
中央市　　　　　　　

藤巻　　　　　　　　

今福　　　　　　　　

市川大門　　　　　　

帯那　　　　　　　　

四尾連　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

畑熊　　　　　　　　

▲ 大畠山　　　　　　　

芦川　　　　　　　　

高萩　　　　　　　　
三帳　　　　　　　　

▲ 蛾ヶ岳　　　　　　　

下芦川　　　　　　　

八坂峠　　　　　　　

折門　　　　　　　　
八坂　　　　　　　　

浅利　　　　　　　　

豊富　　　　　　　　木原　　　　　　　　

大鳥居　　　　　　　

関原　　　　　　　　

下向山　　　　　　　

上向山　　　　　　　

中畑　　　　　　　　

右左口　　　　　　　

心経寺　　　　　　　

藤垈　　　　　　　　

飯田　　　　　　　　

平川　　　　　　　　
上九一色　　　　　　

本郷　　　　　　　　

▲ 釈迦ヶ岳　　　　　　

▲ 三方分山　　　　　　

山家　　　　　　　　

芦川　　　　　　　　

宇山　　　　　　　　

下垈　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

居平　　　　　　　　

金沢　　　　　　　　

五味塚　　　　　　　

御弟子　　　　　　　

向井　　　　　　　　

向村　　　　　　　　

向島　　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

七覚　　　　　　　　宿　　　　　　　　　

上野桃林橋　　　　　

新道　　　　　　　　

神明脇　　　　　　　

石原　　　　　　　　

川浦　　　　　　　　

川東　　　　　　　　

前畑　　　　　　　　

善藤　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大塚桃林橋　　　　　

大八坂　　　　　　　

沢　　　　　　　　　

中木原　　　　　　　

梯　　　　　　　　　

道林　　　　　　　　
南区　　　　　　　　

日蔭　　　　　　　　

琵琶首　　　　　　　

富士見団地　　　　　
北区　　　　　　　　

矢作　　　　　　　　

椚林　　　　　　　　

右左口町　　　　　　

古関町　　　　　　　

今福新田　　　　　　 上向山町　　　　　　

心経寺町　　　　　　

中畑町　　　　　　　

梯町　　　　　　　　

馬籠　　　　　　　　

角川　　　　　　　　

佐久　　　　　　　　
別当　　　　　　　　

大田和　　　　　　　

市川三郷町役場　　　

市川本町駅　　　　　

芦川駅　　　　　　　

甲斐上野駅　　　　　

昭和町　　　　　　　

名取　　　　　　　　

竜王　　　　　　　　

西八幡　　　　　　　

玉川　　　　　　　　

鏡中条　　　　　　　

今諏訪　　　　　　　

釜無川　　　　　　　

甲府昭和ＩＣ　　　　

西条　　　　　　　　

押越　　　　　　　　
昭和　　　　　　　　

河西　　　　　　　　上河東　　　　　　　

布施　　　　　　　　

田富　　　　　　　　

東花輪　　　　　　　

西新居　　　　　　　

成島　　　　　　　　
玉穂　　　　　　　　

乙黒　　　　　　　　

貢川　　　　　　　　

徳行　　　　　　　　石田　　　　　　　　

甲府　　　　　　　　

国母　　　　　　　　

小河原　　　　　　　

小瀬　　　　　　　　

大里　　　　　　　　

今井　　　　　　　　

掘之内　　　　　　　

下条　　　　　　　　

笛吹川　　　　　　　

東高橋　　　　　　　

唐柏　　　　　　　　

河内　　　　　　　　

井戸　　　　　　　　

砂原　　　　　　　　

上曽根　　　　　　　

甲府南ＩＣ　　　　　

下曽根　　　　　　　

