
第十二区　　　　　　

中津川市　　　　　　

中央自動車道　　　　

坂下　　　　　　　　

下外　　　　　　　　

握　　　　　　　　　

▲ 高峰山　　　　　　　

野久保　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

塩野　　　　　　　　

神坂　　　　　　　　

川並　　　　　　　　

吾妻橋　　　　　　　

大妻籠　　　　　　　

妻籠宿　　　　　　　

妻籠　　　　　　　　

上在郷　　　　　　　

▲ 男だる山　　　　　　

馬籠峠　　　　　　　

▲ 高土幾山　　　　　　

第三区　　　　　　　

山口　　　　　　　　

▲ 梵天山　　　　　　　

荒町　　　　　　　　

馬籠宿　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

馬籠　　　　　　　　

中外　　　　　　　　

▲ 細野山　　　　　　　

赤田　　　　　　　　

上外　　　　　　　　

真地平　　　　　　　

井巾　　　　　　　　

一本松　　　　　　　

押手　　　　　　　　

下り谷　　　　　　　

下山　　　　　　　　

下山口　　　　　　　

下町　　　　　　　　

橋場　　　　　　　　

月柿　　　　　　　　

高部　　　　　　　　

細野山　　　　　　　

三五沢　　　　　　　
山の田　　　　　　　

小森　　　　　　　　

上ノ原　　　　　　　

上山口　　　　　　　

上鐘　　　　　　　　

上町　　　　　　　　

上田　　　　　　　　
新茶屋　　　　　　　

新田　　　　　　　　

新道　　　　　　　　

清水平　　　　　　　

西方寺　　　　　　　

青野原　　　　　　　

川表　　　　　　　　

前鼻　　　　　　　　

相沢　　　　　　　　

大高取　　　　　　　

中島　　　　　　　　

中之垣外　　　　　　

伝田原　　　　　　　

島平　　　　　　　　

東町　　　　　　　　

牧　　　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

味噌野　　　　　　　

矢淵　　　　　　　　

与坂　　　　　　　　

吾妻　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

中川町　　　　　　　

北野町　　　　　　　

樺ノ木　　　　　　　

時鐘　　　　　　　　

賤母　　　　　　　　

（仮）神坂ＳＩＣ　　

落合川駅　　　　　　

坂下駅　　　　　　　

▲ 伊勢山　　　　　　　

田立の滝　　　　　　

竜神の滝　　　　　　

奥屋　　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

川上　　　　　　　　

▲ 城ヶ根山　　　　　　
森平　　　　　　　　

阿寺　　　　　　　　

▲ 飯盛山　　　　　　　

十二兼　　　　　　　

柿其　　　　　　　　

梛野　　　　　　　　

金知屋　　　　　　　

三留野　　　　　　　

柿其峠　　　　　　　

田立の滝　　　　　　

塚野　　　　　　　　
大野正兼　　　　　　

田立　　　　　　　　

南木曽　　　　　　　

神戸　　　　　　　　

南木曽町　　　　　　

粟畑　　　　　　　　

丸野　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

元組　　　　　　　　

戸場　　　　　　　　

向粟畑　　　　　　　

勝井坂　　　　　　　

松源地　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

渡島　　　　　　　　樋ヶ沢　　　　　　　

和合　　　　　　　　

川上　　　　　　　　

読書　　　　　　　　

南木曽町役場　　　　

田立駅　　　　　　　

南木曽駅　　　　　　

十二兼駅　　　　　　

大平街道　　　　　　

大桜　　　　　　　　

石割　　　　　　　　

飯田峠　　　　　　　
▲ 兀岳　　　　　　　　

大平峠　　　　　　　
蘭　　　　　　　　　

蘭川　　　　　　　　

漆畑　　　　　　　　

富貴畑　　　　　　　

大平峠県民の森　　　

清内路峠　　　　　　

尾越　　　　　　　　

向ヶ原　　　　　　　

幸助　　　　　　　　

細畑　　　　　　　　

七々平　　　　　　　

神橋　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

中析　　　　　　　　

兎平　　　　　　　　

萩の平　　　　　　　

坊主ヶ島　　　　　　

上飯田　　　　　　　

▲ 風穴山　　　　　　　

▲ 摺古木山　　　　　　

笹山　　　　　　　　

下在郷　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

向田　　　　　　　　

与川　　　　　　　　

▲ 高曽根山　　　　　　

胡桃田　　　　　　　

▲ 南木曽岳　　　　　　

中央本線　　　　　　

宇礼　　　　　　　　

坂本平　　　　　　　

小川野平　　　　　　

須合平　　　　　　　

川合平　　　　　　　

増ヶ沢　　　　　　　

10
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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▲



▲ 奥三界山　　　　　　

▲ 砂小屋山　　　　　　

阿寺川　　　　　　　

▲ 阿寺山　　　　　　　

二子持　　　　　　　

御岳湖　　　　　　　

大又　　　　　　　　

上島　　　　　　　　
王滝　　　　　　　　

田島　　　　　　　　

鈴ヶ沢　　　　　　　

野口　　　　　　　　

池の越　　　　　　　

うぐい川　　　　　　

▲ 西股山　　　　　　　

牧尾ダム　　　　　　

ごうかけ　　　　　　

溝口　　　　　　　　

庄原　　　　　　　　

松越　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

崩越　　　　　　　　

幕島　　　　　　　　

淀地　　　　　　　　

此島　　　　　　　　

王滝村役場　　　　　

中山道　　　　　　　

野尻向　　　　　　　

殿　　　　　　　　　

大桑　　　　　　　　

弓矢　　　　　　　　

長野　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

伊奈川　　　　　　　

▲ 糸瀬山　　　　　　　

須原　　　　　　　　

和村　　　　　　　　

▲ 大鈴山　　　　　　　

赤沢自然休養林　　　

倉本　　　　　　　　

立町　　　　　　　　

大桑村　　　　　　　

上松町　　　　　　　

小川　　　　　　　　

越坂　　　　　　　　

下河原　　　　　　　

下条　　　　　　　　

下落　　　　　　　　

宮戸　　　　　　　　

諸原　　　　　　　　

振田　　　　　　　　

西　　　　　　　　　

赤沢　　　　　　　　

大島　　　　　　　　

池の尻　　　　　　　

田光　　　　　　　　

登玉　　　　　　　　

東外向　　　　　　　

肥沢　　　　　　　　

片又　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

串ヶ下　　　　　　　

大桑村役場　　　　　

野尻駅　　　　　　　

大桑駅　　　　　　　

倉本駅　　　　　　　

須原駅　　　　　　　

焼笹　　　　　　　　

才児　　　　　　　　
▲ 台ヶ峰　　　　　　　

小川　　　　　　　　

大畑　　　　　　　　
▲ 風越山　　　　　　　

滑川　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　寝覚　　　　　　　　
寝覚の床　　　　　　

徳原　　　　　　　　

芦島　　　　　　　　

瀬木　　　　　　　　

上松　　　　　　　　

板敷野　　　　　　　

川西　　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

正沢　　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

越立　　　　　　　　

横手　　　　　　　　

沖田町　　　　　　　

荻野ノ原　　　　　　

下松原　　　　　　　

下中沢　　　　　　　

下島　　　　　　　　

灰沢　　　　　　　　

釜沼　　　　　　　　

観音　　　　　　　　
久保寺　　　　　　　

橋渡　　　　　　　　

近所　　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　

見帰　　　　　　　　

御室　　　　　　　　

荒田　　　　　　　　

高山　　　　　　　　

黒田　　　　　　　　

最中　　　　　　　　

山室　　　　　　　　

漆脇　　　　　　　　

社木　　　　　　　　

小田野　　　　　　　

小野ヶ谷　　　　　　

小野原　　　　　　　

小路方　　　　　　　

小脇　　　　　　　　

床　　　　　　　　　

沼田野　　　　　　　

上松原　　　　　　　

上条　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

正島　　　　　　　　

前野　　　　　　　　

袖ノ久保　　　　　　

台　　　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

大奈良　　　　　　　

大半場　　　　　　　

大木　　　　　　　　

池島　　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

長路沢　　　　　　　

鳥居　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

藤久保　　　　　　　

二ッ山　　　　　　　

馬留　　　　　　　　

尾羽林　　　　　　　

尾尻平　　　　　　　

幅ノ津　　　　　　　

万路　　　　　　　　

木賊　　　　　　　　

裏寝覚　　　　　　　
留　　　　　　　　　

林ノ平　　　　　　　

棧　　　　　　　　　

荻原　　　　　　　　

上松　　　　　　　　

福島　　　　　　　　

御影堂　　　　　　　小島　　　　　　　　

上松町役場　　　　　上松駅　　　　　　　
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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▲



屋敷野　　　　　　　 白川　　　　　　　　

床並　　　　　　　　

▲ 三笠山　　　　　　　

清滝　　　　　　　　

百間滝　　　　　　　
西野川　　　　　　　

瀬戸ノ原　　　　　　

井原　　　　　　　　

永井野　　　　　　　

羽入　　　　　　　　

栩山　　　　　　　　

沢頭　　　　　　　　

荻ノ島　　　　　　　

三ツ屋　　　　　　　

小奥　　　　　　　　

白崩　　　　　　　　

八海山　　　　　　　

野中　　　　　　　　

開田高原西野　　　　
西野　　　　　　　　

越　　　　　　　　　

西又　　　　　　　　

藤屋洞　　　　　　　

開田　　　　　　　　

柳又　　　　　　　　

管沢　　　　　　　　

把之沢　　　　　　　
下ノ原　　　　　　　

開田高原　　　　　　

関谷　　　　　　　　

小西　　　　　　　　

高坪　　　　　　　　

下向　　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

辰ヶ峰　　　　　　　

日和田開拓　　　　　

長峰峠　　　　　　　

日和田　　　　　　　

下栗尾　　　　　　　

下入　　　　　　　　

釜飛　　　　　　　　

古海道　　　　　　　

上栗尾　　　　　　　

新村　　　　　　　　

大込　　　　　　　　

大入　　　　　　　　

大畑野　　　　　　　

地境　　　　　　　　

池ノ沢　　　　　　　

中入　　　　　　　　

渡合　　　　　　　　

土橋　　　　　　　　

突出　　　　　　　　

入江　　　　　　　　

馬里　　　　　　　　

鱒渕　　　　　　　　

夕山　　　　　　　　

開田高原末川　　　　

高根町小日和田　　　

高根町留之原　　　　

末川　　　　　　　　

杭の原　　　　　　　

木曽町　　　　　　　

幸沢　　　　　　　　

熊沢　　　　　　　　

木曽駒高原　　　　　

伊谷　　　　　　　　

木曽福島　　　　　　
中沢　　　　　　　　

栃本　　　　　　　　

上小川　　　　　　　

村木　　　　　　　　

上垂　　　　　　　　

東又　　　　　　　　

三岳　　　　　　　　

枠本　　　　　　　　

黒沢　　　　　　　　

越畑　　　　　　　　
塩渕　　　　　　　　

奥幸沢　　　　　　　

下志水　　　　　　　

下殿　　　　　　　　

関町　　　　　　　　

丘の上　　　　　　　

橋詰　　　　　　　　

駒の湯　　　　　　　

駒見　　　　　　　　

元原　　　　　　　　

黒川渡　　　　　　　

根曽　　　　　　　　

児野　　　　　　　　

寺後　　　　　　　　

漆ヶ平　　　　　　　

出尻　　　　　　　　

小樽　　　　　　　　

上志水　　　　　　　

上中沢　　　　　　　

菅沼　　　　　　　　

清博士　　　　　　　

西光寺　　　　　　　

石亀平　　　　　　　

大手町　　　　　　　

樽沢　　　　　　　　

中幸沢　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

中畑　　　　　　　　

猪の子島　　　　　　

二本木　　　　　　　

布袋の萱　　　　　　

平栃　　　　　　　　

万郡　　　　　　　　

名古根　　　　　　　

梨の木沢　　　　　　

糀ヶ下　　　　　　　

三岳　　　　　　　　

山平　　　　　　　　
八沢　　　　　　　　

木曽福島　　　　　　

門前　　　　　　　　

木曽町役場　　　　　
木曽福島駅　　　　　

原野駅　　　　　　　

胡桃渡　　　　　　　

細島　　　　　　　　

柴原　　　　　　　　

▲ 大笹沢山　　　　　　

▲ 奥峰　　　　　　　　

岡ノ平　　　　　　　

折橋　　　　　　　　

大屋　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

末川　　　　　　　　

髭沢　　　　　　　　

地蔵峠　　　　　　　

馬橋　　　　　　　　

鵜類沢　　　　　　　

恩木　　　　　　　　

貝坪　　　　　　　　

角塚里　　　　　　　

芝原　　　　　　　　

小切山　　　　　　　

折戸　　　　　　　　

鍛冶屋　　　　　　　

髭沢度　　　　　　　

斧ノ沢　　　　　　　

新開　　　　　　　　

木曽警察署
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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▲



岳谷滝　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

野麦　　　　　　　　 野麦峠　　　　　　　

飛騨川　　　　　　　
橋場　　　　　　　　

阿多野郷　　　　　　

▲ 鎌ヶ峰　　　　　　　

高根町黍生　　　　　

三本滝　　　　　　　

▲ 十石山　　　　　　　

乗鞍　　　　　　　　

▲ 乗鞍岳　　　　　　　

▲ 四ッ岳　　　　　　　

▲ 大丹生岳　　　　　　

奈川　　　　　　　　

木曽町　　　　　　　

金原　　　　　　　　

▲ 小鉢盛山　　　　　　

追平　　　　　　　　

寄合渡　　　　　　　

川浦　　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

保平　　　　　　　　

月夜沢峠　　　　　　 境峠　　　　　　　　

曽倉　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

奈川　　　　　　　　

沢渡　　　　　　　　

白骨温泉　　　　　　
白骨　　　　　　　　

檜峠　　　　　　　　

奈川渡ダム　　　　　
梓湖　　　　　　　　

大野川　　　　　　　

番所　　　　　　　　

祠峠　　　　　　　　前川　　　　　　　　

白樺峠　　　　　　　

入山　　　　　　　　

田ノ萱　　　　　　　

屋形原　　　　　　　
黒川渡　　　　　　　

奈川　　　　　　　　

古宿　　　　　　　　

鈴蘭　　　　　　　　

宮ノ原　　　　　　　

駒ヶ原　　　　　　　

千石平　　　　　　　

中平　　　　　　　　

楢ノ木　　　　　　　

安曇　　　　　　　　
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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▲



