　　　　

大溜　　　　　　　　

鷹の池　　　　　　　

谷地　　　　　　　　

中窪　　　　　　　　

中小松　　　　　　　

町　　　　　　　　　

鳥ノ巣　　　　　　　

踏返　　　　　　　　

南新町　　　　　　　

表沢　　　　　　　　

平田原　　　　　　　

餅田　　　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

広渕　　　　　　　　

糠塚　　　　　　　　

舞台塚　　　　　　　

小口　　　　　　　　

中山　　　　　　　　中沢　　　　　　　　

東松島市役所　　　　

矢本駅　　　　　　　

陸前赤井駅　　　　　

佳景山駅　　　　　　

東矢本駅　　　　　　
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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▲



尾崎　　　　　　　　
石巻湾　　　　　　　

韮崎　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　
石巻港　　　　　　　

重吉町　　　　　　　

西浜町　　　　　　　

潮見町　　　　　　　 浜曽根山　　　　　　
魚町（一）　　　　　 魚町（三）　　　　　魚町（二）　　　　　 幸町　　　　　　　　松原町　　　　　　　

大宮町　　　　　　　

長浜町　　　　　　　

渡波町（三）　　　　明神町（一）　　　　

鹿妻南（三）　　　　鹿妻南（四）　　　　
松並（一）　　　　　松並（二）　　　　　

大門崎　　　　　　　
大門町（二）　　　　

渡波町（二）　　　　南浜町（一）　　　　

南浜町（四）　　　　南浜町（二）　　　　

浜松町　　　　　　　

万石町　　　　　　　

明神町（二）　　　　

門脇町（三）　　　　

緑町（一）　　　　　緑町（二）　　　　　

湊　　　　　　　　　

渡波　　　　　　　　

平形　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

高木　　　　　　　　

▲ 籠峰山　　　　　　　

前田　　　　　　　　

鷲ノ巣　　　　　　　

八津　　　　　　　　

大瓜　　　　　　　　

井内　　　　　　　　

石巻　　　　　　　　

浦屋敷　　　　　　　

太田切　　　　　　　

蛇田　　　　　　　　
沖　　　　　　　　　

新上沼　　　　　　　

南境　　　　　　　　

金沢　　　　　　　　

棚橋　　　　　　　　

北境　　　　　　　　

倉ノ迫　　　　　　　

東福田　　　　　　　

大土　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

▲ 上品山　　　　　　　

川の上　　　　　　　

梨ノ木　　　　　　　

舟渡　　　　　　　　

鶴家　　　　　　　　

五十五人　　　　　　

梅木　　　　　　　　

四ッ家　　　　　　　

道的　　　　　　　　

大巻　　　　　　　　

旧北上川　　　　　　

曽波之神　　　　　　

三軒谷地　　　　　　

谷地中　　　　　　　

茄子川　　　　　　　

柳ノ目　　　　　　　

石巻貨物線　　　　　

裏　　　　　　　　　

石巻河南ＩＣ　　　　

河北ＩＣ　　　　　　

矢本石巻道路　　　　

舘　　　　　　　　　

鹿又　　　　　　　　

旭ヶ浦　　　　　　　

磯田　　　　　　　　

一番谷地　　　　　　

栄田　　　　　　　　黄金浜　　　　　　　

下谷地　　　　　　　下中埣　　　　　　　

開成　　　　　　　　

丸森　　　　　　　　

亀山　　　　　　　　

吉野町（一）　　　　

元浦屋敷　　　　　　

元捨喰　　　　　　　元明神　　　　　　　

五番谷地　　　　　　

後谷　　　　　　　　

穀町　　　　　　　　
際　　　　　　　　　

三ッ股　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　
三番囲　　　　　　　

三番谷地　　　　　　
四番谷地　　　　　　

寺前　　　　　　　　