中道　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

境川　　　　　　　　

田富西ランプ　　　　
若草ランプ　　　　　

西下条ランプ　　　　

田富東ランプ　　　　玉穂西ランプ　　　　
玉穂中央ランプ　　　

下今諏訪　　　　　　

榎　　　　　　　　　

下区　　　　　　　　

下寺尾　　　　　　　

下大窪　　　　　　　

下八幡　　　　　　　

家具団地　　　　　　

間門　　　　　　　　
宮前　　　　　　　　

古村　　　　　　　　

甲府リバーサイドタウ

松本　　　　　　　　

上河東二区　　　　　

上寺尾　　　　　　　

上篠原　　　　　　　

上八幡　　　　　　　

西条一区　　　　　　

西条二区　　　　　　

西油川町　　　　　　

中寺尾　　　　　　　

中八幡　　　　　　　
仲新居　　　　　　　

日向林　　　　　　　

八王寺　　　　　　　

八幡新田　　　　　　

浜　　　　　　　　　文珠　　　　　　　　

流通団地　　　　　　

冷間　　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

伊勢（一）　　　　　

伊勢（三）　　　　　

伊勢（四）　　　　　

伊勢（二）　　　　　

井之口　　　　　　　

一町畑　　　　　　　

臼井阿原　　　　　　

横根町　　　　　　　

下河原町　　　　　　

下河東　　　　　　　

下向山町　　　　　　

下今井町　　　　　　

下三條　　　　　　　

下小河原町　　　　　

下石田（二）　　　　

下曽根町　　　　　　

下鍛冶屋町　　　　　

下飯田（三）　　　　
下飯田（四）　　　　

下飯田（二）　　　　

河東中島　　　　　　

丸の内（一）　　　　

丸の内（三）　　　　

丸の内（二）　　　　

宮原町　　　　　　　

極楽寺　　　　　　　

古上条町　　　　　　
後屋町　　　　　　　

向町　　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

貢川（一）　　　　　

貢川（二）　　　　　

貢川本町　　　　　　

高室町　　　　　　　

高畑（一）　　　　　

高畑（三）　　　　　

高畑（二）　　　　　

国玉町　　　　　　　

国母（一）　　　　　

国母（五）　　　　　

国母（三）　　　　　

国母（四）　　　　　
国母（七）　　　　　

国母（二）　　　　　

国母（八）　　　　　

国母（六）　　　　　

砂田町　　　　　　　

桜井町　　　　　　　

三椚　　　　　　　　

山之神　　　　　　　

紙漉阿原　　　　　　

七沢町　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

若松町　　　　　　　

酒折（一）　　　　　

酒折（三）　　　　　

酒折（二）　　　　　

酒折町　　　　　　　

寿町　　　　　　　　

住吉（一）　　　　　

住吉（五）　　　　　

住吉（三）　　　　　

住吉（四）　　　　　
住吉（二）　　　　　

小曲町　　　　　　　

小瀬町　　　　　　　

上阿原町　　　　　　

上今井町　　　　　　

上三條　　　　　　　

上小河原町　　　　　

上石田（一）　　　　

上石田（三）　　　　

上石田（四）　　　　

上石田（二）　　　　

上曽根町　　　　　　

城東（一）　　　　　
城東（五）　　　　　城東（三）　　　　　

城東（四）　　　　　
城東（二）　　　　　

清水新居　　　　　　

西下条町　　　　　　

西花輪　　　　　　　

西高橋町　　　　　　
西条新田　　　　　　

青沼（一）　　　　　

青沼（三）　　　　　

青沼（二）　　　　　

青葉町　　　　　　　

石和町　　　　　　　

浅原　　　　　　　　

善光寺（一）　　　　