乗鞍スカイライン　　

大正池　　　　　　　

新中尾峠　　　　　　

▲ 焼岳　　　　　　　　

安房峠　　　　　　　

▲ 安房山　　　　　　　

神坂　　　　　　　　栃尾　　　　　　　　
今見　　　　　　　　

柏当　　　　　　　　
村上　　　　　　　　

一重ヶ根　　　　　　

福地　　　　　　　　

▲ 輝山　　　　　　　　

平湯温泉　　　　　　

平湯峠　　　　　　　

平湯　　　　　　　　

一宝水　　　　　　　

上地ヶ根　　　　　　

▲ 抜戸岳　　　　　　　

▲ 奥丸山　　　　　　　

左俣谷　　　　　　　

▲ 笠ヶ岳　　　　　　　

▲ 中崎山　　　　　　　

右俣谷　　　　　　　

中崎　　　　　　　　

▲ 錫杖岳　　　　　　　

新穂高温泉　　　　　
蒲田川　　　　　　　

蒲田　　　　　　　　

佳留萱　　　　　　　槍見　　　　　　　　

奥飛騨温泉郷神坂　　

上高地　　　　　　　
梓川　　　　　　　　

▲ 六百山　　　　　　　

島々谷南沢　　　　　

徳本峠　　　　　　　

▲ 霞沢岳　　　　　　　

霞沢　　　　　　　　

▲ 小嵩沢山　　　　　　

上高地乗鞍林道　　　
湯川渡　　　　　　　

明神　　　　　　　　

▲ 前常念岳　　　　　　

▲ 蝶ヶ岳　　　　　　　

▲ 常念岳　　　　　　　▲ 中山　　　　　　　　

▲ 赤沢山　　　　　　　

槍沢　　　　　　　　

七段ノ滝　　　　　　

▲ 北穂高岳　　　　　　

穂高岳　　　　　　　

▲ 涸沢岳　　　　　　　

▲ 奥穂高岳　　　　　　

▲ 前穂高岳　　　　　　

▲ 長塀山　　　　　　　

▲ 大滝山　　　　　　　

徳沢　　　　　　　　

▲ 中岳　　　　　　　　

▲ 南岳　　　　　　　　

雄滝　　　　　　　　

▲ 西穂高岳　　　　　　

徳沢　　　　　　　　
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泰阜村　　　　　　　

下條村　　　　　　　

米川　　　　　　　　

千栄　　　　　　　　栗矢　　　　　　　　

明地原　　　　　　　

親田　　　　　　　　

睦沢　　　　　　　　

粒良脇　　　　　　　

下條　　　　　　　　

山田河内　　　　　　

陽皐　　　　　　　　

▲ 庄田山　　　　　　　

▲ 八尺山　　　　　　　

門原　　　　　　　　

粟野　　　　　　　　

雲雀沢　　　　　　　

富草　　　　　　　　

新木田　　　　　　　

梅田　　　　　　　　

鴨目　　　　　　　　

北条　　　　　　　　

万古川　　　　　　　

田本　　　　　　　　

左京　　　　　　　　

明島　　　　　　　　

黒見　　　　　　　　

唐笠　　　　　　　　

金野　　　　　　　　

稲伏戸　　　　　　　

三耕地　　　　　　　

平島田　　　　　　　

泰阜　　　　　　　　

▲ 分外山　　　　　　　

梨久保　　　　　　　

よけ　　　　　　　　

横林　　　　　　　　

屋平　　　　　　　　
恩沢　　　　　　　　

下梅田　　　　　　　

下明島　　　　　　　 貝久保　　　　　　　

休戸　　　　　　　　
鍬不取　　　　　　　

古城　　　　　　　　

合原　　　　　　　　

漆平野　　　　　　　

手塚原　　　　　　　

小黒山　　　　　　　

上梅田　　　　　　　

上野原　　　　　　　

新中原　　　　　　　

神子谷　　　　　　　

西唐笠　　　　　　　

西部　　　　　　　　

川田　　　　　　　　

相田　　　　　　　　

打沢　　　　　　　　

大恵曽　　　　　　　

大表　　　　　　　　

長原　　　　　　　　

鳥原　　　　　　　　

田本西　　　　　　　

田本東　　　　　　　

怒田　　　　　　　　

東唐笠　　　　　　　

桃立　　　　　　　　

洞所　　　　　　　　

峠田　　　　　　　　

日孫　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

米峰　　　　　　　　

別当　　　　　　　　

宝ノ戸　　　　　　　

法全寺　　　　　　　

牧立　　　　　　　　
門島　　　　　　　　

恋久保　　　　　　　

鷲巣　　　　　　　　

温田　　　　　　　　

柿野　　　　　　　　

吉岡　　　　　　　　

高町　　　　　　　　

仁王関　　　　　　　

菅野　　　　　　　　鎮西　　　　　　　　

北又　　　　　　　　

米川　　　　　　　　阿知原　　　　　　　

泰阜村役場　　　　　

下條村役場　　　　　

田本駅　　　　　　　

門島駅　　　　　　　

唐笠駅　　　　　　　

金野駅　　　　　　　

山本　　　　　　　　

竹佐　　　　　　　　

久米　　　　　　　　

▲ 二ッ山　　　　　　　

大瀬木　　　　　　　

飯田ＩＣ　　　　　　

伊賀良　　　　　　　

三日市場　　　　　　

殿岡　　　　　　　　

鼎　　　　　　　　　

下虎岩　　　　　　　

下久堅　　　　　　　

知久平　　　　　　　

毛賀　　　　　　　　

駄科　　　　　　　　

桐林　　　　　　　　

時又　　　　　　　　

柿野沢　　　　　　　

大屋敷　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

龍江　　　　　　　　
羽入田　　　　　　　

天龍峡　　　　　　　

川路　　　　　　　　

三穂　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

伊豆木　　　　　　　

▲ 水晶山　　　　　　　箱川　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

阿智　　　　　　　　

伍和　　　　　　　　

阿知川　　　　　　　

堅町　　　　　　　　

上溝ＩＣ　　　　　　

天龍峡ＩＣ　　　　　

飯田山本ＩＣ　　　　

下郷　　　　　　　　

原の平　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

馬場五反田　　　　　

旭東　　　　　　　　

芦の口　　　　　　　

安戸　　　　　　　　

安城　　　　　　　　

一本木　　　　　　　

雲母　　　　　　　　

沖平　　　　　　　　

荻坪　　　　　　　　

下の寺　　　　　　　

下瀬　　　　　　　　

下西　　　　　　　　

下中村　　　　　　　

下田　　　　　　　　

貝沢　　　　　　　　
柿野沢南　　　　　　

関坂　　　　　　　　

亀平　　　　　　　　

杵原　　　　　　　　

久保尻　　　　　　　

久留輪　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

宮の平　　　　　　　

原ノ平　　　　　　　

原平　　　　　　　　

古寺　　　　　　　　

五郎島　　　　　　　

御庵　　　　　　　　

更生　　　　　　　　

高塚　　　　　　　　

細新　　　　　　　　

三石　　　　　　　　
山越　　　　　　　　

七久里　　　　　　　

主膳　　　　　　　　

小池　　　　　　　　

上の平　　　　　　　

上城　　　　　　　　

上中村　　　　　　　

上平　　　　　　　　

新井原　　　　　　　

新地　　　　　　　　数田　　　　　　　　

成田　　　　　　　　

西垣外　　　　　　　

西平　　　　　　　　

泉垣外　　　　　　　

前ノ原　　　　　　　

霜原　　　　　　　　

大羽　　　　　　　　

大郡　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

大須　　　　　　　　

大東　　　　　　　　

大明神原　　　　　　

滝平　　　　　　　　

知久保　　　　　　　

中央　　　　　　　　

中関下　　　　　　　

中関上　　　　　　　

中川　　　　　　　　

中通　　　　　　　　

朝臣　　　　　　　　

町並　　　　　　　　

長久保　　　　　　　

長田　　　　　　　　

鳥屋同志　　　　　　

辻前　　　　　　　　

堤田　　　　　　　　

田府高屋　　　　　　

田力　　　　　　　　

島垣外　　　　　　　

東栗矢　　　　　　　

東平　　　　　　　　

藤塚　　　　　　　　

内御堂　　　　　　　

南　　　　　　　　　

南の組　　　　　　　

南部　　　　　　　　

南平　　　　　　　　

二タ井　　　　　　　

二ッ山団地　　　　　

八ノ倉　　　　　　　

備中原　　　　　　　

尾科　　　　　　　　

尾林　　　　　　　　

富士塚　　　　　　　
北原　　　　　　　　

北平　　　　　　　　

牧野内　　　　　　　

堀廻　　　　　　　　

目名振　　　　　　　

雄杉　　　　　　　　

梨洞　　　　　　　　

椚平　　　　　　　　

下久堅稲葉　　　　　

下久堅下虎岩　　　　

下久堅柿野沢　　　　

下久堅小林　　　　　

下久堅知久平　　　　

下久堅南原　　　　　

下殿岡　　　　　　　

虎岩　　　　　　　　

小松原　　　　　　　

松尾寺所　　　　　　

松尾城　　　　　　　

松尾水城　　　　　　

松尾清水　　　　　　

松尾代田　　　　　　

松尾明　　　　　　　

上川路　　　　　　　

長野原　　　　　　　

鼎名古熊　　　　　　

嶋　　　　　　　　　

竜丘　　　　　　　　

育良　　　　　　　　
三尋石　　　　　　　

能化　　　　　　　　
梅ヶ久保　　　　　　 松尾久井　　　　　　

松尾上溝　　　　　　
松尾常盤台　　　　　

松尾新井　　　　　　

上殿岡　　　　　　　

鼎一色　　　　　　　

龍江ＩＣ　　　　　　

千代ＩＣ　　　　　　

千代駅　　　　　　　

天竜峡駅　　　　　　

川路駅　　　　　　　

時又駅　　　　　　　

駄科駅　　　　　　　

毛賀駅　　　　　　　

伊那八幡駅　　　　　

阿智村役場　　　　　

千代　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

▲ 鍵懸山　　　　　　　

栃城　　　　　　　　
木沢　　　　　　　　

遠山川　　　　　　　

下栗　　　　　　　　

▲ 炭焼山　　　　　　　

上村　　　　　　　　

上村川　　　　　　　

中郷　　　　　　　　▲ 金森山　　　　　　　

御棚　　　　　　　　

伊藤　　　　　　　　

下中根　　　　　　　

柿の島　　　　　　　

熊ノ川　　　　　　　

栗下　　　　　　　　

栗山口　　　　　　　

軒松　　　　　　　　

向井　　　　　　　　

小道木　　　　　　　

上中根　　　　　　　

上栃城　　　　　　　

須沢　　　　　　　　

帯山　　　　　　　　

大尺渡　　　　　　　

中立　　　　　　　　

半場　　　　　　　　

樋久保　　　　　　　

風折　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

幕岩　　　　　　　　

梨元　　　　　　　　

老ノ林　　　　　　　

南信濃　　　　　　　

南信濃木沢　　　　　

七久保　　　　　　　

野池　　　　　　　　

風張　　　　　　　　

越久保　　　　　　　

上久堅　　　　　　　

▲ 卯月山　　　　　　　

蛇沢　　　　　　　　

小川路峠　　　　　　

程野　　　　　　　　

▲ 鬼面山　　　　　　　

▲ 氏乗山　　　　　　　

▲ 曽山　　　　　　　　

▲ 喬木山　　　　　　　

▲ 毛無山　　　　　　　

氏乗　　　　　　　　

貸又　　　　　　　　

大和知　　　　　　　富田　　　　　　　　

喬木ＩＣ　　　　　　

暁　　　　　　　　　

嵯峨坂　　　　　　　

芋平　　　　　　　　

下氏乗　　　　　　　

下富田　　　　　　　

行者　　　　　　　　

砂駒　　　　　　　　

小野子　　　　　　　

上富田　　　　　　　

西ノ島　　　　　　　

大虎　　　　　　　　

中宮　　　　　　　　

中反　　　　　　　　

田ノ半場　　　　　　

日影平　　　　　　　
日向平　　　　　　　

馬場垣外　　　　　　

平栗　　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

落倉　　　　　　　　

牧畑　　　　　　　　

飯田上久堅・喬木富田
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飯田市　　　　　　　

▲ 鷹巣山　　　　　　　

松川　　　　　　　　

北方　　　　　　　　

切石　　　　　　　　

飯田　　　　　　　　

中平　　　　　　　　
別府　　　　　　　　

高松　　　　　　　　

飯沼　　　　　　　　

下黒田　　　　　　　

上黒田　　　　　　　
座光寺　　　　　　　

元善光寺　　　　　　

下市田　　　　　　　

上市田　　　　　　　

牛牧　　　　　　　　

大島山　　　　　　　

堂所　　　　　　　　
出原　　　　　　　　

カナイ原　　　　　　

ツンボ平　　　　　　

下羽場　　　　　　　

角田原　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

宮里　　　　　　　　

共経　　　　　　　　

共和　　　　　　　　欠野　　　　　　　　

月夜平　　　　　　　

見晴　　　　　　　　

原　　　　　　　　　

原町　　　　　　　　

御殿山　　　　　　　

恒川清水　　　　　　

江戸町　　　　　　　

江戸浜町　　　　　　

高岡　　　　　　　　

高陵　　　　　　　　

桜畑　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

松尾町　　　　　　　

城東　　　　　　　　

新井　　　　　　　　

新川　　　　　　　　

正木　　　　　　　　

西ノ原　　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

千早原　　　　　　　

大久保町　　　　　　

大宿　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大堤　　　　　　　　

丹保　　　　　　　　

中羽場　　　　　　　

中央通り　　　　　　

中河原　　　　　　　

仲ノ町　　　　　　　通り町　　　　　　　

天白　　　　　　　　

田沢　　　　　　　　

唐沢　　　　　　　　

東中央通　　　　　　

栃ヶ洞　　　　　　　

南栄　　　　　　　　

南条　　　　　　　　

日影　　　　　　　　

馬場町　　　　　　　

飯沼南　　　　　　　

武陵地　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

米の原　　　　　　　

別曽　　　　　　　　

北市場　　　　　　　

北部　　　　　　　　

万才　　　　　　　　

矢崎　　　　　　　　

鈴ヶ平　　　　　　　

伊久間　　　　　　　

育良町　　　　　　　

羽場権現　　　　　　

羽場坂町　　　　　　

羽場上河原　　　　　

羽場赤坂　　　　　　羽場町　　　　　　　

丸山町　　　　　　　
宮ノ上　　　　　　　

橋南　　　　　　　　

橋北　　　　　　　　
錦町　　　　　　　　
吾妻町　　　　　　　

高羽町　　　　　　　

今宮町　　　　　　　砂払町　　　　　　　

桜ヶ丘団地　　　　　

桜町　　　　　　　　

曙町　　　　　　　　

松川町　　　　　　　

上郷　　　　　　　　

上郷黒田　　　　　　

諏訪町　　　　　　　

水の手町　　　　　　

正永町　　　　　　　

大王路　　　　　　　

大休　　　　　　　　

大通　　　　　　　　

滝の沢　　　　　　　

知久町　　　　　　　

追手町　　　　　　　

鼎下山　　　　　　　
鼎下茶屋　　　　　　

鼎上山　　　　　　　

鼎上茶屋　　　　　　

鼎西鼎　　　　　　　

鼎切石　　　　　　　

鼎中平　　　　　　　

鼎東鼎　　　　　　　

東和町　　　　　　　
白山町　　　　　　　

白山通り　　　　　　

浜井町　　　　　　　

箕瀬町　　　　　　　

座光寺スマートＩＣ　

飯田市役所　　　　　

下山村駅　　　　　　

鼎駅　　　　　　　　

切石駅　　　　　　　

飯田駅　　　　　　　

桜町駅　　　　　　　

伊那上郷駅　　　　　

元善光寺駅　　　　　

▲ 安平路山　　　　　　

▲ 念丈岳　　　　　　　

▲ 本高森山　　　　　　

▲ 吉田山　　　　　　　

▲ 烏帽子ヶ岳　　　　　

喬木村　　　　　　　

豊丘村　　　　　　　

大鹿村　　　　　　　

高森　　　　　　　　

山吹　　　　　　　　

塩倉　　　　　　　　

長峰　　　　　　　　

柄山　　　　　　　　

▲ 障子山　　　　　　　

坂島　　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

堂平　　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

河野　　　　　　　　

豊丘　　　　　　　　

田村　　　　　　　　

佐原　　　　　　　　

神稲　　　　　　　　

壬生沢　　　　　　　

伴野　　　　　　　　

阿島　　　　　　　　

喬木　　　　　　　　

加々須　　　　　　　

広庭　　　　　　　　

荒神前　　　　　　　

城山　　　　　　　　

中里　　　　　　　　

塚越　　　　　　　　

羽根　　　　　　　　

越田　　　　　　　　

奥内　　　　　　　　

下市場　　　　　　　

下市田河原　　　　　

垣外　　　　　　　　

柿外土　　　　　　　

郭　　　　　　　　　

間沢　　　　　　　　

帰牛原　　　　　　　

吉田河原　　　　　　

共栄　　　　　　　　

金部　　　　　　　　

駒沢　　　　　　　　

源道寺　　　　　　　

古町中部　　　　　　

古町南部　　　　　　

古畑　　　　　　　　

戸中　　　　　　　　

胡芝　　　　　　　　

笹久保　　　　　　　

寺ノ前　　　　　　　

寺垣外　　　　　　　

寺島　　　　　　　　
舟平　　　　　　　　

出砂原　　　　　　　

小園　　　　　　　　

小沼　　　　　　　　

菖蒲ヶ沢　　　　　　

上垣外　　　　　　　

上佐原　　　　　　　
上市場　　　　　　　

城岸　　　　　　　　

清東　　　　　　　　

千駄木　　　　　　　

大池原　　　　　　　

大柏　　　　　　　　

大満沢　　　　　　　

滝川　　　　　　　　

地蔵道　　　　　　　

中三　　　　　　　　

中芝　　　　　　　　

中部　　　　　　　　

田上川　　　　　　　

土井場　　　　　　　

東　　　　　　　　　

東原　　　　　　　　

桃添　　　　　　　　

南市場　　　　　　　

二丁　　　　　　　　

馬場平　　　　　　　

八王子　　　　　　　

筏　　　　　　　　　

伴野原　　　　　　　

柄山日影　　　　　　

北　　　　　　　　　

北ノ原　　　　　　　

北垣外　　　　　　　

北入　　　　　　　　

本村　　　　　　　　

木門　　　　　　　　

野田原　　　　　　　

野田平　　　　　　　

竜ノ口　　　　　　　

両平　　　　　　　　

林原　　　　　　　　

林里　　　　　　　　

原城　　　　　　　　古町東部　　　　　　
寺沢　　　　　　　　

新田原　　　　　　　
中の村　　　　　　　

南方　　　　　　　　

喬木村役場　　　　　

豊丘村役場　　　　　高森町役場　　　　　

下市田駅　　　　　　

市田駅　　　　　　　

下平駅　　　　　　　

山吹駅　　　　　　　

松川町　　　　　　　

飯島町　　　　　　　

増野　　　　　　　　

柏木　　　　　　　　

高遠原　　　　　　　

美里　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

▲ 大嶺山　　　　　　　

柳沢　　　　　　　　

南陽　　　　　　　　

葛島　　　　　　　　

横前　　　　　　　　

片桐　　　　　　　　

上片桐　　　　　　　

松川ＩＣ　　　　　　

松川　　　　　　　　

鶴部　　　　　　　　

元大島　　　　　　　

部奈　　　　　　　　

生田　　　　　　　　

小渋川　　　　　　　

▲ 馬原山　　　　　　　

高森町　　　　　　　

飯田線　　　　　　　

沖町　　　　　　　　

下垣外　　　　　　　

葛北　　　　　　　　

郷原　　　　　　　　

桑園中部　　　　　　桑園東部　　　　　　

桑園南部　　　　　　

桑園北部　　　　　　

原田　　　　　　　　

古町北部　　　　　　

宗源原　　　　　　　

小平　　　　　　　　

上前沢　　　　　　　

上通り　　　　　　　

城　　　　　　　　　

城北　　　　　　　　

新井南部　　　　　　

新井北部　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

針ヶ平　　　　　　　

清泉地上　　　　　　

清泉地第一　　　　　

清北　　　　　　　　

大栢　　　　　　　　

大栢南　　　　　　　

大沢南部　　　　　　

大沢北部　　　　　　

大島上町　　　　　　

大島上部　　　　　　

大島中部　　　　　　

大島南部　　　　　　

竹ノ上　　　　　　　

中荒町　　　　　　　

中田島　　　　　　　

町谷　　　　　　　　

堤原　　　　　　　　

渡場　　　　　　　　

東浦　　　　　　　　

南街道　　　　　　　

南田島　　　　　　　

馬坂　　　　　　　　

八幡平　　　　　　　

福沢　　　　　　　　

北街道　　　　　　　

北組　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

北名子　　　　　　　

牧ケ原　　　　　　　

本郷第一　　　　　　 本郷第五　　　　　　

本郷第三　　　　　　

本郷第四　　　　　　
本郷第二　　　　　　

名子原　　　　　　　

名子中部　　　　　　

名子北部　　　　　　松川町役場　　　　　

中川村役場　　　　　

伊那大島駅　　　　　

上片桐駅　　　　　　

伊那田島駅　　　　　

高遠原駅　　　　　　

七久保駅　　　　　　

伊那本郷駅　　　　　

飯田警察署
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高速自動車国道No
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都道府県界
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権兵衛街道　　　　　

向吉田　　　　　　　

小沢原　　　　　　　

徳音寺　　　　　　　

宮ノ越　　　　　　　

上村　　　　　　　　

日義　　　　　　　　

原野　　　　　　　　

▲ 水沢山　　　　　　　

渡沢　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

▲ 大棚入山　　　　　　

萱ヶ平　　　　　　　

番所　　　　　　　　

羽渕　　　　　　　　

▲ 経ヶ岳　　　　　　　

権兵衛峠　　　　　　

塩尻市　　　　　　　

三沢　　　　　　　　

新道下　　　　　　　

ぬるで　　　　　　　

羽淵　　　　　　　　

奥村　　　　　　　　

下村　　　　　　　　

向小路　　　　　　　 砂ヶ瀬　　　　　　　

正沢原　　　　　　　

中村　　　　　　　　

長渡　　　　　　　　

百島　　　　　　　　

菅　　　　　　　　　

奈良井　　　　　　　

日義　　　　　　　　

宮ノ越駅　　　　　　

木祖村　　　　　　　

▲ 高遠山　　　　　　　

寺平　　　　　　　　

小木曽　　　　　　　

半野　　　　　　　　

祢宜屋　　　　　　　

栗屋　　　　　　　　 藁原　　　　　　　　

薮原　　　　　　　　木祖　　　　　　　　

奈良井川　　　　　　

▲ 坊主岳　　　　　　　

栃窪　　　　　　　　
鳥居峠　　　　　　　

奈良井宿　　　　　　

平沢　　　　　　　　

楢川　　　　　　　　

贄川　　　　　　　　

▲ 大滝山　　　　　　　

辰野町　　　　　　　

栃木　　　　　　　　

辺見屋敷　　　　　　

塩沢　　　　　　　　

翁像　　　　　　　　

下川原　　　　　　　

花の木　　　　　　　

蒲沼　　　　　　　　

久保田　　　　　　　

宮の森　　　　　　　

原村　　　　　　　　

五月日　　　　　　　

糠沢　　　　　　　　

黒内　　　　　　　　

三ノ段　　　　　　　

山戸　　　　　　　　

小林　　　　　　　　

深渡戸　　　　　　　

神出　　　　　　　　

大渡　　　　　　　　

天照沢　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

桃岡　　　　　　　　

母沢　　　　　　　　

綿沢　　　　　　　　

木曽平沢　　　　　　

木祖村役場　　　　　

藪原駅　　　　　　　

奈良井駅　　　　　　

木曽平沢駅　　　　　

南箕輪村　　　　　　

南箕輪村飛地　　　　

大泉新田　　　　　　

伊那ＩＣ　　　　　　

西箕輪　　　　　　　

中条　　　　　　　　

与地　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

ますみヶ丘　　　　　

小沢　　　　　　　　

御園　　　　　　　　上牧　　　　　　　　

野底　　　　　　　　南原　　　　　　　　

南殿　　　　　　　　

南箕輪　　　　　　　

北殿　　　　　　　　

大芝　　　　　　　　

大泉　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

木下　　　　　　　　

箕輪　　　　　　　　

松島　　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

ネズミ平　　　　　　

卯ノ木　　　　　　　

塩ノ井　　　　　　　

下小沢　　　　　　　

花岡　　　　　　　　

駒美町　　　　　　　

高尾町　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

山寺上村　　　　　　

山本町　　　　　　　

志茂　　　　　　　　

室町　　　　　　　　

春日町　　　　　　　

上戸　　　　　　　　

上溝　　　　　　　　

上荒井　　　　　　　

上手村　　　　　　　

上牧清水町　　　　　

上牧西部　　　　　　
上牧東部　　　　　　

上牧南部　　　　　　
上牧北部　　　　　　

新子　　　　　　　　

神子柴　　　　　　　

水神町　　　　　　　

仙美　　　　　　　　

川北　　　　　　　　

船窪　　　　　　　　

前原　　　　　　　　
双葉町　　　　　　　

大坊　　　　　　　　

中の原　　　　　　　

中央区第一　　　　　

中央区第三　　　　　

中央本通り　　　　　

中込　　　　　　　　

中小沢　　　　　　　

堤ヶ丘　　　　　　　

殿屋敷　　　　　　　

美原　　　　　　　　

北城　　　　　　　　

野底第一　　　　　　野底第二　　　　　　

梨ノ木　　　　　　　
立正　　　　　　　　

上川手　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

星ヶ丘　　　　　　　

中央区　　　　　　　

美原区　　　　　　　

小黒川スマートＩＣ　

南箕輪村役場　　　　

箕輪町役場　　　　　

伊那市駅　　　　　　

伊那北駅　　　　　　

田畑駅　　　　　　　

北殿駅　　　　　　　

木ノ下駅　　　　　　

伊那松島駅　　　　　

箕輪町　　　　　　　

源上　　　　　　　　

横川川　　　　　　　

▲ 近江山　　　　　　　

宿ノ平　　　　　　　

▲ 穴倉山　　　　　　　

小横川　　　　　　　今村　　　　　　　　

▲ 大城山　　　　　　　

辰野　　　　　　　　

宮所　　　　　　　　

▲ 楡沢山　　　　　　　

万五郎　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

北大出　　　　　　　▲ 桑沢山　　　　　　　

▲ 黒沢山　　　　　　　

大出　　　　　　　　

伊北ＩＣ　　　　　　

八乙女　　　　　　　

下古田　　　　　　　

上古田　　　　　　　

小河内　　　　　　　

下辰野　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

向袋　　　　　　　　

漆戸　　　　　　　　

上辰野　　　　　　　

沢下　　　　　　　　

伊那富　　　　　　　

辰野　　　　　　　　

中箕輪　　　　　　　

辰野町役場　　　　　

沢駅　　　　　　　　

羽場駅　　　　　　　

伊那新町駅　　　　　

宮木駅　　　　　　　

伊那警察署
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都市高速道路No
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木祖村　　　　　　　