鹿松　　　　　　　　

捨喰　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

住吉町（一）　　　　

宿　　　　　　　　　

小西　　　　　　　　

小多田　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

小福地　　　　　　　

上中埣　　　　　　　

上野町　　　　　　　

新下沼　　　　　　　

新下前沼　　　　　　

新刈場　　　　　　　

新舘　　　　　　　　

新沼　　　　　　　　

新中埣　　　　　　　

新東前沼　　　　　　

水貫　　　　　　　　

水戸　　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

清水町（一）　　　　

清水町（二）　　　　

西ノ崎　　　　　　　
西境谷地　　　　　　

西三軒屋　　　　　　

青葉東　　　　　　　

石崎　　　　　　　　

千刈田　　　　　　　

台　　　　　　　　　

大和田　　　　　　　

築山　　　　　　　　

竹下　　　　　　　　

中浦　　　　　　　　

仲　　　　　　　　　

堤下　　　　　　　　

東上野町　　　　　　

二軒谷地　　　　　　

二子北下　　　　　　

二番谷地　　　　　　

蒜沢　　　　　　　　

浜江場　　　　　　　

福村　　　　　　　　 箕輪　　　　　　　　

湊町（一）　　　　　

湊町（四）　　　　　

湊町（二）　　　　　

妙見　　　　　　　　

明神　　　　　　　　

門脇町（一）　　　　

門脇町（二）　　　　

立石　　　　　　　　

あけぼの（一）　　　

あけぼの（三）　　　

あけぼの（二）　　　

旭町　　　　　　　　

伊原津（一）　　　　

伊原津（二）　　　　
宇田川町　　　　　　

羽黒町（一）　　　　
羽黒町（二）　　　　

駅前北通り（一）　　
駅前北通り（三）　　

開北（一）　　　　　

開北（三）　　　　　
開北（四）　　　　　

開北（二）　　　　　丸井戸（一）　　　　
丸井戸（三）　　　　

丸井戸（二）　　　　

宜山町　　　　　　　 吉野町（三）　　　　

元倉（一）　　　　　

元倉（二）　　　　　

後生橋　　　　　　　

御所入　　　　　　　

向陽町（一）　　　　

向陽町（五）　　　　

向陽町（三）　　　　

向陽町（四）　　　　

向陽町（二）　　　　

根岸　　　　　　　　

山下町（一）　　　　

山下町（二）　　　　

鹿妻南（一）　　　　鹿妻南（五）　　　　
鹿妻南（二）　　　　

鹿妻北（一）　　　　

鹿妻北（三）　　　　

鹿妻北（二）　　　　

住吉町（二）　　　　

新栄（一）　　　　　

新栄（二）　　　　　

新境町（一）　　　　
新境町（二）　　　　

新田町　　　　　　　

垂水町（一）　　　　

垂水町（三）　　　　

垂水町（二）　　　　

水押（一）　　　　　
水押（三）　　　　　

水押（二）　　　　　

水明南（一）　　　　
水明南（二）　　　　水明北（一）　　　　

水明北（三）　　　　水明北（二）　　　　

西山町　　　　　　　
千石町　　　　　　　

川口町（一）　　　　

川口町（三）　　　　

泉町（一）　　　　　

泉町（三）　　　　　

泉町（四）　　　　　双葉町　　　　　　　

大橋（一）　　　　　
大橋（三）　　　　　

大橋（二）　　　　　

大手町　　　　　　　

大門町（三）　　　　

中瀬　　　　　　　　

中里（一）　　　　　中里（五）　　　　　中里（三）　　　　　

中里（四）　　　　　

中里（七）　　　　　
中里（二）　　　　　中里（六）　　　　　

鋳銭場　　　　　　　
貞山（一）　　　　　

貞山（五）　　　　　

貞山（三）　　　　　
貞山（四）　　　　　貞山（二）　　　　　

田道町（二）　　　　

東中里（一）　　　　
東中里（二）　　　　

南光町（一）　　　　

南中里（一）　　　　南中里（三）　　　　南中里（二）　　　　

日和が丘（一）　　　

日和が丘（四）　　　日和が丘（二）　　　

八幡町（一）　　　　

八幡町（二）　　　　