善光寺（三）　　　　善光寺（二）　　　　

相生（一）　　　　　

相生（三）　　　　　

相生（二）　　　　　

増坪町　　　　　　　

太田町　　　　　　　

大津町　　　　　　　

大里町　　　　　　　

築地新居　　　　　　

中央（一）　　　　　
中央（五）　　　　　

中央（三）　　　　　

中央（四）　　　　　

中央（二）　　　　　

中楯　　　　　　　　

中小河原（一）　　　

中小河原町　　　　　

中町　　　　　　　　

朝気（一）　　　　　

朝気（三）　　　　　

朝気（二）　　　　　

町之田　　　　　　　

東下条町　　　　　　

東光寺（一）　　　　

東光寺（二）　　　　

東油川　　　　　　　

湯田（一）　　　　　

湯田（二）　　　　　

徳行（一）　　　　　

徳行（五）　　　　　

徳行（三）　　　　　徳行（四）　　　　　
徳行（二）　　　　　

南口町　　　　　　　

白井町　　　　　　　

飯喰　　　　　　　　

飯田（五）　　　　　

飯田（四）　　　　　

富竹（一）　　　　　富竹（三）　　　　　

富竹（四）　　　　　

富竹（二）　　　　　
富竹新田　　　　　　

宝（二）　　　　　　

蓬沢（一）　　　　　蓬沢町　　　　　　　

坊ヶ峯　　　　　　　

堀之内町　　　　　　

万才　　　　　　　　

落合町　　　　　　　

里吉（一）　　　　　

里吉（三）　　　　　

里吉（四）　　　　　

里吉（二）　　　　　

和戸町　　　　　　　

下飯田（一）　　　　
金竹町　　　　　　　

中村町　　　　　　　
朝日（一）　　　　　

朝日（三）　　　　　

長松寺町　　　　　　
東光寺（三）　　　　

東光寺町　　　　　　

飯田（一）　　　　　

飯田（三）　　　　　
飯田（二）　　　　　

宝（一）　　　　　　

北口（一）　　　　　
北口（三）　　　　　

北口（二）　　　　　

中央市役所　　　　　

昭和町役場　　　　　

甲斐市役所　　　　　
甲府市役所　　　　　
山梨県庁　　　　　　

東花輪駅　　　　　　

小井川駅　　　　　　

常永駅　　　　　　　

国母駅　　　　　　　

甲斐住吉駅　　　　　

南甲府駅　　　　　　

酒折駅　　　　　　　善光寺駅　　　　　　

金手駅　　　　　　　

甲府駅　　　　　　　
竜王駅　　　　　　　

大黒坂　　　　　　　
大窪　　　　　　　　

▲ 春日山　　　　　　　

▲ 滝戸山　　　　　　　

鴬宿峠　　　　　　　

鴬宿　　　　　　　　

中芦川　　　　　　　

芦川　　　　　　　　

新井原　　　　　　　

上芦川　　　　　　　

鍵掛峠　　　　　　　

▲ 節刀ヶ岳　　　　　　

大石峠　　　　　　　

大口山開拓　　　　　

▲ 烏帽子山　　　　　　

▲ 王岳　　　　　　　　

根場　　　　　　　　

▲ 鬼ヶ岳　　　　　　　

西湖　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

足和田　　　　　　　

湯口　　　　　　　　

勝山　　　　　　　　

中大窪　　　　　　　

入野　　　　　　　　

奥　　　　　　　　　

江木林　　　　　　　

小海　　　　　　　　

大口山　　　　　　　

八反林　　　　　　　

芦川町　　　　　　　

境川町　　　　　　　

勝山　　　　　　　　

笛吹市　　　　　　　

勝沼バイパス　　　　

甲州市飛地　　　　　

鎭目　　　　　　　　

春日居　　　　　　　

国府　　　　　　　　

川中島　　　　　　　

石和　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

日之出　　　　　　　

北　　　　　　　　　

南　　　　　　　　　増利　　　　　　　　