奥平　　　　　　　　

▲ 烏帽子岳　　　　　　

木曽川　　　　　　　

若神子　　　　　　　

贄川　　　　　　　　
下遠　　　　　　　　

折戸　　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

贄川駅　　　　　　　

朝日村　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

上大池　　　　　　　

清水高原　　　　　　

朝日　　　　　　　　

針尾　　　　　　　　
御道開渡　　　　　　

御馬越　　　　　　　

野俣沢　　　　　　　

中俣沢　　　　　　　

稲核　　　　　　　　

▲ 鉢盛山　　　　　　　

塩尻市　　　　　　　

小野沢　　　　　　　

芦之久保　　　　　　

下古見　　　　　　　

中古見　　　　　　　

明ヶ平　　　　　　　

朝日村役場　　　　　

岡谷市　　　　　　　

辰野町　　　　　　　

▲ 鳴雷山　　　　　　　

奈良井川　　　　　　

上小曽部　　　　　　

▲ 大芝山　　　　　　　

善知鳥峠　　　　　　

古町　　　　　　　　

▲ 霧訪山　　　　　　　
宗賀　　　　　　　　

本山　　　　　　　　

中央本線　　　　　　

日出塩　　　　　　　

北小野　　　　　　　

上田　　　　　　　　
大出　　　　　　　　

桜沢　　　　　　　　

桑崎　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

飯沼　　　　　　　　

一ノ瀬　　　　　　　

横川　　　　　　　　

渡戸　　　　　　　　

上島　　　　　　　　

深沢　　　　　　　　

片平　　　　　　　　

押野　　　　　　　　

下雨沢　　　　　　　

下町　　　　　　　　

下飯沼沢　　　　　　

休戸　　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

春宮　　　　　　　　

唐木沢　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

白石　　　　　　　　

飯沼沢　　　　　　　

牧野団地　　　　　　

罠沢　　　　　　　　

辰野　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

信濃川島駅　　　　　

日出塩駅　　　　　　

小野駅　　　　　　　

内田　　　　　　　　
小赤　　　　　　　　

塩尻北ＩＣ　　　　　

広丘　　　　　　　　

南内田　　　　　　　

片丘　　　　　　　　

田川　　　　　　　　

堅石　　　　　　　　

郷原　　　　　　　　
高出　　　　　　　　

北熊井　　　　　　　

南熊井　　　　　　　

塩尻ＩＣ　　　　　　

塩尻　　　　　　　　塩尻駅　　　　　　　

岩垂　　　　　　　　

原口　　　　　　　　

芦ノ田　　　　　　　

桔梗ヶ原　　　　　　

塩尻　　　　　　　　

下西条　　　　　　　

平出　　　　　　　　平出遺跡　　　　　　

太田　　　　　　　　

元町　　　　　　　　

下小曽部　　　　　　

洗馬　　　　　　　　

床尾　　　　　　　　 上西条　　　　　　　

みどり湖　　　　　　

小曽部川　　　　　　

赤町　　　　　　　　

下大池　　　　　　　山形　　　　　　　　

中大池　　　　　　　

大原　　　　　　　　

古見　　　　　　　　

西洗馬　　　　　　　

松本空港　　　　　　小俣　　　　　　　　

下新田　　　　　　　

耕地　　　　　　　　

芦ノ田下　　　　　　

一ッ家　　　　　　　

横町　　　　　　　　

下花見　　　　　　　

下洗馬　　　　　　　
下村　　　　　　　　

下平　　　　　　　　

釜ノ口　　　　　　　

岩垂原　　　　　　　

吉田原　　　　　　　

宮の下　　　　　　　境　　　　　　　　　

境新田　　　　　　　

君石　　　　　　　　

剣ノ宮　　　　　　　

権現　　　　　　　　

原新田　　　　　　　

原村　　　　　　　　

古池　　　　　　　　

五千石　　　　　　　

向井　　　　　　　　
荒井　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

根治垣　　　　　　　

三ヶ組　　　　　　　

山岸　　　　　　　　

四ッ辻　　　　　　　

芝茶屋　　　　　　　

渋沢　　　　　　　　

祝地村　　　　　　　

小井戸　　　　　　　

小曽野　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

上小俣　　　　　　　

上新田　　　　　　　

上町　　　　　　　　

真田横山　　　　　　

西耕地　　　　　　　

石川　　　　　　　　

赤津　　　　　　　　

赤木　　　　　　　　

川窪　　　　　　　　

善知鳥山　　　　　　

倉村　　　　　　　　

大門七区　　　　　　

沢乃渡　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中原　　　　　　　　

中西条　　　　　　　

中町　　　　　　　　

中狹　　　　　　　　

町村　　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

田谷　　　　　　　　

東街道　　　　　　　

東耕地　　　　　　　

堂村　　　　　　　　

南原　　　　　　　　

南耕地　　　　　　　

入花見　　　　　　　

入道　　　　　　　　

飯田村　　　　　　　

幅下　　　　　　　　

平四郎沢　　　　　　

北耕地　　　　　　　

堀田　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

梨ノ木　　　　　　　

立小路　　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

和手　　　　　　　　

棧敷　　　　　　　　

みどり湖　　　　　　

塩尻町　　　　　　　

金井　　　　　　　　

広丘吉田　　　　　　

広丘郷原　　　　　　

広丘堅石　　　　　　

広丘原新田　　　　　

広丘高出　　　　　　

広丘野村　　　　　　

今井　　　　　　　　

笹賀　　　　　　　　

大小屋　　　　　　　

大門一番町　　　　　

大門桔梗町　　　　　

大門五番町　　　　　

大門幸町　　　　　　

大門三番町　　　　　

大門四番町　　　　　

大門七番町　　　　　

大門泉町　　　　　　

大門田川町　　　　　

大門八番町　　　　　

大門並木町　　　　　

大門六番町　　　　　

長畝　　　　　　　　

峰原　　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

下小俣　　　　　　　 小池　　　　　　　　
松山　　　　　　　　

空港東　　　　　　　 寿小赤　　　　　　　

塩尻市役所　　　　　

山形村役場　　　　　

洗馬駅　　　　　　　

みどり湖駅　　　　　

塩尻駅　　　　　　　

広丘駅　　　　　　　

塩尻警察署
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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▲



松本市　　　　　　　

室町　　　　　　　　

梓川　　　　　　　　

梓　　　　　　　　　
北条　　　　　　　　

小室　　　　　　　　南黒沢　　　　　　　

▲ 金松寺山　　　　　　

丸田　　　　　　　　

八景山　　　　　　　

北沢　　　　　　　　

▲ 黒沢山　　　　　　　

▲ 大明神山　　　　　　
島々谷川　　　　　　

島々　　　　　　　　安曇　　　　　　　　
大野田　　　　　　　

下島　　　　　　　　

渕東　　　　　　　　
波田　　　　　　　　

▲ 白山　　　　　　　　

中波田　　　　　　　
上波田　　　　　　　

山形村　　　　　　　

ひばりヶ丘　　　　　

下角　　　　　　　　

角影台　　　　　　　

学校通　　　　　　　

寺家　　　　　　　　

十三経塚　　　　　　

昭和町　　　　　　　

上海渡　　　　　　　

上角　　　　　　　　

上立田　　　　　　　

神田川　　　　　　　

前渕　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中下原　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

中塔　　　　　　　　

天神原　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

唐沢　　　　　　　　

鍋割　　　　　　　　

南北条　　　　　　　

波多　　　　　　　　北原団地　　　　　　

北々条　　　　　　　

竜島　　　　　　　　

梓川梓　　　　　　　

梓川上野　　　　　　

下波田　　　　　　　

東小倉　　　　　　　

新島々駅　　　　　　

渕東駅　　　　　　　

波田駅　　　　　　　

下島駅　　　　　　　

▲ 浅川山　　　　　　　

一ノ沢　　　　　　　

烏川　　　　　　　　
須砂度渓谷いこいの森

扇町　　　　　　　　

倉田　　　　　　　　

岩原　　　　　　　　

二ノ沢　　　　　　　

本沢　　　　　　　　

▲ 角蔵山　　　　　　　

田多井　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

三田　　　　　　　　

小田多井　　　　　　

小倉　　　　　　　　

▲ 鍋冠山　　　　　　　

久保田　　　　　　　

南小倉　　　　　　　

北小倉　　　　　　　

穂高柏原　　　　　　

穂高牧　　　　　　　

堀金三田　　　　　　

塚原　　　　　　　　

高松　　　　　　　　

松島　　　　　　　　

旧開智学校　　　　　

里山辺　　　　　　　

松本城　　　　　　　松本　　　　　　　　

松本駅　　　　　　　
堀米　　　　　　　　

松本ＩＣ　　　　　　

町区　　　　　　　　

島立　　　　　　　　

鎌田　　　　　　　　 筑摩　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

笹部　　　　　　　　
東新　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

野溝　　　　　　　　

出川　　　　　　　　

平田　　　　　　　　

白瀬渕　　　　　　　
寿　　　　　　　　　

芳川　　　　　　　　

二子　　　　　　　　

鎖川　　　　　　　　

神林　　　　　　　　

小屋　　　　　　　　

村井　　　　　　　　

豊丘　　　　　　　　

寿台　　　　　　　　

倭　　　　　　　　　

岩岡　　　　　　　　

大妻　　　　　　　　

三溝　　　　　　　　

松本電鉄　　　　　　

下竹田　　　　　　　

上竹田　　　　　　　

長野自動車道　　　　

下立田　　　　　　　

上長尾　　　　　　　

安塚　　　　　　　　

杏　　　　　　　　　

衣外　　　　　　　　

永田　　　　　　　　

横沢　　　　　　　　

下吉田　　　　　　　

下金井　　　　　　　

下三溝　　　　　　　

下新南　　　　　　　

下新北　　　　　　　

下神　　　　　　　　

下二子　　　　　　　

下和泉　　　　　　　

下和田　　　　　　　

梶海渡　　　　　　　

根石　　　　　　　　

三の宮　　　　　　　

山王　　　　　　　　

小宮　　　　　　　　
小柴　　　　　　　　

小松町　　　　　　　

上新西　　　　　　　
上新東　　　　　　　

上大妻　　　　　　　

上二子　　　　　　　

森口　　　　　　　　

神戸新田　　　　　　

西小松　　　　　　　

雪中　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

川東　　　　　　　　

蘇我　　　　　　　　

太子堂　　　　　　　

大庭　　　　　　　　

中上手　　　　　　　

中二子　　　　　　　町神　　　　　　　　

長丘町　　　　　　　

坪山　　　　　　　　

殿　　　　　　　　　

南栗　　　　　　　　

南荒井　　　　　　　

南小松　　　　　　　

南新中　　　　　　　

南新東　　　　　　　

南村　　　　　　　　

南大妻　　　　　　　

南中　　　　　　　　

南和田　　　　　　　

白川　　　　　　　　
白姫　　　　　　　　

尾池　　　　　　　　

美里町　　　　　　　
氷室　　　　　　　　

北栗　　　　　　　　

北原町　　　　　　　

北荒井　　　　　　　

北今井　　　　　　　

北小松　　　　　　　

北新西　　　　　　　

北新中　　　　　　　

北新東　　　　　　　

北新南　　　　　　　

北大妻　　　　　　　

堀米新田　　　　　　

六道　　　　　　　　

和田町　　　　　　　

旭（一）　　　　　　

旭（二）　　　　　　

梓川倭　　　　　　　

井川城（一）　　　　

井川城（三）　　　　

井川城（二）　　　　

横田（一）　　　　　

横田（三）　　　　　

横田（四）　　　　　

横田（二）　　　　　開智（二）　　　　　

鎌田（一）　　　　　鎌田（二）　　　　　

丸の内　　　　　　　

蟻ヶ崎（一）　　　　

蟻ヶ崎（三）　　　　蟻ヶ崎（四）　　　　

蟻ヶ崎（六）　　　　

宮渕（一）　　　　　

宮渕（三）　　　　　

宮渕（二）　　　　　宮渕本村　　　　　　

巾上　　　　　　　　

県（一）　　　　　　

県（三）　　　　　　

県（二）　　　　　　

元町（一）　　　　　

元町（二）　　　　　

高宮西　　　　　　　

高宮中　　　　　　　

高宮東　　　　　　　

高宮南　　　　　　　

高宮北　　　　　　　

笹部（一）　　　　　
笹部（三）　　　　　

笹部（四）　　　　　笹部（二）　　　　　

寿台（一）　　　　　寿台（九）　　　　　

寿台（五）　　　　　
寿台（四）　　　　　

寿台（七）　　　　　寿台（二）　　　　　
寿台（六）　　　　　

寿中（一）　　　　　

寿中（二）　　　　　

寿南（一）　　　　　

寿白瀬渕　　　　　　

寿豊丘　　　　　　　

寿北（一）　　　　　

寿北（九）　　　　　

寿北（五）　　　　　
寿北（三）　　　　　

寿北（四）　　　　　

寿北（七）　　　　　

寿北（二）　　　　　

寿北（八）　　　　　

寿北（六）　　　　　

出川（一）　　　　　

出川町　　　　　　　

渚（一）　　　　　　

渚（三）　　　　　　
渚（四）　　　　　　

渚（二）　　　　　　

女鳥羽（一）　　　　

女鳥羽（三）　　　　

庄内（一）　　　　　
庄内（二）　　　　　

松原　　　　　　　　

城山　　　　　　　　

城西（一）　　　　　城東（一）　　　　　

城東（二）　　　　　

新橋　　　　　　　　

深志（三）　　　　　
深志（二）　　　　　

神田（一）　　　　　

神田（二）　　　　　

征矢野（一）　　　　

征矢野（二）　　　　

清水（一）　　　　　

石芝（三）　　　　　

石芝（四）　　　　　石芝（二）　　　　　

双葉　　　　　　　　

惣社　　　　　　　　

大手（一）　　　　　

大手（四）　　　　　

大手（二）　　　　　

沢村（一）　　　　　

筑摩（一）　　　　　

筑摩（三）　　　　　

筑摩（四）　　　　　
筑摩（二）　　　　　

中央（一）　　　　　中央（三）　　　　　

中央（四）　　　　　

中央（二）　　　　　

中山台　　　　　　　

島内　　　　　　　　

南原（一）　　　　　南原（二）　　　　　

南松本（一）　　　　

南松本（二）　　　　

二美町（一）　　　　
二美町（二）　　　　

白板（一）　　　　　

白板（二）　　　　　

平田西（一）　　　　

平田西（二）　　　　

平田東（一）　　　　

平田東（三）　　　　

並柳（一）　　　　　

並柳（三）　　　　　

並柳（四）　　　　　

並柳（二）　　　　　

芳川小屋　　　　　　

芳川村井町　　　　　

芳川平田　　　　　　

芳川野溝　　　　　　

芳野　　　　　　　　

北深志（一）　　　　

北深志（三）　　　　

本庄（一）　　　　　

野溝西（一）　　　　野溝木工（一）　　　

野溝木工（二）　　　

理橋（一）　　　　　理橋（二）　　　　　

両島　　　　　　　　

村井町南（二）　　　村井町南（一）　　　

村井町南（四）　　　村井町南（三）　　　

下長尾　　　　　　　

七日市場　　　　　　
大村中　　　　　　　

大村南　　　　　　　
島高松　　　　　　　

東方　　　　　　　　北中　　　　　　　　蟻ヶ崎　　　　　　　蟻ヶ崎（五）　　　　蟻ヶ崎台　　　　　　桐（一）　　　　　　
元町（三）　　　　　大村　　　　　　　　

沢村（二）　　　　　

松本市役所　　　　　

村井駅　　　　　　　

南松本駅　　　　　　

森口駅　　　　　　　

三溝駅　　　　　　　

新村駅　　　　　　　

北新駅　　　　　　　

下新駅　　　　　　　
大庭駅　　　　　　　渚駅　　　　　　　　

信濃荒井駅　　　　　

西松本駅　　　　　　

松本駅　　　　　　　

北松本駅　　　　　　

島内駅　　　　　　　島高松駅　　　　　　

梓橋駅　　　　　　　

平田駅　　　　　　　

執田光　　　　　　　

反町　　　　　　　　

刈谷原　　　　　　　

光　　　　　　　　　

中条　　　　　　　　

重柳　　　　　　　　

▲ 光城山　　　　　　　

踏入　　　　　　　　南穂高　　　　　　　細萱　　　　　　　　

寺所　　　　　　　　

田沢　　　　　　　　

豊科　　　　　　　　

本村　　　　　　　　

熊倉　　　　　　　　

高家　　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

下鳥羽　　　　　　　

飯田　　　　　　　　

上鳥羽　　　　　　　

梓橋　　　　　　　　

穂高　　　　　　　　

柏矢　　　　　　　　

上堀　　　　　　　　
堀金　　　　　　　　

中堀　　　　　　　　

中萱　　　　　　　　
住吉　　　　　　　　

明盛　　　　　　　　

楡　　　　　　　　　

三郷　　　　　　　　

温　　　　　　　　　

長尾　　　　　　　　

稲倉　　　　　　　　

伊深　　　　　　　　

篠ノ井線　　　　　　

▲ 芥子望主山　　　　　

浅間温泉　　　　　　

水汲　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

▲ 長峰山　　　　　　　

安曇野ＩＣ　　　　　

梓川スマートＩＣ　　

堀金烏川　　　　　　

アルプス　　　　　　

カラノ木　　　　　　

たつみ原　　　　　　

安土　　　　　　　　

一日市場　　　　　　

塩倉　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

下飯田　　　　　　　

及木　　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

穴田　　　　　　　　

犬飼新田　　　　　　

桜坂　　　　　　　　

桜池　　　　　　　　

三ッ石　　　　　　　

山城　　　　　　　　

子ノ神　　　　　　　

小瀬幅　　　　　　　

上平瀬　　　　　　　

真々部　　　　　　　

神沢　　　　　　　　

成相　　　　　　　　

大口沢　　　　　　　

大村北　　　　　　　

大門　　　　　　　　

東区　　　　　　　　

徳治郎　　　　　　　

南洞　　　　　　　　

二木　　　　　　　　

入ノ沢　　　　　　　

柏矢町　　　　　　　

平瀬川西　　　　　　
平瀬川東　　　　　　

北洞　　　　　　　　

北方　　　　　　　　

麻生　　　　　　　　
矢原　　　　　　　　

矢作　　　　　　　　

矢満田　　　　　　　

旭（三）　　　　　　

岡田伊深　　　　　　

岡田下岡田　　　　　

岡田松岡　　　　　　

岡田町　　　　　　　

刈谷原町　　　　　　

桐（三）　　　　　　

桐（二）　　　　　　

錦部　　　　　　　　

五常　　　　　　　　

浅間温泉（一）　　　

浅間温泉（三）　　　
浅間温泉（二）　　　

沢村（三）　　　　　

洞　　　　　　　　　

南浅間　　　　　　　

美須々　　　　　　　

豊科光　　　　　　　

豊科高家　　　　　　

豊科田沢　　　　　　

豊科南穂高　　　　　

明科光　　　　　　　

沢屋　　　　　　　　
二股　　　　　　　　

白金　　　　　　　　
穂高　　　　　　　　

一日市場駅　　　　　

中萱駅　　　　　　　

南豊科駅　　　　　　

豊科駅　　　　　　　
田沢駅　　　　　　　

柏矢町駅　　　　　　

安曇野市役所　　　　

松本警察署

安曇野警察署
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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▲