不動町（一）　　　　

不動町（二）　　　　

末広町　　　　　　　

門脇　　　　　　　　

門脇町（四）　　　　

立町（一）　　　　　立町（二）　　　　　

崎山　　　　　　　　

尾崎前　　　　　　　

石巻女川ＩＣ　　　　

石巻市役所　　　　　

渡波駅　　　　　　　

蛇田駅　　　　　　　陸前山下駅　　　　　

石巻駅　　　　　　　

陸前稲井駅　　　　　

曽波神駅　　　　　　

鹿又駅　　　　　　　

万石浦駅　　　　　　

石巻あゆみ野駅　　　

コバルトライン　　　

猪落　　　　　　　　

▲ 大六天山　　　　　　

横浦　　　　　　　　

大石原　　　　　　　

野々浜　　　　　　　

飯子浜　　　　　　　

塚浜　　　　　　　　

鮫浦　　　　　　　　

大谷川　　　　　　　
鮫浦湾　　　　　　　

谷川　　　　　　　　

小網倉　　　　　　　

清水田浜　　　　　　

焼山崎　　　　　　　 ▲ 大草山　　　　　　　

桃浦　　　　　　　　

▲ 袴ヶ岳　　　　　　　

月浦　　　　　　　　

荻浜　　　　　　　　小出島　　　　　　　

荻浜港　　　　　　　

小積　　　　　　　　

牧浜　　　　　　　　

竹浜　　　　　　　　

福貴浦　　　　　　　

狐崎浜　　　　　　　

君ヶ金崎　　　　　　

大室崎　　　　　　　

折浜　　　　　　　　

風越峠　　　　　　　

小竹浜　　　　　　　

佐須　　　　　　　　

祝田　　　　　　　　

女川町　　　　　　　

鹿立屋敷　　　　　　

祝浜　　　　　　　　

折浜　　　　　　　　

大谷川浜　　　　　　

蛤浜　　　　　　　　

梨木畑　　　　　　　

侍浜　　　　　　　　

小積浜　　　　　　　

小網倉浜　　　　　　

大石原浜　　　　　　

谷川浜　　　　　　　

水浜　　　　　　　　

分浜　　　　　　　　

高梨山　　　　　　　

雄勝峠　　　　　　　

▲ 硯上山　　　　　　　

指ヶ浜　　　　　　　

御前湾　　　　　　　

尾浦　　　　　　　　

竹浦　　　　　　　　

御前　　　　　　　　

▲ 石投山　　　　　　　

▲ 黒森山　　　　　　　

女川　　　　　　　　

宮ヶ崎　　　　　　　

桐ケ崎　　　　　　　

女川湾　　　　　　　

高白　　　　　　　　

浦宿　　　　　　　　

針浜　　　　　　　　

安住　　　　　　　　

万石浦　　　　　　　流留　　　　　　　　

折立　　　　　　　　

▲ 京ヶ森　　　　　　　

沼津　　　　　　　　

日影　　　　　　　　

真野　　　　　　　　

水沼　　　　　　　　

石巻市　　　　　　　

越田　　　　　　　　

取揚坂　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

塩富町（一）　　　　

塩富町（二）　　　　

伊勢　　　　　　　　

亀山畑　　　　　　　

荒立　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

志の畑　　　　　　　

寺中畑　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

石ノ田　　　　　　　

大原　　　　　　　　

沢口　　　　　　　　

中入畑　　　　　　　

内原　　　　　　　　

日蕨　　　　　　　　

入　　　　　　　　　

波板　　　　　　　　

尾田峯　　　　　　　

鷲神　　　　　　　　

旭が丘　　　　　　　

浦宿浜　　　　　　　
黄金町　　　　　　　

御前浜　　　　　　　

高白浜　　　　　　　

女川浜　　　　　　　

小乗浜　　　　　　　

清水町　　　　　　　

雄勝町雄勝　　　　　

鷲神浜　　　　　　　

中倉　　　　　　　　

女川町役場　　　　　

沢田駅　　　　　　　

浦宿駅　　　　　　　

女川駅　　　　　　　

石巻警察署
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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▲