永井　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

高家　　　　　　　　

奈良原　　　　　　　

小山　　　　　　　　

小黒坂　　　　　　　

栗原　　　　　　　　
一町田中　　　　　　

田中　　　　　　　　

小城　　　　　　　　
野呂　　　　　　　　

坪井　　　　　　　　

竹原田　　　　　　　
都塚　　　　　　　　

一宮　　　　　　　　
一ノ宮　　　　　　　

末木　　　　　　　　

千米寺　　　　　　　

一宮御坂ＩＣ　　　　国分　　　　　　　　塩田　　　　　　　　土塚　　　　　　　　

市之蔵　　　　　　　

▲ 達沢山　　　　　　　

成田　　　　　　　　

二之宮　　　　　　　

夏目原　　　　　　　

金川原　　　　　　　

御坂　　　　　　　　

下野原　　　　　　　

蕎麦塚　　　　　　　

下黒駒　　　　　　　

尾山　　　　　　　　

竹居　　　　　　　　
上黒駒　　　　　　　

戸倉　　　　　　　　

勝沼　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

勝沼ＩＣ　　　　　　

▲ 茶臼山　　　　　　　

鎮目ＩＣ　　　　　　

下小山　　　　　　　

経塚　　　　　　　　

小石和　　　　　　　

川田町　　　　　　　

井之上　　　　　　　

稲山　　　　　　　　

下の川　　　　　　　

下小下　　　　　　　

下成田　　　　　　　

下前間田　　　　　　

下田　　　　　　　　

駒留　　　　　　　　

御崎林　　　　　　　

坂野　　　　　　　　室部　　　　　　　　

手古松　　　　　　　

十郎　　　　　　　　

上小下　　　　　　　

新上宿　　　　　　　

新浜　　　　　　　　

森ノ上　　　　　　　

大庭　　　　　　　　

大野寺　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

南竹居　　　　　　　

二階　　　　　　　　

柏尾　　　　　　　　

八反田　　　　　　　

堀之内　　　　　　　

侭ノ上　　　　　　　

門林　　　　　　　　

一宮町　　　　　　　

下井之上　　　　　　

下平井　　　　　　　

下矢作　　　　　　　

歌田　　　　　　　　

橋立　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

窪中島　　　　　　　

栗合　　　　　　　　

狐新居　　　　　　　

国衙　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

四日市場　　　　　　

市部　　　　　　　　

寺本　　　　　　　　春日居町　　　　　　

勝沼町下岩崎　　　　

勝沼町上岩崎　　　　

勝沼町等々力　　　　

小松　　　　　　　　

上平井　　　　　　　

上矢作　　　　　　　

新巻　　　　　　　　

神沢　　　　　　　　
石　　　　　　　　　

前間田　　　　　　　

大間田　　　　　　　

地蔵堂　　　　　　　

南野呂　　　　　　　

八千蔵　　　　　　　

八代町　　　　　　　

八田　　　　　　　　 北都塚　　　　　　　

北野呂　　　　　　　

本都塚　　　　　　　

下栗原　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

勝沼町勝沼　　　　　上栗原　　　　　　　

笛吹八代ＳＩＣ　　　

笛吹市役所　　　　　

石和温泉駅　　　　　

南甲府警察署

山梨県警察本部

甲府警察署

笛吹警察署
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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▲