▲ 白沢天狗山　　　　　

鹿島　　　　　　　　

鹿島川　　　　　　　

西海ノ口　　　　　　東海ノ口　　　　　　

稲尾　　　　　　　　

木崎湖　　　　　　　
▲ 小熊山　　　　　　　

篭川　　　　　　　　

源汲　　　　　　　　

中花見　　　　　　　

森　　　　　　　　　

木崎　　　　　　　　

農具川　　　　　　　
借馬　　　　　　　　

大町温泉郷　　　　　

日向山　　　　　　　

高瀬入　　　　　　　 西野口　　　　　　　

大原町　　　　　　　

東野口　　　　　　　

宮田町　　　　　　　

神栄町　　　　　　　

山岳博物館　　　　　

新行　　　　　　　　
一津　　　　　　　　

押出　　　　　　　　

下原　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

宮沢　　　　　　　　

居谷里　　　　　　　

犬ノ窪　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

大橋　　　　　　　　
大笹　　　　　　　　

南平　　　　　　　　

仏崎　　　　　　　　

分水　　　　　　　　

崩沢　　　　　　　　

北条屋敷　　　　　　

来見原　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

九日町　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

高根町　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

十日町　　　　　　　

上原　　　　　　　　

上仲町　　　　　　　

新郷　　　　　　　　

仁科郷　　　　　　　

相生町　　　　　　　大黒町　　　　　　　

中原町　　　　　　　

東中原町　　　　　　

東町　　　　　　　　

白塩町　　　　　　　

白樺　　　　　　　　

俵町　　　　　　　　

不二塚町　　　　　　

堀六日町　　　　　　

北大町駅　　　　　　

信濃木崎駅　　　　　

稲尾駅　　　　　　　

海ノ口駅　　　　　　

白馬村　　　　　　　

飯森　　　　　　　　

田頭　　　　　　　　

▲ 大遠見山　　　　　　

▲ 小遠見山　　　　　　

▲ 天狗岳　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

▲ 五龍岳　　　　　　　

▲ 鹿島槍ヶ岳　　　　　
大川沢　　　　　　　

青木湖　　　　　　　

加蔵　　　　　　　　

青木　　　　　　　　大冷沢　　　　　　　

中綱　　　　　　　　

中綱湖　　　　　　　

▲ 爺ヶ岳　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

三日市場　　　　　　

大田　　　　　　　　

東佐野　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

北谷地　　　　　　　

和知場　　　　　　　

簗場　　　　　　　　

糀原　　　　　　　　

藪沢　　　　　　　　

簗場駅　　　　　　　

南神城駅　　　　　　

神城駅　　　　　　　

長野市　　　　　　　

▲ 霊松寺山　　　　　　

大藤　　　　　　　　

美麻　　　　　　　　

二重　　　　　　　　

向　　　　　　　　　
宮村　　　　　　　　

高地　　　　　　　　

大塩　　　　　　　　

川下　　　　　　　　

山穂刈　　　　　　　

▲ 天狗山　　　　　　　

信級　　　　　　　　

日原東　　　　　　　

日名　　　　　　　　

弘崎　　　　　　　　
日原西　　　　　　　

▲ 長者山　　　　　　　

橋木　　　　　　　　

左右　　　　　　　　

曽山　　　　　　　　
▲ 大姥山　　　　　　　

上篭　　　　　　　　

舟場　　　　　　　　

川口　　　　　　　　

梨木　　　　　　　　

大岡　　　　　　　　

くぬぎ平　　　　　　

安賀　　　　　　　　

一倉田和　　　　　　

宇内坂　　　　　　　

雨池　　　　　　　　荻久保　　　　　　　

下栗尾　　　　　　　

下上篭　　　　　　　

下中山　　　　　　　

下中牧　　　　　　　

下味藤　　　　　　　

梶平　　　　　　　　

樺内　　　　　　　　

萱刈場　　　　　　　

刈内　　　　　　　　

岩下　　　　　　　　

岩本　　　　　　　　

蟻之尾　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

宮ノ脇　　　　　　　

宮平　　　　　　　　

牛門　　　　　　　　

曲尾　　　　　　　　

栗屋　　　　　　　　
栗尾　　　　　　　　

桑梨　　　　　　　　

桂　　　　　　　　　

元ノ関　　　　　　　

高合　　　　　　　　

高市場　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

鹿道　　　　　　　　

柴原　　　　　　　　
住平　　　　　　　　

女蔵里　　　　　　　

小栗　　　　　　　　

小菅　　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

小峰　　　　　　　　

上栗尾　　　　　　　

上上篭　　　　　　　

上奈良尾　　　　　　新間　　　　　　　　

西の窪　　　　　　　

青木平　　　　　　　

川名　　　　　　　　

槍平　　　　　　　　

大月　　　　　　　　

大田和　　　　　　　

棚原　　　　　　　　

置原　　　　　　　　

竹之下　　　　　　　

竹之田和　　　　　　

中ノ貝　　　　　　　

中ノ関　　　　　　　

中挟　　　　　　　　

町田　　　　　　　　

長畑　　　　　　　　

鳥立　　　　　　　　

坪川　　　　　　　　

吐唄　　　　　　　　

湯ノ海　　　　　　　

藤布月　　　　　　　

栃ノ木　　　　　　　

栃久保　　　　　　　

栃沢　　　　　　　　

南牧　　　　　　　　

日向畑　　　　　　　

日合　　　　　　　　

八重堀　　　　　　　

布川　　　　　　　　

仏風　　　　　　　　

北小松尾　　　　　　

埋家　　　　　　　　

又田羅　　　　　　　

味藤　　　　　　　　
明賀　　　　　　　　

柳久保　　　　　　　

和田之城　　　　　　

和平　　　　　　　　

椚木　　　　　　　　

信州新町下市場　　　

大岡甲　　　　　　　

美麻　　　　　　　　

外味藤　　　　　　　
福土　　　　　　　　

小川村　　　　　　　

持京　　　　　　　　

▲ 飯縄山　　　　　　　

上北尾　　　　　　　

稲丘　　　　　　　　

瀬戸川　　　　　　　

▲ 蕎麦粒山　　　　　　

馬曲　　　　　　　　

夏和　　　　　　　　

高府　　　　　　　　

小川　　　　　　　　

土尻川　　　　　　　

小根山　　　　　　　

久木　　　　　　　　

峰方　　　　　　　　

南谷地　　　　　　　

青具峠　　　　　　　

矢久　　　　　　　　

千見　　　　　　　　

小藤　　　　　　　　

細尾　　　　　　　　

太田川　　　　　　　

越道　　　　　　　　

左右礼　　　　　　　

一之坂　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

一ノ貝　　　　　　　

一ノ倉　　　　　　　

一宇田　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

芋之沢　　　　　　　

塩ノ川　　　　　　　

横峰　　　　　　　　

荻之久保　　　　　　 下市場　　　　　　　

下北尾　　　　　　　

下末　　　　　　　　

花岡　　　　　　　　

花尾　　　　　　　　

花尾和田　　　　　　

外山　　　　　　　　

外石　　　　　　　　

梶尾　　　　　　　　

鴨之尾　　　　　　　

吉刈　　　　　　　　

久津　　　　　　　　

久木中村　　　　　　

久木本郷　　　　　　

宮ノ入　　　　　　　

境ノ宮　　　　　　　

駒越　　　　　　　　

桑の木沢　　　　　　

穴之尾　　　　　　　

穴尾　　　　　　　　

犬平　　　　　　　　

絹張　　　　　　　　

見瀬之尾　　　　　　

向清水坂　　　　　　

高山寺　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

細尾笠子　　　　　　

坂所　　　　　　　　

坂之瀬　　　　　　　

三貫地　　　　　　　

三百地　　　　　　　

山秋　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

次木　　　　　　　　

十二倉　　　　　　　

出法　　　　　　　　

初引　　　　　　　　

小境　　　　　　　　

小根山町　　　　　　

松尾　　　　　　　　

上坂　　　　　　　　

新井　　　　　　　　

真倉　　　　　　　　

神楽岡　　　　　　　

菅ノ久保　　　　　　

菅沼　　　　　　　　

西戸谷　　　　　　　

西林　　　　　　　　

石原　　　　　　　　

袖　　　　　　　　　

大手　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　
大崩　　　　　　　　

滝ノ入　　　　　　　

沢入　　　　　　　　

沢之宮　　　　　　　

池ノ平　　　　　　　

竹ノ川　　　　　　　

中の崎　　　　　　　

中之在家　　　　　　

中牧　　　　　　　　

長久保　　　　　　　

椿峰　　　　　　　　

鶴牧田　　　　　　　

泥立　　　　　　　　

天京　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

田島　　　　　　　　

土口　　　　　　　　

土合　　　　　　　　
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島田　　　　　　　　

東戸谷　　　　　　　
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奈良尾　　　　　　　
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日影大左右　　　　　

日向大左右　　　　　
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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▲



箕輪町　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

伊矢崎　　　　　　　

栗田　　　　　　　　

塩供　　　　　　　　

長藤　　　　　　　　

野笹　　　　　　　　

板山　　　　　　　　

山室　　　　　　　　

川辺　　　　　　　　

▲ 月蔵山　　　　　　　

弥勒　　　　　　　　

高遠　　　　　　　　

▲ 不動峰　　　　　　　

芦沢　　　　　　　　

笠原　　　　　　　　

南割　　　　　　　　

美篶　　　　　　　　

中県　　　　　　　　
下県　　　　　　　　

六道原　　　　　　　

不手良　　　　　　　

野口　　　　　　　　

八ッ手　　　　　　　

福与　　　　　　　　

三日町　　　　　　　

中坪　　　　　　　　

藤沢川　　　　　　　

蟹沢　　　　　　　　

郷沢　　　　　　　　

郷之坪　　　　　　　

栗巾　　　　　　　　

山梨　　　　　　　　

鹿垣　　　　　　　　

上棚　　　　　　　　

常盤町　　　　　　　

台殿　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

大豊　　　　　　　　

狸台　　　　　　　　

鍛冶村　　　　　　　

竹之内　　　　　　　

中屋　　　　　　　　

中部　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

的場　　　　　　　　

東松　　　　　　　　

道場　　　　　　　　

那木沢　　　　　　　

南部　　　　　　　　

二重平　　　　　　　

判ノ木　　　　　　　

番匠町　　　　　　　

米垣外　　　　　　　

北垣外　　　　　　　

高遠町　　　　　　　

手良中坪　　　　　　

手良野口　　　　　　

手良澤岡　　　　　　

末広　　　　　　　　

辰野町　　　　　　　
諏訪市　　　　　　　

天竜川　　　　　　　

平出　　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

▲ 小式部城山　　　　　

沢底　　　　　　　　

鴻の田　　　　　　　

覗石　　　　　　　　

板沢　　　　　　　　

湖南　　　　　　　　

▲ 守屋山　　　　　　　

大熊　　　　　　　　

神宮寺　　　　　　　

松倉　　　　　　　　

片倉　　　　　　　　

薬師堂　　　　　　　

御堂垣外　　　　　　
長岡　　　　　　　　

南小河内　　　　　　

北小河内　　　　　　

山際　　　　　　　　

赤羽　　　　　　　　

東箕輪　　　　　　　

下町　　　　　　　　

河子沢　　　　　　　

岩花　　　　　　　　
上平出　　　　　　　

大石平　　　　　　　

福沢　　　　　　　　

青木沢　　　　　　　

辰野駅　　　　　　　

富士見町　　　　　　

栗生　　　　　　　　

富士見　　　　　　　

富里　　　　　　　　

瀬沢　　　　　　　　

とちノ木　　　　　　
木之間　　　　　　　

花場　　　　　　　　

▲ 入笠山　　　　　　　

▲ 釜無山　　　　　　　

荊口　　　　　　　　

山室川　　　　　　　

横吹　　　　　　　　

釜無　　　　　　　　

休戸　　　　　　　　

原の茶屋　　　　　　

松目　　　　　　　　

先能　　　　　　　　

大萱　　　　　　　　

富士見　　　　　　　

塚平　　　　　　　　

富士見町役場　　　　

富士見駅　　　　　　

原村　　　　　　　　

茅野市　　　　　　　

高部　　　　　　　　

杖突峠　　　　　　　

金沢峠　　　　　　　

青柳　　　　　　　　

大池　　　　　　　　

宮川　　　　　　　　木舟　　　　　　　　

茅野　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

田沢　　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

穴山　　　　　　　　

中道　　　　　　　　

槻木　　　　　　　　

小屋場　　　　　　　

泉野　　　　　　　　

室内　　　　　　　　

原村　　　　　　　　

払沢　　　　　　　　

中新田　　　　　　　

南原　　　　　　　　

南原山　　　　　　　

富原　　　　　　　　

諏訪南ＩＣ　　　　　

御射山神戸　　　　　

北久保　　　　　　　 菊沢　　　　　　　　
ひばりヶ丘　　　　　

みどりヶ丘　　　　　

やつがね　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

安国寺　　　　　　　

横内　　　　　　　　

茅野　　　　　　　　

茅野町　　　　　　　

鏡湖　　　　　　　　

金沢下　　　　　　　

金沢上　　　　　　　

金沢台　　　　　　　

御作田　　　　　　　

御狩野　　　　　　　

向ヶ丘　　　　　　　

荒神　　　　　　　　

坂室　　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

子之神　　　　　　　

若葉台　　　　　　　
小町屋　　　　　　　

小堂見　　　　　　　

上北久保　　　　　　

新金沢　　　　　　　

神之原　　　　　　　

西茅野　　　　　　　

中河原　　　　　　　 長峰　　　　　　　　

田道　　　　　　　　

東向ヶ丘　　　　　　

南小泉　　　　　　　

判之木　　　　　　　

富ヶ丘　　　　　　　

矢ノ口　　　　　　　

立沢南原　　　　　　

両久保　　　　　　　

緑　　　　　　　　　
塚原（二）　　　　　

本町西　　　　　　　

本町東　　　　　　　
下槻木　　　　　　　

上槻木　　　　　　　上金子　　　　　　　

塚原（一）　　　　　南町　　　　　　　　

茅野市役所　　　　　

原村役場　　　　　　

すずらんの里駅　　　

青柳駅　　　　　　　

茅野駅　　　　　　　
茅野警察署
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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。
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交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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辰野町　　　　　　　