石割峠　　　　　　　
東八幡前　　　　　　前木　　　　　　　　

鹿ノ倉　　　　　　　
高屋敷　　　　　　　大川　　　　　　　　

気仙沼　　　　　　　
浪板　　　　　　　　

小々汐　　　　　　　

金成沢　　　　　　　

▲ 手長山　　　　　　　
渡戸　　　　　　　　

神山川　　　　　　　

大島瀬戸　　　　　　

▲ 亀山　　　　　　　　
磯草　　　　　　　　

片浜　　　　　　　　
松崎　　　　　　　　

大石倉　　　　　　　

水梨子　　　　　　　

四十二　　　　　　　

面瀬　　　　　　　　
赤田　　　　　　　　

岩月　　　　　　　　

最知　　　　　　　　

長磯　　　　　　　　

気仙沼湾　　　　　　

大向　　　　　　　　

高井　　　　　　　　

要害ノ鼻　　　　　　

駒形　　　　　　　　

横沼　　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

浦の浜　　　　　　　

道貫　　　　　　　　

気仙沼市　　　　　　

大島　　　　　　　　

象ヶ鼻　　　　　　　

こぶ槻　　　　　　　

猿掛　　　　　　　　

廻舘　　　　　　　　

貝浜　　　　　　　　

舘ノ沢　　　　　　　

岩月寺沢　　　　　　

岩月星谷　　　　　　

岩月千岩田　　　　　

岩月台ノ沢　　　　　

岩月長平　　　　　　

岩月宝ヶ沢　　　　　岩月箒沢　　　　　　

久保　　　　　　　　

九条　　　　　　　　後九条　　　　　　　

最知荒沢　　　　　　

最知森合　　　　　　

最知川原　　　　　　

最知南最知　　　　　

最知北最知　　　　　

三ノ浜　　　　　　　

四反田　　　　　　　
所沢　　　　　　　　

松崎浦田　　　　　　

松崎下金取　　　　　

松崎下赤田　　　　　

松崎外ヶ沢　　　　　

松崎萱　　　　　　　

松崎丸森　　　　　　
松崎五駄鱈　　　　　

松崎高谷　　　　　　

松崎上金取　　　　　

松崎上赤田　　　　　

松崎前浜　　　　　　

松崎大萱　　　　　　

松崎地生　　　　　　
松崎中瀬　　　　　　

松崎鶴巻　　　　　　

松崎猫渕　　　　　　

松崎馬場　　　　　　松崎尾崎　　　　　　

松崎片浜　　　　　　

松崎北沢　　　　　　

松崎面瀬　　　　　　

松崎柳沢　　　　　　

松崎立石　　　　　　

松川前　　　　　　　

常楽　　　　　　　　

神山　　　　　　　　

西舞根　　　　　　　

赤岩羽田　　　　　　

赤岩舘下　　　　　　赤岩舘森　　　　　　

赤岩迎前田　　　　　

赤岩五駄鱈　　　　　

赤岩港　　　　　　　

赤岩高前田　　　　　

赤岩四十二　　　　　

赤岩上羽田　　　　　

赤岩水梨子　　　　　

赤岩杉ノ沢　　　　　
赤岩石兜　　　　　　

赤岩前田　　　　　　

赤岩大石倉　　　　　

赤岩大滝　　　　　　
赤岩長柴　　　　　　

赤岩泥ノ木　　　　　

赤岩物見　　　　　　

赤岩平貝　　　　　　

赤岩牧沢　　　　　　

赤岩老松　　　　　　

浅根　　　　　　　　

大峠　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

長磯下原　　　　　　長磯原　　　　　　　

長磯原ノ沢　　　　　

長磯後沢　　　　　　

長磯七半沢　　　　　

長磯森　　　　　　　

長磯赤貝　　　　　　

長磯船原　　　　　　

長磯前林　　　　　　

長磯大窪　　　　　　

長磯鳥子沢　　　　　

長磯浜　　　　　　　

田尻沢　　　　　　　

田柄　　　　　　　　

二ノ浜　　　　　　　

日向貝　　　　　　　

葡萄　　　　　　　　母体田　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

木ノ下　　　　　　　

茗荷沢　　　　　　　

河原田　　　　　　　

舘山（一）　　　　　

舘山（二）　　　　　

魚市場前　　　　　　

魚町　　　　　　　　

魚浜町　　　　　　　

錦町　　　　　　　　

古町（一）　　　　　

古町（三）　　　　　

古町（四）　　　　　
古町（二）　　　　　

港町　　　　　　　　
笹が陣　　　　　　　

上田中（一）　　　　

上田中（二）　　　　

新町　　　　　　　　

新浜町　　　　　　　

陣山　　　　　　　　

川口町（一）　　　　
川口町（二）　　　　

滝の入　　　　　　　

潮見町　　　　　　　

潮見町（二）　　　　
田中前（一）　　　　

田中前（三）　　　　

田中前（四）　　　　
田中前（二）　　　　

東新城（一）　　　　

東新城（三）　　　　

東新城（二）　　　　

内の脇（三）　　　　

内の脇（二）　　　　

南が丘　　　　　　　

柏崎　　　　　　　　

浜町　　　　　　　　福美町　　　　　　　

弁天町　　　　　　　

本吉町菖蒲沢　　　　

本吉町長畑　　　　　

本町（一）　　　　　
本町（二）　　　　　

川崎尻　　　　　　　 蔵底　　　　　　　　
中みなと町　　　　　

東みなと町　　　　　

気仙沼中央ＩＣ　　　

岩井崎ＩＣ　　　　　

気仙沼港ＩＣ　　　　

浦島大島ＩＣ　　　　

気仙沼鹿折ＩＣ　　　

気仙沼市役所　　　　

気仙沼駅　　　　　　

▲ 八森平山　　　　　　

▲ 笹長根山　　　　　　

上長部　　　　　　　