甲府市　　　　　　　

甲斐市　　　　　　　

竜地　　　　　　　　

下今井　　　　　　　

菅口　　　　　　　　

獅子平　　　　　　　

漆戸　　　　　　　　

亀沢　　　　　　　　

寺平　　　　　　　　

吉沢　　　　　　　　

荒川　　　　　　　　

大久保　　　　　　　

境　　　　　　　　　

敷島　　　　　　　　
上条　　　　　　　　

中下条　　　　　　　

大下条　　　　　　　

安寺　　　　　　　　

▲ 羅漢寺山　　　　　　

御岳昇仙峡　　　　　

高成　　　　　　　　

竹日向　　　　　　　

塔岩　　　　　　　　

帯郡　　　　　　　　

千代田湖　　　　　　

山宮　　　　　　　　

羽黒　　　　　　　　

千塚　　　　　　　　

湯村　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

積翠寺　　　　　　　

▲ 帯那山　　　　　　　

横根　　　　　　　　

双葉スマートＩＣ　　

新田　　　　　　　　

双葉竪町　　　　　　

団子　　　　　　　　

東裏　　　　　　　　

横町　　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

希望ヶ丘　　　　　　

戸市　　　　　　　　

高原団地　　　　　　

山宮団地　　　　　　

氏神前　　　　　　　

松島団地　　　　　　

上宿　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

西町　　　　　　　　

西裏　　　　　　　　

前屋　　　　　　　　

大栄　　　　　　　　

大屋敷　　　　　　　

滝坂　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

島上条　　　　　　　

桃花の街　　　　　　

藤の木　　　　　　　

敷島新町　　　　　　

敷島台　　　　　　　

藍色の街　　　　　　

羽黒町　　　　　　　

塩部（一）　　　　　塩部（三）　　　　　
塩部（四）　　　　　

塩部（二）　　　　　

屋形（一）　　　　　

屋形（三）　　　　　

屋形（二）　　　　　

音羽町　　　　　　　

下菅口　　　　　　　

下積翠寺町　　　　　

下帯那町　　　　　　

岩窪町　　　　　　　

宮前町　　　　　　　

牛句　　　　　　　　

元紺屋町　　　　　　

古府中町　　　　　　

荒川（一）　　　　　

荒川（二）　　　　　

高成町　　　　　　　

山宮町　　　　　　　

小松町　　　　　　　

上積翠寺町　　　　　
上帯那町　　　　　　

西田町　　　　　　　

千塚（一）　　　　　

千塚（五）　　　　　

千塚（三）　　　　　

千塚（四）　　　　　

千塚（二）　　　　　

千田　　　　　　　　

善光寺町　　　　　　

打返　　　　　　　　

大手（一）　　　　　
大手（三）　　　　　

大手（二）　　　　　

大和町　　　　　　　

団子新居　　　　　　

池田（一）　　　　　
池田（三）　　　　　池田（二）　　　　　

竹日向町　　　　　　

朝日（五）　　　　　
朝日（四）　　　　　

朝日（二）　　　　　
長塚　　　　　　　　

塚原町　　　　　　　

天狗沢　　　　　　　

天神町　　　　　　　

塔岩町　　　　　　　

湯村（一）　　　　　

湯村（三）　　　　　

湯村（二）　　　　　

美咲（一）　　　　　
美咲（二）　　　　　富士見（二）　　　　

武田（一）　　　　　

武田（三）　　　　　

武田（二）　　　　　

平瀬町　　　　　　　

北新（一）　　　　　

北新（二）　　　　　

竜王新町　　　　　　

緑が丘（一）　　　　

緑が丘（二）　　　　

和田町　　　　　　　

上菅口　　　　　　　

木賊峠　　　　　　　

▲ 金ヶ岳　　　　　　　 ▲ 曲岳　　　　　　　　

平見城　　　　　　　

▲ 黒冨士　　　　　　　

▲ 中津森　　　　　　　

野猿谷　　　　　　　

▲ 大刀岡山　　　　　　

草鹿沢　　　　　　　

御岳　　　　　　　　

大滝　　　　　　　　

▲ 水ヶ森　　　　　　　

猪狩　　　　　　　　

黒平　　　　　　　　

▲ 茅ヶ岳　　　　　　　

大明神　　　　　　　
下芦沢　　　　　　　

下福沢　　　　　　　

御岳町　　　　　　　
高町　　　　　　　　

黒平町　　　　　　　

上芦沢　　　　　　　

上福沢　　　　　　　

草鹿沢町　　　　　　

猪狩町　　　　　　　

牧平　　　　　　　　

西保中　　　　　　　

西保下　　　　　　　

倉科　　　　　　　　 室伏　　　　　　　　

城古寺　　　　　　　

窪平　　　　　　　　

請地　　　　　　　　牧丘　　　　　　　　

切差　　　　　　　　

水口　　　　　　　　

堀内　　　　　　　　

大工　　　　　　　　

東　　　　　　　　　

市川　　　　　　　　

江曽原　　　　　　　

七日市場　　　　　　

▲ 棚山　　　　　　　　

矢坪　　　　　　　　

山根　　　　　　　　
万力　　　　　　　　

山梨　　　　　　　　

小原東　　　　　　　

三ヶ所　　　　　　　

東後屋敷　　　　　　

上石森　　　　　　　

正徳寺　　　　　　　

上岩下　　　　　　　

▲ 兜山　　　　　　　　

熊野堂　　　　　　　桑戸　　　　　　　　

塩山下柚木　　　　　

▲ 扇山　　　　　　　　

塩山藤木　　　　　　

塩山小屋敷　　　　　

塩山三日市場　　　　

塩山上井尻　　　　　 ▲ 塩ノ山　　　　　　　

塩山千野　　　　　　

塩山下塩後　　　　　

塩山　　　　　　　　