塩尻峠　　　　　　　

勝弦　　　　　　　　

天竜川　　　　　　　

川岸　　　　　　　　

岡谷駅　　　　　　　

岡谷　　　　　　　　

長地　　　　　　　　

諏訪湖　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

覗石　　　　　　　　

湖南　　　　　　　　

中洲　　　　　　　　

上川　　　　　　　　

高島　　　　　　　　

高島城　　　　　　　諏訪　　　　　　　　

湯の脇　　　　　　　

赤砂　　　　　　　　

下諏訪　　　　　　　

諏訪大社　　　　　　

富ヶ丘　　　　　　　

高木　　　　　　　　

有賀　　　　　　　　

岡谷ＩＣ　　　　　　

岡谷ＪＣＴ　　　　　

岡谷市　　　　　　　中央自動車道　　　　

中央本線　　　　　　

塩尻市　　　　　　　

北小野　　　　　　　

あさひ　　　　　　　

一ッ浜　　　　　　　

下ノ原　　　　　　　

下金子　　　　　　　

湖浜　　　　　　　　

四王　　　　　　　　

社東町　　　　　　　 小湯ノ上　　　　　　

杉菜池　　　　　　　

西赤砂　　　　　　　

大社通　　　　　　　

東赤砂　　　　　　　

湯田町　　　　　　　

南真志野　　　　　　

樋沢　　　　　　　　
富部　　　　　　　　

武居　　　　　　　　

福島新町　　　　　　

文出　　　　　　　　

北真志野　　　　　　

矢木西　　　　　　　
友之町　　　　　　　

加茂町（四）　　　　
加茂町（二）　　　　

郷田（一）　　　　　

郷田（二）　　　　　

銀座（一）　　　　　

湖岸通り（一）　　　

湖岸通り（五）　　　

湖岸通り（三）　　　

湖岸通り（二）　　　

湖畔（一）　　　　　

湖畔（四）　　　　　湖畔（二）　　　　　

御倉町　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

高島（三）　　　　　

高島（四）　　　　　

高島（二）　　　　　

山下町（一）　　　　

山下町（二）　　　　

山手町（一）　　　　

山手町（二）　　　　

渋崎　　　　　　　　

小和田　　　　　　　小和田南　　　　　　

上川（一）　　　　　

上川（三）　　　　　

上川（二）　　　　　

城南（一）　　　　　

城南（二）　　　　　

神明町（一）　　　　

神明町（三）　　　　

神明町（四）　　　　

神明町（二）　　　　

諏訪（一）　　　　　

諏訪（二）　　　　　

成田町（二）　　　　

清水（三）　　　　　

赤羽（一）　　　　　

赤羽（三）　　　　　

川岸上（一）　　　　川岸上（三）　　　　川岸上（四）　　　　

川岸上（二）　　　　

川岸西（一）　　　　

川岸西（二）　　　　

川岸中（一）　　　　

川岸中（三）　　　　

川岸中（二）　　　　

川岸東（一）　　　　

川岸東（五）　　　　

川岸東（三）　　　　

川岸東（四）　　　　

川岸東（二）　　　　

大栄町（二）　　　　

大手（一）　　　　　

大手（二）　　　　　

大和（一）　　　　　

大和（三）　　　　　
大和（二）　　　　　

茶臼山　　　　　　　

中央町（一）　　　　
中央町（二）　　　　

長地権現町（一）　　

長地権現町（三）　　長地権現町（四）　　

長地権現町（二）　　

長地源（一）　　　　
長地源（二）　　　　

長地御所（一）　　　

長地御所（二）　　　
長地柴宮（一）　　　

長地柴宮（三）　　　

長地柴宮（二）　　　

長地小萩（一）　　　

長地小萩（三）　　　
長地鎮（一）　　　　

長地片間町（二）　　

長地梨久保（一）　　

塚間町（二）　　　　

天竜町（一）　　　　

天竜町（三）　　　　
天竜町（二）　　　　

田中町（二）　　　　

東銀座（二）　　　　

湯の脇（一）　　　　
湯の脇（二）　　　　

南宮（一）　　　　　

南宮（三）　　　　　

堀ノ内（一）　　　　

堀ノ内（二）　　　　

本町（一）　　　　　

本町（三）　　　　　本町（四）　　　　　

末広　　　　　　　　

湊（一）　　　　　　

湊（五）　　　　　　

湊（三）　　　　　　

湊（四）　　　　　　

湊（二）　　　　　　

山之神　　　　　　　

長地小萩（二）　　　長地鎮（二）　　　　
長地梨久保（二）　　

諏訪市役所　　　　　

岡谷市役所　　　　　

下諏訪町役場　　　　

川岸駅　　　　　　　

上諏訪駅　　　　　　

岡谷駅　　　　　　　

下諏訪駅　　　　　　

牧ノ内　　　　　　　
牛伏寺　　　　　　　

崖ノ湯　　　　　　　

▲ 横峰　　　　　　　　

高ボッチ高原　　　　

▲ 高ボッチ山　　　　　

▲ 東山　　　　　　　　

柿沢　　　　　　　　

横河川　　　　　　　
▲ 萩倉　　　　　　　　

砥川　　　　　　　　

樋橋　　　　　　　　

▲ 二ッ山　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

崖の湯　　　　　　　

所沢　　　　　　　　

上ノ原団地　　　　　 星が丘　　　　　　　

町屋敷　　　　　　　

萩倉　　　　　　　　

牧の内　　　　　　　

旧塩尻　　　　　　　

長地出早（一）　　　
長地出早（三）　　　

長地出早（二）　　　

茅野市飛地　　　　　

諏訪市　　　　　　　

四賀　　　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

▲ 大見山　　　　　　　

角間新田　　　　　　

城山　　　　　　　　

埴原田　　　　　　　福沢　　　　　　　　

鋳物師屋　　　　　　

米沢　　　　　　　　

菅沢　　　　　　　　

古田　　　　　　　　

豊平　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

糸萱　　　　　　　　

柏原　　　　　　　　

▲ カシガリ山　　　　　

湯川　　　　　　　　

甲州街道　　　　　　

下諏訪町　　　　　　

諏訪ＩＣ　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

中金子　　　　　　　

岡村（一）　　　　　

元町　　　　　　　　

清水（二）　　　　　

グリーンヒルズＶ　　

くるみ台　　　　　　

塩之目　　　　　　　

下古田　　　　　　　

下菅沢　　　　　　　

花蒔　　　　　　　　

鬼場　　　　　　　　

芹ヶ沢　　　　　　　
細久保　　　　　　　

山寺　　　　　　　　

上古田　　　　　　　

上場沢　　　　　　　

上菅沢　　　　　　　

双葉ヶ丘　　　　　　

大日影　　　　　　　

南大塩　　　　　　　

飯島　　　　　　　　

尾玉町　　　　　　　

普門寺　　　　　　　

武津　　　　　　　　

米沢台　　　　　　　

北大塩　　　　　　　

堀　　　　　　　　　

立石町　　　　　　　

ちの　　　　　　　　

岡村（二）　　　　　

沖田町（一）　　　　

沖田町（五）　　　　
沖田町（三）　　　　

沖田町（四）　　　　

沖田町（二）　　　　

上諏訪　　　　　　　

中大塩　　　　　　　

新和田トンネル有料道

東俣　　　　　　　　

霧ヶ峰　　　　　　　

▲ 車山　　　　　　　　

白樺湖　　　　　　　

大門峠　　　　　　　

姫木平　　　　　　　

鷹山　　　　　　　　

男女倉　　　　　　　

▲ 鷲ヶ峰　　　　　　　

和田峠　　　　　　　

東餅屋　　　　　　　

▲ 三峰山　　　　　　　

池ノ平　　　　　　　

ビーナスライン　　　

強清水　　　　　　　

三本松　　　　　　　

車山高原　　　　　　

接待　　　　　　　　

白樺湖　　　　　　　

緑の村　　　　　　　

白樺高原　　　　　　

北山　　　　　　　　

岡谷警察署

諏訪警察署
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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
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線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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筑北村　　　　　　　

刈谷沢　　　　　　　 ▲ 四阿屋山　　　　　　

▲ 大沢山　　　　　　　
立川　　　　　　　　

東条　　　　　　　　

西条　　　　　　　　
本城　　　　　　　　

小仁熊　　　　　　　

八木　　　　　　　　

乱橋　　　　　　　　

風越峠　　　　　　　

▲ 大洞山　　　　　　　

青木峠　　　　　　　

河鹿沢　　　　　　　
地蔵峠　　　　　　　

会吉　　　　　　　　

横川　　　　　　　　

原山　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

両瀬　　　　　　　　

小岩井　　　　　　　

藤池　　　　　　　　

市之沢　　　　　　　

奈良本　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　

田沢　　　　　　　　

▲ 十観山　　　　　　　

原池　　　　　　　　

弘法　　　　　　　　

修那羅峠　　　　　　

▲ 子檀嶺岳　　　　　　

真田　　　　　　　　

上安坂　　　　　　　

長野自動車道　　　　

くるみ沢　　　　　　

塩入　　　　　　　　

下会吉　　　　　　　

下奈良本　　　　　　

会吉沢　　　　　　　

釜房　　　　　　　　

刈一　　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

宮原　　　　　　　　

戸川　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

四谷　　　　　　　　

四房　　　　　　　　

十二原　　　　　　　

小仁熊下　　　　　　

小仁熊上　　　　　　

上会吉　　　　　　　

上手山　　　　　　　

上手村　　　　　　　

水上　　　　　　　　

足の田　　　　　　　

大門　　　　　　　　

竹之下　　　　　　　

中之組　　　　　　　

中挾　　　　　　　　

奴　　　　　　　　　

東村　　　　　　　　

湯本　　　　　　　　

洞　　　　　　　　　

栃平　　　　　　　　

馬船　　　　　　　　

番場　　　　　　　　

牧寄　　　　　　　　

槙寄　　　　　　　　

木立　　　　　　　　

柳川原　　　　　　　

眞田　　　　　　　　

召田　　　　　　　　
長越　　　　　　　　

七ッ松　　　　　　　

西条駅　　　　　　　

筑北村役場　　　　　

麻績村　　　　　　　

▲ 聖山　　　　　　　　
聖高原　　　　　　　

市野川　　　　　　　

上井堀　　　　　　　

高桑部　　　　　　　

桑山　　　　　　　　

下井堀　　　　　　　

麻績　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

竹場　　　　　　　　

坂北　　　　　　　　

中安坂　　　　　　　

下安坂　　　　　　　
坂井　　　　　　　　

下永井　　　　　　　

上永井　　　　　　　

▲ 大林山　　　　　　　

四十八曲峠　　　　　

猿ヶ馬場峠　　　　　

大池　　　　　　　　

一本松峠　　　　　　

羽尾　　　　　　　　

須坂　　　　　　　　

▲ 冠着山　　　　　　　

丙　　　　　　　　　

麻績ＩＣ　　　　　　

姨捨スマートＩＣ　　

井田　　　　　　　　

桑関　　　　　　　　

安坂中村　　　　　　

一ッ石　　　　　　　

羽尾原　　　　　　　

永井中村　　　　　　

円明　　　　　　　　

横屋　　　　　　　　

横辻　　　　　　　　
下桂　　　　　　　　

梶浦　　　　　　　　

叶里　　　　　　　　

樺平　　　　　　　　

境ナシ　　　　　　　
玉根　　　　　　　　駒形　　　　　　　　

熊野川　　　　　　　

桂　　　　　　　　　

桂石　　　　　　　　

古司　　　　　　　　

御麓　　　　　　　　

向原団地　　　　　　

高　　　　　　　　　

高萩　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

根尾　　　　　　　　

砂原　　　　　　　　 崎平　　　　　　　　

山間　　　　　　　　

山秋　　　　　　　　

女渕　　　　　　　　

小東　　　　　　　　
松場　　　　　　　　

新倉　　　　　　　　

真米　　　　　　　　

杉ノ越　　　　　　　

杉崎　　　　　　　　

菅ノ沢　　　　　　　

生金　　　　　　　　

聖　　　　　　　　　

西之久保　　　　　　

千曲高原　　　　　　

漸々　　　　　　　　

草湯　　　　　　　　

中芝　　　　　　　　

長楽　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

長畑　　　　　　　　

天王　　　　　　　　

湯戸坂口　　　　　　
道平　　　　　　　　

入川　　　　　　　　

八幡林　　　　　　　

半在家　　　　　　　

氷室　　　　　　　　

坊平　　　　　　　　

野田沢　　　　　　　

矢花山寺　　　　　　

六工　　　　　　　　

和合　　　　　　　　

楡窪　　　　　　　　

坂北　　　　　　　　
昭和町　　　　　　　青柳　　　　　　　　

大岡丙　　　　　　　

日　　　　　　　　　

麻　　　　　　　　　

長尾根　　　　　　　

麻績村役場　　　　　

坂北駅　　　　　　　

聖高原駅　　　　　　

冠着駅　　　　　　　

▲ 夫神岳　　　　　　　

夫神　　　　　　　　

殿戸　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

村松　　　　　　　　

管社　　　　　　　　

当郷　　　　　　　　

▲ 摺鉢山　　　　　　　

下塩尻　　　　　　　

半過　　　　　　　　

上室賀　　　　　　　
大野田　　　　　　　

下室田　　　　　　　

▲ 飯繩山　　　　　　　

浦野　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

仁古田　　　　　　　

下之条　　　　　　　

秋和　　　　　　　　

中之条　　　　　　　

上田原　　　　　　　築地　　　　　　　　
御所　　　　　　　　

神畑　　　　　　　　

上田交通別所線　　　

下之郷　　　　　　　
五加　　　　　　　　

舞田　　　　　　　　

越戸　　　　　　　　

八木沢　　　　　　　

別所温泉　　　　　　

手塚　　　　　　　　

前山　　　　　　　　

古安曽　　　　　　　

平井寺　　　　　　　

富士山　　　　　　　

奈良尾　　　　　　　

西洞　　　　　　　　

院内　　　　　　　　

押出　　　　　　　　

押切　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

下越戸　　　　　　　

下小島　　　　　　　

下組　　　　　　　　

下本郷　　　　　　　

花ノ木　　　　　　　

岳ノ組　　　　　　　

原久保　　　　　　　

原組　　　　　　　　

三好町　　　　　　　

寺軒町　　　　　　　

寺村　　　　　　　　

出浦町　　　　　　　

上越戸　　　　　　　

上手　　　　　　　　

上手組　　　　　　　

上小島　　　　　　　

上半過　　　　　　　

上本郷　　　　　　　

城団地　　　　　　　

神宮寺組　　　　　　

千曲町　　　　　　　

川辺町　　　　　　　

倉升　　　　　　　　

大庭　　　　　　　　

大湯　　　　　　　　

竹の花　　　　　　　

中洞　　　　　　　　

田中組　　　　　　　

東五加　　　　　　　

東前山　　　　　　　

東築地　　　　　　　

東洞　　　　　　　　

白銀　　　　　　　　

分去　　　　　　　　

兵庫　　　　　　　　

本組　　　　　　　　

鈴子　　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

十人　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

常磐城（一）　　　　

常磐城（五）　　　　

常磐城（三）　　　　

常磐城（四）　　　　

常磐城（二）　　　　

常磐城（六）　　　　

諏訪形　　　　　　　

中央西（一）　　　　

中央西（二）　　　　

天神（三）　　　　　

天神（四）　　　　　

天神（二）　　　　　

二の丸　　　　　　　

福田　　　　　　　　

保野　　　　　　　　

緑が丘（一）　　　　

緑が丘（三）　　　　
緑が丘（二）　　　　

下半過　　　　　　　

入組　　　　　　　　

青木村役場　　　　　

別所温泉駅　　　　　

八木沢駅　　　　　　
舞田駅　　　　　　　

中野駅　　　　　　　塩田町駅　　　　　　

中塩田駅　　　　　　下之郷駅　　　　　　

大学前駅　　　　　　

神畑駅　　　　　　　

寺下駅　　　　　　　

上田原駅　　　　　　
赤坂上駅　　　　　　三好町駅　　　　　　城下駅　　　　　　　

西上田駅　　　　　　

坂城町　　　　　　　

千曲市　　　　　　　

上徳間　　　　　　　

戸倉　　　　　　　　

▲ 五里ヶ峯　　　　　　

磯部　　　　　　　　上山田温泉　　　　　

上山田　　　　　　　

漆原　　　　　　　　

新山　　　　　　　　
力石　　　　　　　　

上五明　　　　　　　

坂城　　　　　　　　

日名　　　　　　　　

▲ 鳩ヶ峯　　　　　　　

御所沢　　　　　　　

四ッ屋　　　　　　　

網掛　　　　　　　　

室賀峠　　　　　　　
小網　　　　　　　　鼠宿　　　　　　　　

南条　　　　　　　　

入横尾　　　　　　　

▲ 虚空蔵山　　　　　　

上塩尻　　　　　　　

▲ 鏡台山　　　　　　　

坂城ＩＣ　　　　　　

苅屋原　　　　　　　

月見　　　　　　　　

黒彦　　　　　　　　
今井町　　　　　　　

坂城　　　　　　　　

松井新田　　　　　　
上中町　　　　　　　

城腰　　　　　　　　

新戸倉温泉　　　　　

新地　　　　　　　　

中徳間　　　　　　　

町横尾　　　　　　　

南日名　　　　　　　
日名沢　　　　　　　

八王子　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

福井　　　　　　　　

北日名　　　　　　　

戍久保　　　　　　　

戸倉温泉　　　　　　

上山田　　　　　　　

上山田温泉（一）　　

上山田温泉（三）　　

上山田温泉（四）　　

上山田温泉（二）　　

十夜河原　　　　　　

坂城町役場　　　　　坂城駅　　　　　　　

戸倉駅　　　　　　　

テクノさかき駅　　　

上田警察署
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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▲



犬石　　　　　　　　

石川　　　　　　　　

赤田　　　　　　　　

四野宮　　　　　　　

塩崎　　　　　　　　

▲ 篠山　　　　　　　　

田野口　　　　　　　

聖川　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

▲ 高雄山　　　　　　　

高野　　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

灰原　　　　　　　　

三水　　　　　　　　

永ノ田　　　　　　　

更信　　　　　　　　

水内　　　　　　　　

上条　　　　　　　　

山穂刈　　　　　　　

信州新町　　　　　　里穂刈　　　　　　　

竹房　　　　　　　　

牧野島　　　　　　　

牧田中　　　　　　　

日方　　　　　　　　

中牧　　　　　　　　

大田原　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

姨捨　　　　　　　　

篠ノ井線　　　　　　
稲荷山　　　　　　　

野高場　　　　　　　

更埴　　　　　　　　

下石津　　　　　　　

慶師　　　　　　　　

上石津　　　　　　　

内花見　　　　　　　

信州新町中牧　　　　

笠子　　　　　　　　
中屋　　　　　　　　

安用　　　　　　　　

伊切　　　　　　　　

一致　　　　　　　　

稲荷山団地　　　　　

越　　　　　　　　　

下灰原　　　　　　　

下石川　　　　　　　

外花見　　　　　　　

角間　　　　　　　　

共栄　　　　　　　　

境町　　　　　　　　

橋場　　　　　　　　

郷津　　　　　　　　

郡　　　　　　　　　

源五郎　　　　　　　

古矢場　　　　　　　

戸口　　　　　　　　

向川原　　　　　　　

荒町　　　　　　　　

今井久保　　　　　　
坂之頭　　　　　　　

札木　　　　　　　　

四之宮　　　　　　　

志川　　　　　　　　
志川団地　　　　　　

治田町　　　　　　　

曙　　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

小日向　　　　　　　

上灰原　　　　　　　

上石川　　　　　　　

上中山　　　　　　　

上八日町　　　　　　

杖突　　　　　　　　

新宿　　　　　　　　

森下　　　　　　　　

須牧　　　　　　　　

成上　　　　　　　　

精進屋　　　　　　　

聖沢　　　　　　　　

西境　　　　　　　　

西区　　　　　　　　

西山田　　　　　　　

西松山　　　　　　　

西日向　　　　　　　

石畑　　　　　　　　

千原田　　　　　　　

浅野　　　　　　　　

代　　　　　　　　　

中ノ在家　　　　　　

中区　　　　　　　　

中峰　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

直路　　　　　　　　

追沢　　　　　　　　

島仁田　　　　　　　

東境　　　　　　　　

東区　　　　　　　　

東原市場　　　　　　

東山田　　　　　　　東松山　　　　　　　

道祖神　　　　　　　

白樺団地　　　　　　

氷熊　　　　　　　　

平清水　　　　　　　

米田和　　　　　　　

峰　　　　　　　　　

北堀　　　　　　　　

牧原　　　　　　　　

本八日町　　　　　　

目洗石　　　　　　　

矢ノ尻　　　　　　　

油田　　　　　　　　

粟佐　　　　　　　　

坑瀬下　　　　　　　

杭瀬下（一）　　　　

杭瀬下（五）　　　　

杭瀬下（三）　　　　杭瀬下（四）　　　　

杭瀬下（二）　　　　

杭瀬下（六）　　　　

篠ノ井塩崎　　　　　

篠ノ井石川　　　　　

篠ノ井二ッ柳　　　　

篠ノ井布施五明　　　

信更町上尾　　　　　

信州新町新町　　　　

大岡弘崎　　　　　　大岡中牧　　　　　　

中　　　　　　　　　

花倉　　　　　　　　

向山　　　　　　　　
上河　　　　　　　　 上有旅　　　　　　　切久保　　　　　　　

大河　　　　　　　　 峠　　　　　　　　　

千曲市役所　　　　　

姨捨駅　　　　　　　

稲荷山駅　　　　　　

小川村　　　　　　　

祖山　　　　　　　　

▲ 陣場平山　　　　　　

栃ノ木　　　　　　　

山田中　　　　　　　

坪根　　　　　　　　

五十平　　　　　　　
七二会　　　　　　　

上戸倉　　　　　　　

瀬脇　　　　　　　　

村山　　　　　　　　

山布施　　　　　　　

笹平　　　　　　　　

犀川　　　　　　　　

有旅　　　　　　　　

青池　　　　　　　　

古藤　　　　　　　　

涌池　　　　　　　　安庭　　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　
山上条　　　　　　　越道　　　　　　　　