気仙　　　　　　　　

▲ 不動山　　　　　　　

▲ 霧立山　　　　　　　

飯森峠　　　　　　　

▲ 黒沢山　　　　　　　

▲ 高判形山　　　　　　

上八瀬　　　　　　　

塚沢　　　　　　　　

早稲谷　　　　　　　

上鹿折　　　　　　　

鹿折川　　　　　　　

▲ 二ッ森山　　　　　　

八瀬川　　　　　　　

▲ 府中山　　　　　　　

▲ 鍋越山　　　　　　　
下八瀬　　　　　　　

九木　　　　　　　　

丑沢　　　　　　　　

細尾　　　　　　　　

上西側　　　　　　　

上東側　　　　　　　

上東側根　　　　　　

西中才　　　　　　　

西八幡前　　　　　　

台　　　　　　　　　

田の浜　　　　　　　

東中才　　　　　　　
内松川　　　　　　　

二日市　　　　　　　

芳ノ口　　　　　　　

三本松　　　　　　　

陸前高田長部ＩＣ　　

唐桑半島ＩＣ（入口）

唐桑半島ＩＣ（出口）

高石浜　　　　　　　

唐桑　　　　　　　　

舞根　　　　　　　　

鮪立　　　　　　　　

笹浜　　　　　　　　

小鯖　　　　　　　　

松圃　　　　　　　　

蛭島　　　　　　　　

御崎　　　　　　　　

御崎岬　　　　　　　

外浜　　　　　　　　

新王平　　　　　　　

大前見島　　　　　　

小前見島　　　　　　

外畑　　　　　　　　

浦　　　　　　　　　

蝦夷狩　　　　　　　

鴨木　　　　　　　　

欠浜　　　　　　　　

古館　　　　　　　　

崎浜　　　　　　　　

笹浜　　　　　　　　

三作浜　　　　　　　

宿浦　　　　　　　　

小長根　　　　　　　

上小鯖　　　　　　　

上鮪立　　　　　　　

神の倉　　　　　　　

神止　　　　　　　　

須堂　　　　　　　　

水尻沢　　　　　　　

石浜　　　　　　　　

大初平　　　　　　　

大田沢　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中の沢　　　　　　　

津本　　　　　　　　

東舞根　　　　　　　

藤浜　　　　　　　　

崩土地　　　　　　　

北古館　　　　　　　

北中　　　　　　　　

明戸　　　　　　　　
唐桑町　　　　　　　

高石浜　　　　　　　

白浜崎　　　　　　　

福伏　　　　　　　　

広田湾　　　　　　　

米ヶ崎　　　　　　　

佐五郎鼻　　　　　　
矢之浦　　　　　　　

獺沢　　　　　　　　

▲ 仁田山　　　　　　　

大陽　　　　　　　　鳥の巣崎　　　　　　

大陽崎　　　　　　　

明神崎　　　　　　　

大入崎　　　　　　　

金室崎　　　　　　　

広田崎　　　　　　　青松島　　　　　　　

集　　　　　　　　　

根岬　　　　　　　　

黒崎　　　　　　　　

蒲田　　　　　　　　

広田　　　　　　　　

泊　　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

大野湾　　　　　　　

花貝　　　　　　　　

蛇ヶ崎　　　　　　　

唯出　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

森崎　　　　　　　　

小友　　　　　　　　

両替　　　　　　　　
門之浜　　　　　　　

門之浜湾　　　　　　

泊里　　　　　　　　

碁石岬　　　　　　　

泥這島　　　　　　　

真崎　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　

大槻島　　　　　　　

松ヶ鼻　　　　　　　

只越　　　　　　　　

古谷　　　　　　　　

双六　　　　　　　　

湊　　　　　　　　　

要谷　　　　　　　　

烏崎　　　　　　　　

羽根穴　　　　　　　

越田　　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

釜石下　　　　　　　

後花貝　　　　　　　

後浜　　　　　　　　

御城林　　　　　　　

港　　　　　　　　　

腰廻　　　　　　　　

載鈎　　　　　　　　

財当　　　　　　　　

出月　　　　　　　　

出山　　　　　　　　

小ヶ口　　　　　　　

小屋敷　　　　　　　

小中井　　　　　　　

小長洞　　　　　　　

赤坂角地　　　　　　

前花貝　　　　　　　

台の下　　　　　　　

大祝　　　　　　　　

大豆沢　　　　　　　

大浜　　　　　　　　

大陽里　　　　　　　

中森　　　　　　　　

長根洞　　　　　　　

長船崎　　　　　　　

鳥嶋　　　　　　　　

田端　　　　　　　　

堂角　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　
万田沢　　　　　　　

明下　　　　　　　　

矢の浦　　　　　　　

唯越　　　　　　　　

六ヶ浦　　　　　　　

広田町　　　　　　　

末崎町　　　　　　　

作沢　　　　　　　　
上の坊　　　　　　　西の坊　　　　　　　

唐桑小原木ＩＣ　　　

気仙沼警察署
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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▲