上長井　　　　　　　

土尻川　　　　　　　

住良木　　　　　　　
中条　　　　　　　　

日高　　　　　　　　

芦沼　　　　　　　　

下条　　　　　　　　

日下野　　　　　　　

姥久保　　　　　　　
御山里　　　　　　　

峰奈良井　　　　　　

▲ 虫倉山　　　　　　　

川後　　　　　　　　

安庭ＩＣ　　　　　　

花尾菅沼　　　　　　

佐峰　　　　　　　　

志神　　　　　　　　

川迎　　　　　　　　

濁沢　　　　　　　　

富吉　　　　　　　　

芦沢　　　　　　　　

芦之久保　　　　　　

安庭中　　　　　　　

安庭南　　　　　　　

安庭北　　　　　　　

越道峰　　　　　　　

榎　　　　　　　　　
遠見　　　　　　　　

塩本　　　　　　　　

横道　　　　　　　　

下下条　　　　　　　

下古沢　　　　　　　

下五十里　　　　　　

下奈良井　　　　　　

花園　　　　　　　　

花上　　　　　　　　

臥雲　　　　　　　　

外小手屋　　　　　　

角井　　　　　　　　

刈場　　　　　　　　

冠　　　　　　　　　

岩草　　　　　　　　

吉窪　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

宮浦　　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

境ノ沢　　　　　　　

九竜　　　　　　　　

栗本　　　　　　　　

栗林　　　　　　　　

穴平　　　　　　　　

月夜棚　　　　　　　

古間　　　　　　　　

古宿　　　　　　　　

江見　　　　　　　　

高福寺　　　　　　　

根踏　　　　　　　　

桜出　　　　　　　　

笹鍋　　　　　　　　

三ヶ野　　　　　　　

市ノ瀬　　　　　　　

市之口　　　　　　　

寺地　　　　　　　　

持畔　　　　　　　　

若神子　　　　　　　

手洗　　　　　　　　

秋古　　　　　　　　

舟久保　　　　　　　

舟谷　　　　　　　　

舟渡　　　　　　　　

住良木団地　　　　　

小坂組　　　　　　　

小手屋　　　　　　　
小淵　　　　　　　　

小野平　　　　　　　

松ノ木　　　　　　　

上屋　　　　　　　　

上下条　　　　　　　
上古沢　　　　　　　

上五十里　　　　　　

上深沢　　　　　　　

上奈良井　　　　　　

上日時　　　　　　　

乗出合　　　　　　　
城之腰　　　　　　　

新分市　　　　　　　

成山　　　　　　　　
生板　　　　　　　　

西岩倉　　　　　　　

西松之木　　　　　　

西日時　　　　　　　

西繁　　　　　　　　

青木平　　　　　　　

積沢　　　　　　　　

千木　　　　　　　　

専納　　　　　　　　

善福寺　　　　　　　

倉並　　　　　　　　

倉本　　　　　　　　

草崎　　　　　　　　

蔵が川　　　　　　　

孫瀬　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

大安寺　　　　　　　

大柿　　　　　　　　

大内　　　　　　　　

大畠　　　　　　　　

大崩　　　　　　　　

滝屋　　　　　　　　

谷原　　　　　　　　

狸尾　　　　　　　　

知足院　　　　　　　中上　　　　　　　　

中内　　　　　　　　

長谷鳥　　　　　　　

鳥々見　　　　　　　

追平　　　　　　　　

坪山　　　　　　　　

定谷　　　　　　　　

天間　　　　　　　　

田ノ入　　　　　　　

田越　　　　　　　　

田成　　　　　　　　

田頭　　　　　　　　 土尻　　　　　　　　
東松之木　　　　　　

東繁　　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

鍋割　　　　　　　　

二ッ石　　　　　　　

二丁田　　　　　　　

日影繁　　　　　　　

念仏寺　　　　　　　

梅木　　　　　　　　
梅木新井　　　　　　

飯森　　　　　　　　

稗田　　　　　　　　

百瀬　　　　　　　　

仏工伝　　　　　　　平出　　　　　　　　

平石　　　　　　　　

保玉　　　　　　　　

保高　　　　　　　　

蓬野　　　　　　　　

麻庭　　　　　　　　

埋橋　　　　　　　　

無久平　　　　　　　

茂菅　　　　　　　　

籾生　　　　　　　　

夜交　　　　　　　　

矢平　　　　　　　　

諭地　　　　　　　　

遊谷　　　　　　　　

里原　　　　　　　　

粒良田　　　　　　　

蓮　　　　　　　　　

和沢　　　　　　　　
楡ノ木　　　　　　　

塩生乙　　　　　　　

鬼無里日下野　　　　

戸隠祖山　　　　　　

篠ノ井山布施　　　　

篠ノ井有旅　　　　　

小鍋　　　　　　　　

中条　　　　　　　　

中条御山里　　　　　

中条住良木　　　　　

中条日下野　　　　　

中条日高　　　　　　

下内　　　　　　　　
西部　　　　　　　　

第一　　　　　　　　

長野市　　　　　　　

千本柳　　　　　　　

内川　　　　　　　　

▲ 大峯山　　　　　　　

あんずの里森　　　　

倉科　　　　　　　　

屋代　　　　　　　　

雨宮　　　　　　　　

土口　　　　　　　　
弥生　　　　　　　　

東篠ノ井　　　　　　
横田　　　　　　　　

御幣川　　　　　　　二ッ柳　　　　　　　

布施五明　　　　　　

篠ノ井駅　　　　　　
篠ノ井　　　　　　　

布施高田　　　　　　

岩野　　　　　　　　

清野　　　　　　　　

杵淵　　　　　　　　

東福寺　　　　　　　

西寺尾　　　　　　　

東寺尾　　　　　　　

松代　　　　　　　　

▲ 尼厳山　　　　　　　

▲ 奇妙山　　　　　　　

牧内　　　　　　　　▲ 皆神山　　　　　　　

豊栄　　　　　　　　

赤柴　　　　　　　　

▲ ノロシ山　　　　　　

筒井　　　　　　　　

新地蔵峠　　　　　　

▲ 高遠山　　　　　　　

更埴ＩＣ　　　　　　

長野ＩＣ　　　　　　

更埴ＪＣＴ　　　　　

平久保　　　　　　　

桜堂　　　　　　　　

小船山　　　　　　　

一里塚　　　　　　　

岡森　　　　　　　　

岡地　　　　　　　　

屋地　　　　　　　　

下横町　　　　　　　

加賀井　　　　　　　会　　　　　　　　　

会田　　　　　　　　

関屋　　　　　　　　

岩沢　　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

宮村　　　　　　　　

桑根井　　　　　　　

欠　　　　　　　　　

五明　　　　　　　　

荒屋　　　　　　　　

荒堀　　　　　　　　

高見町　　　　　　　

国道　　　　　　　　

作見　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

芝沢　　　　　　　　

小森西　　　　　　　

小森東　　　　　　　

小路　　　　　　　　

沼入　　　　　　　　

上篠ノ井　　　　　　

新馬喰町　　　　　　

菅間　　　　　　　　

瀬関　　　　　　　　

瀬原田　　　　　　　

清水堂　　　　　　　

西横田　　　　　　　

西河原　　　　　　　

石原　　　　　　　　

石杭　　　　　　　　
大峡　　　　　　　　

大村　　　　　　　　

大当　　　　　　　　

滝本　　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

竹尾　　　　　　　　

中道島　　　　　　　

中之宮　　　　　　　

長礼　　　　　　　　

鳥見塚　　　　　　　

殿入　　　　　　　　

田端　　　　　　　　

田町十人町　　　　　

唐臼　　　　　　　　

東横田　　　　　　　

東荒町　　　　　　　

東十人町　　　　　　

同心町　　　　　　　

道島　　　　　　　　

内堀　　　　　　　　

柏王　　　　　　　　

般若寺　　　　　　　

表組　　　　　　　　

方田　　　　　　　　

弥生町　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

裏寂蒔　　　　　　　

離山　　　　　　　　

六鹿　　　　　　　　

みこと川　　　　　　

皆神台　　　　　　　

金井田　　　　　　　

戸倉　　　　　　　　

合戦場（一）　　　　

合戦場（三）　　　　

合戦場（二）　　　　

篠ノ井横田　　　　　

篠ノ井会　　　　　　

篠ノ井杵淵　　　　　

篠ノ井御幣川　　　　

篠ノ井小森　　　　　

篠ノ井東福寺　　　　

寂蒔　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

松代温泉　　　　　　

松代町城東　　　　　

松代町城北　　　　　

真田町傍陽　　　　　

生萱　　　　　　　　

打沢　　　　　　　　

里島　　　　　　　　

下布施　　　　　　　

犀南　　　　　　　　

上庭　　　　　　　　

篠ノ井西寺尾　　　　篠ノ井布施高田　　　川中島町原　　　　　 東犀南　　　　　　　

屋代駅　　　　　　　

篠ノ井駅　　　　　　

屋代高校前駅　　　　

千曲駅　　　　　　　

湯山　　　　　　　　

▲ 富士ノ塔山　　　　　

塩生　　　　　　　　

小市　　　　　　　　

安茂里　　　　　　　

伊勢宮　　　　　　　

平柴　　　　　　　　

長野県庁　　　　　　

善光寺　　　　　　　長野電鉄長野線　　　

長野　　　　　　　　

長野駅　　　　　　　

若里公園　　　　　　

若里　　　　　　　　

川合新田　　　　　　

松岡　　　　　　　　大豆島　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

尾張部　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

川田　　　　　　　　

大室　　　　　　　　

牧島　　　　　　　　

真島　　　　　　　　

川中島古戦場　　　　

小島田　　　　　　　

綱島　　　　　　　　

青木島　　　　　　　

上氷鉋　　　　　　　

稲里　　　　　　　　

御厨　　　　　　　　

今里　　　　　　　　

川中島　　　　　　　

小松原　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

下小鍋　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

枇杷　　　　　　　　

塩生甲　　　　　　　

い気　　　　　　　　

阿弥陀堂　　　　　　

安茂里大門　　　　　

杏花台団地　　　　　

於下　　　　　　　　

往生地　　　　　　　

下深沢　　　　　　　

下氷鉋　　　　　　　

花立　　　　　　　　

貝沢　　　　　　　　

久新河原一　　　　　

共益　　　　　　　　

古森沢　　　　　　　

古町　　　　　　　　

五分一　　　　　　　

御厨団地　　　　　　

広徳　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

差出　　　　　　　　

犀口　　　　　　　　

犀北団地　　　　　　

三ッ沢　　　　　　　

四ッ橋　　　　　　　

四十二石　　　　　　

紙屋　　　　　　　　

寺町　　　　　　　　

七瀬　　　　　　　　

七瀬中町　　　　　　

七瀬南部　　　　　　

若葉町　　　　　　　

上千田　　　　　　　

上布施　　　　　　　
新城　　　　　　　　

深町　　　　　　　　

陣場　　　　　　　　

西ノ久保　　　　　　

西裾花台団地　　　　

西風間　　　　　　　

川合西　　　　　　　川合東　　　　　　　

川合北　　　　　　　

前淵　　　　　　　　

大豆島下　　　　　　

大豆島上　　　　　　

大豆島中　　　　　　

大北　　　　　　　　

第五　　　　　　　　

段ノ原　　　　　　　
中真島　　　　　　　

中千田　　　　　　　

塚本　　　　　　　　

田牧　　　　　　　　

塔之腰　　　　　　　

東風間　　　　　　　

藤巻　　　　　　　　

内後　　　　　　　　

南高田　　　　　　　

南上　　　　　　　　

南組　　　　　　　　

南俣　　　　　　　　

日詰　　　　　　　　

八幡原　　　　　　　

不動寺　　　　　　　

平深沢　　　　　　　

母袋　　　　　　　　

北河原　　　　　　　

北原　　　　　　　　

北戸部　　　　　　　

北条　　　　　　　　

北村西　　　　　　　

北中　　　　　　　　

北島南　　　　　　　

本道西　　　　　　　

本道東　　　　　　　

野池　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

領家　　　　　　　　

梵天西　　　　　　　

梵天東　　　　　　　

棗町　　　　　　　　

アークス　　　　　　

旭町　　　　　　　　

安茂里小市（一）　　

安茂里小市（三）　　安茂里小市（四）　　安茂里小市（二）　　

伊勢宮（一）　　　　

伊勢宮（二）　　　　

伊勢町　　　　　　　

稲里（一）　　　　　

稲里町下氷鉋　　　　

稲里町中央（一）　　

稲里町中央（三）　　

稲里町中央（四）　　

稲里町中央（二）　　

稲里町中氷鉋　　　　

稲里町田牧　　　　　

岡田町　　　　　　　

下氷鉋（一）　　　　

岩石町　　　　　　　

吉田（五）　　　　　

吉田（四）　　　　　

宮沖　　　　　　　　

居町　　　　　　　　

桐原（一）　　　　　桐原（二）　　　　　

栗田　　　　　　　　

権堂町　　　　　　　
県町　　　　　　　　

広田　　　　　　　　

差出南（一）　　　　

差出南（三）　　　　

差出南（二）　　　　

妻科　　　　　　　　

桜枝町　　　　　　　

桜新町　　　　　　　

三本柳西（一）　　　

三本柳西（三）　　　

三本柳西（二）　　　

三本柳東（一）　　　

三本柳東（三）　　　

三本柳東（二）　　　

三輪　　　　　　　　

三輪（一）　　　　　三輪（五）　　　　　

三輪（三）　　　　　

三輪（四）　　　　　

三輪（二）　　　　　三輪（八）　　　　　

三輪（六）　　　　　

三輪田町　　　　　　

篠ノ井岡田　　　　　

篠ノ井小松原　　　　

若宮（二）　　　　　

若穂牛島　　　　　　

若里（一）　　　　　

若里（五）　　　　　

若里（三）　　　　　
若里（四）　　　　　

若里（七）　　　　　

若里（二）　　　　　

若里（六）　　　　　

小柴見　　　　　　　

小島田町　　　　　　

松岡（一）　　　　　

松岡（二）　　　　　

松代町柴　　　　　　

上千歳町　　　　　　

新諏訪町　　　　　　

新田町　　　　　　　

真島町川合　　　　　

神明　　　　　　　　

西後町　　　　　　　

西長野　　　　　　　

西長野町　　　　　　

西鶴賀町　　　　　　

西尾張部　　　　　　

西和田（一）　　　　

西和田（二）　　　　

青木島（一）　　　　

青木島（三）　　　　
青木島（四）　　　　

青木島町大塚　　　　

石渡　　　　　　　　

川中島町今井原　　　

早苗町　　　　　　　

大橋南（二）　　　　

大豆島西沖　　　　　

大門町　　　　　　　

丹波島（一）　　　　
丹波島（三）　　　　

丹波島（二）　　　　

中越（一）　　　　　

中越（二）　　　　　

中御所　　　　　　　

中御所（一）　　　　

中御所（五）　　　　

中御所（三）　　　　

長野　　　　　　　　

鶴賀　　　　　　　　

東鶴賀町　　　　　　

東和田　　　　　　　

南県町　　　　　　　

南高田（一）　　　　
南石堂町　　　　　　

南千歳（二）　　　　南千歳町　　　　　　

南長池　　　　　　　

南長野　　　　　　　

南堀　　　　　　　　
箱清水（一）　　　　箱清水（三）　　　　

風間　　　　　　　　

平柴台　　　　　　　

平林（一）　　　　　

平林（二）　　　　　

北条町　　　　　　　

北石堂町　　　　　　

北尾張部　　　　　　

問御所町　　　　　　

緑町　　　　　　　　

吉田（一）　　　　　
吉田（三）　　　　　

三輪（九）　　　　　
上松（一）　　　　　上松（二）　　　　　

箱清水（二）　　　　

しなの鉄道北しなの線

長野駅　　　　　　　

長野市役所　　　　　

長野県庁　　　　　　

川中島駅　　　　　　

安茂里駅　　　　　　

長野駅　　　　　　　

市役所前駅　　　　　

権堂駅　　　　　　　

善光寺下駅　　　　　

本郷駅　　　　　　　

北長野駅　　　　　　桐原駅　　　　　　　 朝陽駅　　　　　　　
信濃吉田駅　　　　　

今井駅　　　　　　　

長野南警察署

千曲警察署

長野中央警察署

長野県警察本部

403

340

77

462

12

390

395

70

19

36

475

86384

113

18

36

475

19

384

86

31

452

401

406 406

18
35

392

335

403 388

462

387

7770

385

86

113

18

77 403

383

445

34

380

18

117
381

405

19

406

372

375

58

401
399

60
406

37

374

76

18

35

   1/50000

543860＊71

5537(4)
16

06

17

07

5437(1)
76

66

77

67

5437(2)
56

46

57

47

5538(16)
10

00

11

01

543870

543860

543871

543861

5438(13)
70

60

71

61

5438(14)
50

40

51

41

5538(12)
12

02

13

03

5438(9)
72

62

73

63

5438(10)
52

42

53

43

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▲



法戸　　　　　　　　

中田　　　　　　　　
長峰　　　　　　　　

一之瀬　　　　　　　

押出　　　　　　　　

荒倉山　　　　　　　

鬼無里　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

財又　　　　　　　　

小鬼無里　　　　　　

鬼無里　　　　　　　

鬼無里日影　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

▲ 新倉山　　　　　　　

▲ 砂鉢山　　　　　　　

母袋　　　　　　　　

福平　　　　　　　　

五十土　　　　　　　

戸隠栃原　　　　　　

祖山　　　　　　　　

日照田　　　　　　　

猿丸　　　　　　　　

折橋　　　　　　　　

戸隠豊岡　　　　　　

和沢口　　　　　　　
戸隠　　　　　　　　

和沢　　　　　　　　

▲ 大頭山　　　　　　　

尾上　　　　　　　　

下楠川　　　　　　　

上楠川　　　　　　　

宝光社　　　　　　　

戸隠　　　　　　　　

中社　　　　　　　　

戸隠中社　　　　　　

▲ 怪無山　　　　　　　 ▲ 瑪瑙山　　　　　　　

宇和原　　　　　　　

影山　　　　　　　　

犬飼　　　　　　　　

荻久保　　　　　　　

戸隠バードライン　　

西越開拓地　　　　　

一ノ坂　　　　　　　

一条　　　　　　　　

栄峰　　　　　　　　

奥中田　　　　　　　

横道　　　　　　　　

下犬飼　　　　　　　

下新倉　　　　　　　

蒲田　　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

宮之脇　　　　　　　

向　　　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

財門　　　　　　　　

坂屋　　　　　　　　

四角面　　　　　　　

市場平　　　　　　　芝原　　　　　　　　

出し　　　　　　　　
諸沢　　　　　　　　

小橋　　　　　　　　

小牧　　　　　　　　

上ノ平　　　　　　　

上犬飼　　　　　　　

上新倉　　　　　　　

上平　　　　　　　　

上楡木　　　　　　　

真土　　　　　　　　

針立　　　　　　　　

須田町　　　　　　　

杉ノ釜　　　　　　　菅谷地　　　　　　　

西組　　　　　　　　

西之矢　　　　　　　

川下　　　　　　　　

倉平　　　　　　　　

袖　　　　　　　　　

大中　　　　　　　　

沢尻　　　　　　　　

中耕　　　　　　　　

中之地　　　　　　　

中尾口　　　　　　　

中部　　　　　　　　

町　　　　　　　　　

銚子口　　　　　　　

直路　　　　　　　　

坪根　　　　　　　　

田頭　　　　　　　　

渡土　　　　　　　　土合　　　　　　　　

東の原　　　　　　　

東組　　　　　　　　

奈良尾　　　　　　　

南　　　　　　　　　

南原　　　　　　　　

二条　　　　　　　　

番場　　　　　　　　

別府　　　　　　　　

法台　　　　　　　　

牧川　　　　　　　　

木戸　　　　　　　　

矢下　　　　　　　　

篭田　　　　　　　　

萇畑　　　　　　　　

入山　　　　　　　　

小谷村　　　　　　　

▲ 堂津岳　　　　　　　

▲ 地蔵山　　　　　　　

氷沢川　　　　　　　

▲ 乙妻山　　　　　　　

▲ 合ノ峰　　　　　　　

戸隠山　　　　　　　

戸隠奥社　　　　　　

西岳　　　　　　　　

裾花川　　　　　　　

▲ 高妻山　　　　　　　

▲ 五地蔵山　　　　　　

▲ 佐渡山　　　　　　　 大池　　　　　　　　

▲ 霊仙寺山　　　　　　

霊仙寺　　　　　　　
牟礼　　　　　　　　

四ッ屋　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

古町　　　　　　　　

柳里　　　　　　　　
霊仙寺湖　　　　　　

▲ 飯縄山　　　　　　　

高坂　　　　　　　　

地蔵久保　　　　　　

袖之山　　　　　　　

▲ 髻山　　　　　　　　

若槻西条　　　　　　

▲ 三登山　　　　　　　

田子　　　　　　　　

上駒沢　　　　　　　

富竹　　　　　　　　

徳間　　　　　　　　

若槻東条　　　　　　

若槻団地　　　　　　
檀田　　　　　　　　

何去　　　　　　　　
真光寺　　　　　　　

坂中　　　　　　　　

坂中峠　　　　　　　

台ヶ窪　　　　　　　

猫又池　　　　　　　

飯綱原　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

門沢　　　　　　　　

▲ 大峰山　　　　　　　

葛山　　　　　　　　

百舌原　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

曲戸　　　　　　　　

沢浦　　　　　　　　

横手　　　　　　　　

夏川　　　　　　　　

京田　　　　　　　　

駒沢新町　　　　　　

軍足　　　　　　　　

荒安　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　高木　　　　　　　　

坂　　　　　　　　　
坂額　　　　　　　　

笹峰　　　　　　　　

三千寺　　　　　　　

松久保　　　　　　　

上野ヶ丘　　　　　　
新安　　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

西黒川　　　　　　　

扇平　　　　　　　　

浅川西条　　　　　　

浅川東条　　　　　　

滝　　　　　　　　　

池平　　　　　　　　

東黒川　　　　　　　

東徳間　　　　　　　

鍋石　　　　　　　　

入畑山　　　　　　　

平　　　　　　　　　

法利田　　　　　　　

北川　　　　　　　　

野村上　　　　　　　

麓原　　　　　　　　

狢久保　　　　　　　

稲田（一）　　　　　
稲田（三）　　　　　

稲田（四）　　　　　

稲田（二）　　　　　

屋敷田　　　　　　　

吉田（二）　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

桜　　　　　　　　　

三ッ出　　　　　　　

三輪（十）　　　　　

上ヶ屋　　　　　　　

上松　　　　　　　　

上松（五）　　　　　

上松（三）　　　　　上松（四）　　　　　

上野（一）　　　　　

上野（三）　　　　　

上野（二）　　　　　

神楽橋　　　　　　　

西三才　　　　　　　

浅川（一）　　　　　浅川（五）　　　　　
浅川（三）　　　　　

浅川（四）　　　　　
浅川（二）　　　　　

浅川一ノ瀬　　　　　

浅川押田　　　　　　

浅川清水　　　　　　

浅川西平　　　　　　

浅川畑山　　　　　　

浅川福岡　　　　　　

檀田（一）　　　　　

檀田（二）　　　　　

竹ノ下　　　　　　　

徳間（一）　　　　　

北郷　　　　　　　　

鑪　　　　　　　　　

坂上　　　　　　　　大井　　　　　　　　

三才駅　　　　　　　

飯綱町　　　　　　　

北国街道　　　　　　

信濃町　　　　　　　

黒姫山　　　　　　　

鳥居川　　　　　　　

高山　　　　　　　　

稲付　　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

富が原　　　　　　　 御料　　　　　　　　

宮ノ腰　　　　　　　

穂波　　　　　　　　

▲ 鍋山　　　　　　　　

小古間　　　　　　　

古間　　　　　　　　仁之倉　　　　　　　

熊倉　　　　　　　　

赤渋　　　　　　　　

▲ 御鹿山　　　　　　　

黒姫高原　　　　　　

上山桑　　　　　　　
六月　　　　　　　　

琵琶島　　　　　　　

野尻湖　　　　　　　

柏原　　　　　　　　 信濃町　　　　　　　

針ノ木　　　　　　　

水穴　　　　　　　　

▲ 薬師岳　　　　　　　

富濃　　　　　　　　

舟岳　　　　　　　　

普光寺　　　　　　　

牟礼　　　　　　　　長野市　　　　　　　

信濃町ＩＣ　　　　　

堰下　　　　　　　　

塩ノ入　　　　　　　

貫ノ木　　　　　　　

戸草　　　　　　　　

黒姫　　　　　　　　

寺坂　　　　　　　　

神山国際村　　　　　

諏訪ノ原　　　　　　

吹野　　　　　　　　

早稲吉　　　　　　　

長水　　　　　　　　

辻屋　　　　　　　　

東町　　　　　　　　
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長和町　　　　　　　

四泊　　　　　　　　青原　　　　　　　　

美上下　　　　　　　

▲ 芦田坂山　　　　　　

長者原　　　　　　　

入新町　　　　　　　

頭無平　　　　　　　

湯沢　　　　　　　　
浅田切　　　　　　　

八丁地川　　　　　　

合沢　　　　　　　　

竹の城　　　　　　　

春日　　　　　　　　

新町　　　　　　　　

入片倉　　　　　　　

片倉　　　　　　　　

比田井　　　　　　　

協和　　　　　　　　

立科町　　　　　　　

芦田川　　　　　　　

サニービレッヂ　　　

井戸上　　　　　　　

雨境　　　　　　　　

延沢　　　　　　　　

下の宮　　　　　　　

下谷田　　　　　　　

宮の入　　　　　　　

窪城　　　　　　　　

向反　　　　　　　　

荒井戸　　　　　　　

三明　　　　　　　　

寺久保　　　　　　　

上谷田　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

西長者原　　　　　　

善郷寺　　　　　　　

中石堂　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

土林　　　　　　　　

鳶岩　　　　　　　　

八ッ石　　　　　　　

八丁地　　　　　　　

別府　　　　　　　　

茂沢　　　　　　　　

芦田　　　　　　　　

学者村　　　　　　　
竪町　　　　　　　　

御岳堂　　　　　　　

辰ノ口　　　　　　　丸子　　　　　　　　

藤原田　　　　　　　

腰越　　　　　　　　

深山　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

有坂　　　　　　　　

長門　　　　　　　　

立科　　　　　　　　
茂田井　　　　　　　

野方　　　　　　　　
山部　　　　　　　　

宇山　　　　　　　　

牛鹿　　　　　　　　

外倉　　　　　　　　

虎御前　　　　　　　

蟹原　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

塩沢　　　　　　　　

畦田　　　　　　　　

下之城　　　　　　　

八重原　　　　　　　

東部　　　　　　　　

北御牧　　　　　　　

高呂　　　　　　　　

三ッ井　　　　　　　

望月　　　　　　　　

牧布施　　　　　　　

鹿曲川　　　　　　　

印内　　　　　　　　

笠取峠　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

武石沖　　　　　　　

とや原　　　　　　　

印内原　　　　　　　

姥ヶ懐　　　　　　　

下八重原西　　　　　

海戸　　　　　　　　

蟹窪　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

協東　　　　　　　　

玉の井　　　　　　　

古宮　　　　　　　　

五輪久保　　　　　　

御牧台　　　　　　　

向井　　　　　　　　

細谷　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

寺上　　　　　　　　

上組　　　　　　　　

上八重原　　　　　　

上房　　　　　　　　

新道　　　　　　　　

真蒲　　　　　　　　

赤沢　　　　　　　　

大城　　　　　　　　

大深山　　　　　　　

滝神　　　　　　　　

沢田　　　　　　　　

池ノ芝　　　　　　　

中八重原　　　　　　町　　　　　　　　　

田楽平　　　　　　　
田之尻　　　　　　　

土堂　　　　　　　　

東塩沢　　　　　　　

南部　　　　　　　　

日中　　　　　　　　

白樺　　　　　　　　

白水　　　　　　　　

八丁田　　　　　　　

八日町　　　　　　　

八反田　　　　　　　

望月　　　　　　　　

北古屋　　　　　　　

北部　　　　　　　　
本下之城　　　　　　

柳沢　　　　　　　　

和子　　　　　　　　

上丸子　　　　　　　

中丸子　　　　　　　

下八重原東　　　　　 光ヶ丘　　　　　　　
常満　　　　　　　　

布下　　　　　　　　

長和町役場　　　　　

立科町役場　　　　　

佐久市　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

中央区北町　　　　　

佐久　　　　　　　　

平賀　　　　　　　　

鍛治屋　　　　　　　

取出町　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

中込　　　　　　　　

権現堂　　　　　　　

三河田　　　　　　　

伴野　　　　　　　　

相浜　　　　　　　　

平井　　　　　　　　

東立科　　　　　　　

美笹　　　　　　　　

大沢新田　　　　　　
湯原新田　　　　　　

湯原　　　　　　　　

臼田　　　　　　　　

勝間　　　　　　　　

大奈良　　　　　　　

三分　　　　　　　　

入沢　　　　　　　　

十日町　　　　　　　

宿岩　　　　　　　　

中小田切　　　　　　

上小田切　　　　　　十二新田　　　　　　

一の原　　　　　　　

大木　　　　　　　　

雁村　　　　　　　　

中居　　　　　　　　

抜井　　　　　　　　

野沢　　　　　　　　

布施　　　　　　　　

三塚　　　　　　　　

佐久南ＩＣ　　　　　

東長者原　　　　　　

本長者原　　　　　　

中部横断自動車道　　

旭ヶ丘　　　　　　　

下県西　　　　　　　下県東　　　　　　　

下桜井　　　　　　　

下小田切　　　　　　

下平　　　　　　　　

橋場西　　　　　　　橋場東　　　　　　　

橋場南　　　　　　　

沓沢　　　　　　　　
熊久保　　　　　　　糠尾　　　　　　　　

荒家　　　　　　　　

今岡　　　　　　　　

佐太夫町　　　　　　

笹倉　　　　　　　　 三家　　　　　　　　

三条　　　　　　　　

式部　　　　　　　　

十二町　　　　　　　

上桜井　　　　　　　

上中込　　　　　　　
上町　　　　　　　　

杉ノ木　　　　　　　 瀬戸中　　　　　　　
瀬戸東　　　　　　　

瀬戸南　　　　　　　
西耕地　　　　　　　

石神　　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

泉野　　　　　　　　

前山南　　　　　　　

前山北中　　　　　　

前林　　　　　　　　

大地堂　　　　　　　

滝　　　　　　　　　

地家　　　　　　　　

竹田　　　　　　　　

中央区南町　　　　　

中込新町　　　　　　

中桜井　　　　　　　

中小屋　　　　　　　

中町　　　　　　　　

田町　　　　　　　　

東丸山　　　　　　　

日向　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

平賀下宿　　　　　　平賀新町　　　　　　
平賀中宿　　　　　　

北口　　　　　　　　

北耕地　　　　　　　

北桜井　　　　　　　

野沢本町　　　　　　

弥生が丘　　　　　　

竜岡団地　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

臼田　　　　　　　　

下越　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　

小宮山　　　　　　　

跡部　　　　　　　　

太田部　　　　　　　

鍛冶屋　　　　　　　

北川　　　　　　　　

本新町　　　　　　　

南岩尾　　　　　　　入布施　　　　　　　 今井　　　　　　　　

佐久臼田ＩＣ　　　　

佐久市役所　　　　　

青沼駅　　　　　　　

臼田駅　　　　　　　

龍岡城駅　　　　　　

太田部駅　　　　　　

中込駅　　　　　　　

滑津駅　　　　　　　

中山道　　　　　　　

布引観音　　　　　　

諏訪山　　　　　　　

御牧ヶ原　　　　　　

鴇久保　　　　　　　

大久保　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

小諸駅　　　　　　　
小諸　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

山浦　　　　　　　　

耳取　　　　　　　　

森山　　　　　　　　

市　　　　　　　　　

御影新田　　　　　　

柏木　　　　　　　　
八満　　　　　　　　

乗瀬　　　　　　　　

馬瀬口　　　　　　　

荒田　　　　　　　　

長土呂　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

猿久保　　　　　　　

伊勢林　　　　　　　

駒馬公園　　　　　　

鳴瀬　　　　　　　　

御牧原　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

浅科　　　　　　　　

御馬寄　　　　　　　

塩名田　　　　　　　

矢嶋　　　　　　　　

岩村田　　　　　　　

石峠　　　　　　　　
藤塚　　　　　　　　東御市　　　　　　　

上信越自動車道　　　

佐久ＩＣ　　　　　　

佐久小諸ＪＣＴ　　　

佐久北ＩＣ　　　　　

佐久中佐都ＩＣ　　　

上平　　　　　　　　

ささやき　　　　　　
ひばりヶ丘　　　　　

一ッ谷　　　　　　　

一本柳　　　　　　　

稲荷町　　　　　　　

乙女　　　　　　　　

下河原　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下塚原　　　　　　　

花園町　　　　　　　

宮沢　　　　　　　　

原村　　　　　　　　

御影　　　　　　　　

紅雲台団地　　　　　

荒宿　　　　　　　　

高砂団地　　　　　　

根々井塚原　　　　　

佐久平駅東　　　　　

佐久平駅南　　　　　

佐久平駅北　　　　　

坂保町　　　　　　　

山ノ前　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　

住吉町　　　　　　　

小田井下宿　　　　　

上ノ城　　　　　　　

上ノ平　　　　　　　

上塚原　　　　　　　

城下　　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

西八満　　　　　　　

西本町　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

大杭　　　　　　　　

大和町　　　　　　　

谷地原　　　　　　　

池の前　　　　　　　

中原　　　　　　　　

中松井　　　　　　　

中村　　　　　　　　

鶴沼　　　　　　　　

東小諸　　　　　　　

東団地　　　　　　　

入の沢　　　　　　　

柏木下　　　　　　　

柏木上　　　　　　　

八ッ代　　　　　　　

百沢　　　　　　　　

氷　　　　　　　　　

北岩尾　　　　　　　

本町　　　　　　　　

落合　　　　　　　　

横和　　　　　　　　

加増　　　　　　　　
加増（一）　　　　　

加増（三）　　　　　

加増（二）　　　　　

岩村田北　　　　　　

古城（一）　　　　　

古城（二）　　　　　

御幸町（一）　　　　
甲　　　　　　　　　

荒町（一）　　　　　

根々井　　　　　　　

紺屋町（二）　　　　
三和（一）　　　　　市町（一）　　　　　

市町（三）　　　　　
新町（一）　　　　　

赤坂（一）　　　　　
赤坂（二）　　　　　

丁　　　　　　　　　

田町（一）　　　　　

田町（二）　　　　　

南町（一）　　　　　

南町（三）　　　　　

八幡町（一）　　　　

蓬田　　　　　　　　

本町（二）　　　　　

与良町（五）　　　　

与良町（三）　　　　

両神　　　　　　　　

六供（二）　　　　　

和田　　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

六供　　　　　　　　

乙　　　　　　　　　
市町（五）　　　　　

市町（四）　　　　　

新町（二）　　　　　
田町（三）　　　　　

六供（一）　　　　　

小諸市役所　　　　　

北中込駅　　　　　　

岩村田駅　　　　　　

中佐都駅　　　　　　

三岡駅　　　　　　　

平原駅　　　　　　　

乙女駅　　　　　　　

小諸駅　　　　　　　

東小諸駅　　　　　　

美里駅　　　　　　　

佐久平駅　　　　　　

小諸警察署

佐久警察署
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上田市　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

野竹　　　　　　　　

殿城　　　　　　　　

岩清水　　　　　　　

大日ノ木　　　　　　

小井田　　　　　　　

漆戸　　　　　　　　
古里　　　　　　　　

上田　　　　　　　　

小牧　　　　　　　　

須川　　　　　　　　

国分　　　　　　　　
蒼久保　　　　　　　

大屋　　　　　　　　

尾野山　　　　　　　

生田　　　　　　　　

依田川　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

石井　　　　　　　　

練合　　　　　　　　

羽毛山　　　　　　　

島川原　　　　　　　

しなの鉄道　　　　　

加沢　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

東部　　　　　　　　

海善寺　　　　　　　

本海野　　　　　　　

深井　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

和　　　　　　　　　

東上田　　　　　　　

姫子沢　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

祢津　　　　　　　　

鞍掛　　　　　　　　

滝ノ沢　　　　　　　

▲ 大室山　　　　　　　

西入　　　　　　　　東入　　　　　　　　

下丸子　　　　　　　

東部湯の丸ＩＣ　　　

上田菅平ＩＣ　　　　

みすず台　　　　　　

伊勢原　　　　　　　

井高　　　　　　　　

羽毛田　　　　　　　

浦久保　　　　　　　

王子平　　　　　　　

乙女平　　　　　　　

下吉田　　　　　　　

下郷　　　　　　　　

下青木　　　　　　　

下堀　　　　　　　　

海善寺北　　　　　　

釜村田　　　　　　　

岩門　　　　　　　　

久保林　　　　　　　

宮ノ上　　　　　　　

郷仕川原　　　　　　

金井　　　　　　　　

金子　　　　　　　　

権現　　　　　　　　
原　　　　　　　　　

狐塚　　　　　　　　

黒坪　　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

桜井　　　　　　　　

桜台　　　　　　　　

笹井　　　　　　　　

三角　　　　　　　　

寺坂　　　　　　　　

蛇沢　　　　　　　　

出場　　　　　　　　

小岩門　　　　　　　

小路下　　　　　　　
松葉　　　　　　　　

上青木　　　　　　　

上川原　　　　　　　

上沢　　　　　　　　

上長瀬　　　　　　　

城ノ前　　　　　　　

森　　　　　　　　　

神科新屋　　　　　　

西海野　　　　　　　

西宮　　　　　　　　
西深井　　　　　　　

西田沢　　　　　　　

西野竹　　　　　　　染屋　　　　　　　　

大石　　　　　　　　

大川　　　　　　　　

中吉田　　　　　　　

中山　　　　　　　　

町吉田　　　　　　　

町組　　　　　　　　

長島　　　　　　　　

長入　　　　　　　　

東街道　　　　　　　

東深井　　　　　　　

東組　　　　　　　　

日向が丘　　　　　　 祢津南　　　　　　　

梅ガ丘　　　　　　　

白鳥台　　　　　　　

飯沼　　　　　　　　

樋ノ沢　　　　　　　

富士見台　　　　　　

北街道　　　　　　　

牧ヶ原　　　　　　　

牧家　　　　　　　　

矢沢　　　　　　　　

鱸鞴堂　　　　　　　

県　　　　　　　　　

国分（一）　　　　　

材木町（一）　　　　

材木町（二）　　　　

上田　　　　　　　　

常田　　　　　　　　

常田（一）　　　　　
常田（三）　　　　　

常田（二）　　　　　

常入（一）　　　　　

新張　　　　　　　　

中央（五）　　　　　

中央（三）　　　　　

中央（四）　　　　　

中央（二）　　　　　

中央（六）　　　　　

中央東　　　　　　　

中央北（一）　　　　

中央北（三）　　　　

中央北（二）　　　　

踏入（一）　　　　　

踏入（二）　　　　　

芳田　　　　　　　　

林之郷　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

東御市役所　　　　　

上田市役所　　　　　

滋野駅　　　　　　　

田中駅　　　　　　　

大屋駅　　　　　　　

上田駅　　　　　　　

信濃国分寺駅　　　　

▲ オコウ山　　　　　　

入軽井沢　　　　　　

岡保　　　　　　　　

▲ 東太郎山　　　　　　

傍陽　　　　　　　　

大良　　　　　　　　

長　　　　　　　　　

横沢　　　　　　　　

戸沢　　　　　　　　

十林寺　　　　　　　

赤井　　　　　　　　
本原　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

真田　　　　　　　　

横尾　　　　　　　　

曲尾　　　　　　　　

萩　　　　　　　　　

金剛寺　　　　　　　

つくし　　　　　　　

伊勢山　　　　　　　

下横道　　　　　　　

下郷沢　　　　　　　

下塚　　　　　　　　

三島平　　　　　　　

四日市　　　　　　　

出早　　　　　　　　

小玉上郷沢　　　　　

上横道　　　　　　　

菅平口　　　　　　　

石舟　　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

竹室　　　　　　　　

中横道　　　　　　　

町原　　　　　　　　

日影　　　　　　　　

畑山　　　　　　　　

番匠　　　　　　　　

表木　　　　　　　　

峰山　　　　　　　　

矢坪　　　　　　　　

小諸市　　　　　　　

滋野　　　　　　　　
中屋敷　　　　　　　

原口　　　　　　　　

水石　　　　　　　　

横堰　　　　　　　　

奈良原　　　　　　　

▲ 三方ヶ峰　　　　　　

▲ 篭ノ登山　　　　　　

高峰高原　　　　　　

車坂峠　　　　　　　
▲ 黒斑山　　　　　　　

▲ 高峯山　　　　　　　

小姓　　　　　　　　

天池　　　　　　　　

菱平　　　　　　　　

滝原　　　　　　　　

糠地　　　　　　　　

井子　　　　　　　　

西小諸　　　　　　　

南ヶ原　　　　　　　

塩野　　　　　　　　

チェリーパークライン

小諸ＩＣ　　　　　　

赤岩本郷　　　　　　

滝の沢　　　　　　　

軽石　　　　　　　　

後平　　　　　　　　

高津谷　　　　　　　

飼場　　　　　　　　

寺沢　　　　　　　　

芝生田　　　　　　　

新家　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

西新田　　　　　　　

赤岩新田　　　　　　

東新田　　　　　　　

東沢　　　　　　　　

菱野　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

己　　　　　　　　　

渋沢　　　　　　　　

▲ 湯ノ丸山　　　　　　
▲ 烏帽子岳　　　　　　

湯ノ丸高原　　　　　地蔵峠　　　　　　　

▲ 棧敷山　　　　　　　

旧鹿沢　　　　　　　

▲ 角間山　　　　　　　

鳥居峠　　　　　　　

古永井　　　　　　　

新鹿沢　　　　　　　

田代　　　　　　　　

田代湖　　　　　　　

大平　　　　　　　　中原開拓　　　　　　

▲ 村上山　　　　　　　

姥ケ原　　　　　　　

真田町長　　　　　　

長井川原　　　　　　
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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▲



須坂市　　　　　　　

外山　　　　　　　　

保科　　　　　　　　

赤野田　　　　　　　

持者　　　　　　　　

▲ 熊窪山　　　　　　　

▲ 堀切山　　　　　　　

▲ 保基谷岳　　　　　　

▲ 大松山　　　　　　　

向組　　　　　　　　

西組　　　　　　　　

菅平　　　　　　　　

中組　　　　　　　　

峰の原　　　　　　　

▲ 梯子山　　　　　　　

羽根尾　　　　　　　

山内　　　　　　　　

大洞　　　　　　　　

白樺台　　　　　　　

仁礼　　　　　　　　

菅平高原　　　　　　

高下　　　　　　　　

引沢　　　　　　　　 高岡　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

牛池　　　　　　　　

温湯　　　　　　　　
綿内　　　　　　　　

大柳　　　　　　　　

若穂　　　　　　　　
小出　　　　　　　　

山新田　　　　　　　

▲ 妙徳山　　　　　　　

鮎川　　　　　　　　

野辺　　　　　　　　

八町　　　　　　　　

井上　　　　　　　　

沼目　　　　　　　　

須坂駅　　　　　　　

須坂　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

米持　　　　　　　　
坂田　　　　　　　　

日滝　　　　　　　　

▲ 明覚山　　　　　　　

豊丘　　　　　　　　

夏端　　　　　　　　

米子川　　　　　　　
亀倉　　　　　　　　米子　　　　　　　　

荒井原　　　　　　　

須坂長野東ＩＣ　　　

若穂団地　　　　　　

屋島　　　　　　　　

北長池　　　　　　　

芦ノ町　　　　　　　

浦町　　　　　　　　

横町　　　　　　　　

下八町　　　　　　　

夏端町　　　　　　　

亀倉町　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

高橋町　　　　　　　

穀町　　　　　　　　

在家　　　　　　　　

春山　　　　　　　　

春木町　　　　　　　

上八町　　　　　　　

常盤町　　　　　　　

須釜　　　　　　　　

水中　　　　　　　　

相森町　　　　　　　

村石町　　　　　　　

太子町　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大谷町　　　　　　　

中俣　　　　　　　　

町滝崎　　　　　　　

町田　　　　　　　　

東横町　　　　　　　

南屋島　　　　　　　

二睦町　　　　　　　

馬場町　　　　　　　

菱田　　　　　　　　

布野　　　　　　　　

豊丘上町　　　　　　

豊丘町　　　　　　　

北横町　　　　　　　

北屋島　　　　　　　

本郷町　　　　　　　

本上町　　　　　　　

万年島　　　　　　　

野辺町　　　　　　　

矢原　　　　　　　　

立町　　　　　　　　

臥竜（一）　　　　　

臥竜（五）　　　　　

臥竜（三）　　　　　

臥竜（四）　　　　　臥竜（二）　　　　　

臥竜（六）　　　　　

九反田　　　　　　　

五閑　　　　　　　　

幸高　　　　　　　　

高梨　　　　　　　　

若穂川田　　　　　　

若穂保科　　　　　　

若穂綿内　　　　　　

大日向町　　　　　　

田の神　　　　　　　

栃倉　　　　　　　　

八重森　　　　　　　

望岳台　　　　　　　

墨坂（一）　　　　　

墨坂（五）　　　　　

墨坂（三）　　　　　

墨坂（四）　　　　　

墨坂（二）　　　　　墨坂南（一）　　　　

墨坂南（五）　　　　

墨坂南（三）　　　　

墨坂南（四）　　　　

墨坂南（二）　　　　

明徳　　　　　　　　

西町　　　　　　　　 赤和　　　　　　　　千本松　　　　　　　

南小河原町　　　　　 堀之内　　　　　　　

須坂市役所　　　　　

須坂駅　　　　　　　

村山駅　　　　　　　

柳原駅　　　　　　　附属中学前駅　　　　

日野駅　　　　　　　

嬬恋村　　　　　　　

▲ 的岩山　　　　　　　

▲ 根子岳　　　　　　　

▲ 浦倉山　　　　　　　

▲ 四阿山　　　　　　　

▲ 茨木山　　　　　　　

北山開拓　　　　　　

上の貝　　　　　　　

千俣　　　　　　　　

仁田沢　　　　　　　

▲ 上砥草山　　　　　　

大笹　　　　　　　　

▲ 奈良山　　　　　　　

▲ 米子山　　　　　　　

破風高原　　　　　　

▲ 土鍋山　　　　　　　

万座峠　　　　　　　

▲ 黒湯山　　　　　　　

七味温泉　　　　　　
五色温泉　　　　　　

福井原　　　　　　　

▲ 紫子萩山　　　　　　

▲ 御飯岳　　　　　　　

五色温泉　　　　　　
七味温泉　　　　　　

奥山田　　　　　　　

須坂警察署
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交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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須坂市　　　　　　　

小布施町　　　　　　

風坂　　　　　　　　

豊野　　　　　　　　

平出　　　　　　　　

豊野町南郷　　　　　

豊野町石　　　　　　

豊野　　　　　　　　

豊野町浅野　　　　　

向原　　　　　　　　

豊野町大倉　　　　　

蟻ヶ崎　　　　　　　 中新田　　　　　　　

豊野町蟹沢　　　　　

上今井　　　　　　　 吉田　　　　　　　　

岩船　　　　　　　　
信州中野駅　　　　　

中野　　　　　　　　

新野　　　　　　　　

桜沢　　　　　　　　

小沼　　　　　　　　

篠井　　　　　　　　

江部　　　　　　　　

安源寺　　　　　　　

片塩　　　　　　　　

牧山　　　　　　　　

栗林　　　　　　　　

牛出　　　　　　　　

立ヶ花　　　　　　　
草間　　　　　　　　

篠井川　　　　　　　

押羽　　　　　　　　

都住　　　　　　　　

中松　　　　　　　　

雁田　　　　　　　　

福原　　　　　　　　

小布施　　　　　　　

小布施駅　　　　　　

山王島　　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

三才　　　　　　　　

下駒沢　　　　　　　

金箱　　　　　　　　

相之島　　　　　　　

小島　　　　　　　　
旭ヶ丘町　　　　　　

小河原　　　　　　　

高畑町　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

松川　　　　　　　　

荒井原　　　　　　　
高井　　　　　　　　

高山　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

信州中野ＩＣ　　　　

小布施ＨＯ　　　　　小布施スマートＩＣ　

福井　　　　　　　　

伊勢町　　　　　　　

横町　　　　　　　　

牡丹沢　　　　　　　

下小田中　　　　　　

栗が丘　　　　　　　 三郷　　　　　　　　

紫　　　　　　　　　

手子塚　　　　　　　

小河原町　　　　　　

小瀬　　　　　　　　

小日向　　　　　　　

松原　　　　　　　　

松川町　　　　　　　

松村　　　　　　　　

松南　　　　　　　　

上神代　　　　　　　

上浅野　　　　　　　

城山　　　　　　　　

新田町　　　　　　　

神田　　　　　　　　

西間　　　　　　　　

西江部　　　　　　　

西町　　　　　　　　

千両　　　　　　　　

泉団地　　　　　　　

泉平　　　　　　　　
曽峯　　　　　　　　

大熊　　　　　　　　

大方　　　　　　　　

丹霞郷　　　　　　　

中央　　　　　　　　

中子塚　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

東江部　　　　　　　

二ッ石　　　　　　　

日影　　　　　　　　
入　　　　　　　　　

韮山　　　　　　　　

番匠　　　　　　　　

美和　　　　　　　　

北旭ヶ丘町　　　　　

北大熊　　　　　　　
堀　　　　　　　　　

本郷町　　　　　　　

桝形　　　　　　　　

矢島　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

六川　　　　　　　　

鷲寺　　　　　　　　

三ッ和　　　　　　　

三好町（一）　　　　

小布施　　　　　　　

西（一）　　　　　　

西（二）　　　　　　

川谷　　　　　　　　

中央（一）　　　　　

中央（三）　　　　　

津野　　　　　　　　

南宮　　　　　　　　

穂保　　　　　　　　

豊島　　　　　　　　

豊野町川谷　　　　　

豊野町豊野　　　　　

北岡　　　　　　　　

北相之島　　　　　　

上ノ山団地　　　　　
東吉田　　　　　　　

東原　　　　　　　　しなの鉄道北しなの線

高山村役場　　　　　

小布施町役場　　　　

中野市役所　　　　　

北須坂駅　　　　　　

小布施駅　　　　　　

都住駅　　　　　　　

豊野駅　　　　　　　
桜沢駅　　　　　　　

信濃浅野駅　　　　　

延徳駅　　　　　　　

立ヶ花駅　　　　　　

信州中野駅　　　　　

中野市　　　　　　　

柴津　　　　　　　　

荒瀬原　　　　　　　

日向　　　　　　　　
堀越　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

御所之入　　　　　　

▲ 鼻見城山　　　　　　

寺村　　　　　　　　
三水　　　　　　　　

▲ 戸谷峰　　　　　　　

奈良本　　　　　　　

東柏原　　　　　　　

赤塩　　　　　　　　

一ッ屋　　　　　　　

倉井　　　　　　　　

道光寺　　　　　　　

毛野川　　　　　　　
穴田　　　　　　　　

替佐　　　　　　　　
豊田　　　　　　　　

豊津　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

奥手山　　　　　　　

三俣　　　　　　　　

永江　　　　　　　　

梨久保　　　　　　　

涌井　　　　　　　　

美沢　　　　　　　　

郷露　　　　　　　　

柳久保　　　　　　　

田草　　　　　　　　

静間　　　　　　　　

南善寺　　　　　　　

蓮　　　　　　　　　

飯駒　　　　　　　　

伍位野　　　　　　　岩井　　　　　　　　

田上　　　　　　　　

柳沢　　　　　　　　

古牧　　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

壁田　　　　　　　　

間長瀬　　　　　　　

厚貝　　　　　　　　

笠倉　　　　　　　　

大俣　　　　　　　　

七瀬　　　　　　　　

新井　　　　　　　　

金井　　　　　　　　

豊田飯山ＩＣ　　　　

谷　　　　　　　　　

伊予岡団地　　　　　

下荒瀬原　　　　　　

下赤塩　　　　　　　

岩井東　　　　　　　

共和　　　　　　　　

荒山　　　　　　　　

荒舟　　　　　　　　

秋津中央　　　　　　

松ノ木　　　　　　　

上荒瀬原　　　　　　

上赤塩　　　　　　　

城下団地　　　　　　

親川　　　　　　　　

西原　　　　　　　　

大峰　　　　　　　　

中山根　　　　　　　

中峯　　　　　　　　

南永江　　　　　　　

硲　　　　　　　　　

美沢団地　　　　　　

豊田深沢　　　　　　

北永江　　　　　　　

茂右ェ門新田　　　　

毛野　　　　　　　　

越　　　　　　　　　

秋津　　　　　　　　

上今井駅　　　　　　

替佐駅　　　　　　　

蓮駅　　　　　　　　

高山村　　　　　　　

小田中　　　　　　　

更科　　　　　　　　

高遠　　　　　　　　

間山　　　　　　　　

小池峠　　　　　　　

平塩　　　　　　　　

黒部　　　　　　　　 牧　　　　　　　　　

宮村　　　　　　　　

山田温泉　　　　　　

▲ 中倉山　　　　　　　 山田牧場　　　　　　

▲ 三沢山　　　　　　　

▲ 笠ヶ岳　　　　　　　

熊の湯　　　　　　　

丸池　　　　　　　　

琵琶池　　　　　　　

潤満滝　　　　　　　

角間川　　　　　　　

地嶽谷　　　　　　　横湯川　　　　　　　
上林　　　　　　　　

渋　　　　　　　　　

沓野　　　　　　　　
佐野　　　　　　　　

寒沢　　　　　　　　

菅　　　　　　　　　

更科峠　　　　　　　

山ノ内　　　　　　　

湯田中温泉　　　　　

湯田中　　　　　　　平穏　　　　　　　　

上条　　　　　　　　

▲ 五輪山　　　　　　　

長野電鉄長野線　　　

戸狩湯田中ＩＣ　　　

佐野角間ＩＣ　　　　

沓野渋ＩＣ　　　　　

三好町（二）　　　　
小舘　　　　　　　　

中央（四）　　　　　
中央（二）　　　　　

なかひら　　　　　　

安代　　　　　　　　横湯　　　　　　　　

温泉　　　　　　　　

笠越　　　　　　　　

宮関　　　　　　　　

金倉　　　　　　　　

松川　　　　　　　　

上小田中　　　　　　 星川　　　　　　　　

長池　　　　　　　　

天神原　　　　　　　

東山団地　　　　　　

湯河原　　　　　　　

穂波温泉　　　　　　

法坂　　　　　　　　
蓮池　　　　　　　　

蕨平　　　　　　　　

奥山田　　　　　　　

諏訪町　　　　　　　

東山　　　　　　　　
山ノ内町役場　　　　

湯田中駅　　　　　　

中野松川駅　　　　　
上条駅　　　　　　　

牧ノ入　　　　　　　

夜間瀬川　　　　　　

竹原　　　　　　　　

栗和田　　　　　　　

宇木　　　　　　　　

横倉　　　　　　　　

前坂　　　　　　　　

▲ 臂出山　　　　　　　

▲ 竜王山　　　　　　　

▲ 小丸山　　　　　　　

乗廻　　　　　　　　

夜間瀬　　　　　　　

苗間　　　　　　　　

中須賀　　　　　　　

八丁原　　　　　　　

落合　　　　　　　　

下須賀川　　　　　　

▲ 飯盛山　　　　　　　

▲ 高社山　　　　　　　

▲ 三ッ子山　　　　　　

木島平スキー場　　　

坂口　　　　　　　　

部谷沢　　　　　　　

樽川　　　　　　　　

千ノ平　　　　　　　

▲ 高標山　　　　　　　

中野栗和田ＩＣ　　　
一本木　　　　　　　

荒川　　　　　　　　

上手　　　　　　　　

池の平　　　　　　　

中須賀川　　　　　　

長元坊団地　　　　　

竜王　　　　　　　　

糠塚　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

信濃竹原駅　　　　　
夜間瀬駅　　　　　　

中野警察署
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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）

山岳▲



志賀　　　　　　　　

駒込　　　　　　　　

いぼ水　　　　　　　

内山峡　　　　　　　

松井　　　　　　　　

常和　　　　　　　　

相立　　　　　　　　

苦水　　　　　　　　
大月　　　　　　　　

▲ 物見山　　　　　　　

▲ 熊倉峰　　　　　　　

内山峠　　　　　　　

▲ 兜岩山　　　　　　　

田口峠　　　　　　　

▲ 霊仙峠　　　　　　　

広川原　　　　　　　

平賀上宿　　　　　　

舘ヶ沢　　　　　　　

宮代　　　　　　　　

志賀中宿　　　　　　

常和南　　　　　　　

常和北　　　　　　　

川原宿　　　　　　　

町下　　　　　　　　
町上　　　　　　　　

町中　　　　　　　　

肬水　　　　　　　　

清川　　　　　　　　

五十貫　　　　　　　

志賀下宿　　　　　　

志賀上宿　　　　　　

妙義荒船林道　　　　

御代田　　　　　　　

向原　　　　　　　　

児玉　　　　　　　　
小田井　　　　　　　

広戸　　　　　　　　

草越　　　　　　　　

豊昇　　　　　　　　
▲ 森泉山　　　　　　　

鳥井原　　　　　　　 南ヶ丘　　　　　　　

馬取　　　　　　　　

発地　　　　　　　　

▲ 八風山　　　　　　　

▲ 寄石山　　　　　　　

東地　　　　　　　　
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御代田町　　　　　　

浅間白根火山ルート　

▲ 浅間山　　　　　　　

▲ 前掛山　　　　　　　

▲ 剣ヶ峰　　　　　　　

追分　　　　　　　　

借宿　　　　　　　　

千ヶ滝西区　　　　　

千ヶ滝中区　　　　　

千ヶ滝東区　　　　　

星野　　　　　　　　

中軽井沢　　　　　　

軽井沢　　　　　　　

南原　　　　　　　　
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