塩山下於曽　　　　　

塩山西広門田　　　　

重川　　　　　　　　

塩山熊野　　　　　　

塩山牛奥　　　　　　

塩山西野原　　　　　

勝沼町山　　　　　　

勝沼町休息　　　　　

勝沼町綿塚　　　　　

勝沼町小佐手　　　　

勝沼町菱山　　　　　

上岩下ランプ　　　　

下岩下ランプ　　　　

万力ランプ　　　　　

下岩下　　　　　　　
下石森　　　　　　　

小原西　　　　　　　

塩山上塩後　　　　　

芦ノ沢　　　　　　　

横道　　　　　　　　

横落　　　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

下市川　　　　　　　

下新町　　　　　　　

古宿　　　　　　　　

在華　　　　　　　　

小田屋　　　　　　　

小田野　　　　　　　

上市川　　　　　　　

上新町　　　　　　　

石島　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

切通　　　　　　　　

替地　　　　　　　　

大村　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

辻屋　　　　　　　　唐沢　　　　　　　　

徳条　　　　　　　　

日影　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

膝立　　　　　　　　

法喩庵　　　　　　　

豊後　　　　　　　　

北井　　　　　　　　

牧平西　　　　　　　牧平東　　　　　　　

万力一区　　　　　　

万力三区　　　　　　

万力二区　　　　　　 木戸　　　　　　　　

塩山上於曽　　　　　

塩山赤尾　　　　　　
下井尻　　　　　　　

下神内川　　　　　　

鴨居寺　　　　　　　

上神内川　　　　　　

上之割　　　　　　　

隼　　　　　　　　　

別田　　　　　　　　

下道　　　　　　　　

上道　　　　　　　　
田屋　　　　　　　　

八幡南ランプ　　　　

八幡北ランプ　　　　

岩手ランプ　　　　　

山梨市役所　　　　　

甲州市役所　　　　　

勝沼ぶどう郷駅　　　春日居町駅　　　　　

山梨市駅　　　　　　

東山梨駅　　　　　　

塩山駅　　　　　　　

真智　　　　　　　　

甲州市　　　　　　　

山梨市　　　　　　　

▲ 剣が峰　　　　　　　

▲ 倉沢山　　　　　　　

焼山峠　　　　　　　

▲ 小楢山　　　　　　　

豊原　　　　　　　　

杣口　　　　　　　　

三富下釜口　　　　　

千野々宮　　　　　　

▲ 大久保山　　　　　　

成沢　　　　　　　　

▲ 乾徳山　　　　　　　

大平　　　　　　　　

三富徳和　　　　　　

三富下荻原　　　　　

三富上柚木　　　　　

井戸川　　　　　　　

稲子沢　　　　　　　

乙ヶ妻　　　　　　　

興南　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

寺井　　　　　　　　

漆川　　　　　　　　

上荻原　　　　　　　

生捕　　　　　　　　

西の平　　　　　　　

大室　　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

馬込　　　　　　　　

牧丘町　　　　　　　

日下部警察署

10
6

31

119

104

7

101

20

727

112

140

303

411

214

38

202

204

216 34

205
201

207

213

31

219

206

206

219

213

140

209

   1/50000

533844＊55

5338(9)
72

62

73

63

5338(10)
52

42

53

43

5338(11)
32

22

33

23

5338(5)
74

64

75

65

533854

533844

533855

533845

5338(6)
54

44

55

45

5338(7)
34

24

35

25

5338(1)
76

66

77

67

5338(2)
56

46

57

47

5338(3)
36

26

37

27

交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

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▲



御殿場市　　　　　　

小山町　　　　　　　

富士河口湖町飛地　　

山中湖村　　　　　　

▲ 小富士　　　　　　　

東富士五湖道路　　　

山中湖　　　　　　　

籠坂峠　　　　　　　

須走　　　　　　　　

▲ 宝永山　　　　　　　

富士山五合目　　　　

須走ＩＣ　　　　　　

下り山　　　　　　　

三本柏木　　　　　　

重郎渕　　　　　　　

諏訪堀　　　　　　　

茶屋段　　　　　　　

南大道端　　　　　　

南中原　　　　　　　

鶴塚　　　　　　　　
二本木道上　　　　　

薮木　　　　　　　　

山中湖村役場　　　　

鳴沢村　　　　　　　

旧鎌倉往還　　　　　

富士吉田市　　　　　

富士吉田市飛地　　　

西桂町　　　　　　　
河口湖　　　　　　　

船津　　　　　　　　

河口湖ＩＣ　　　　　

富士急行河口湖線　　

▲ 小倉山　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

上吉田　　　　　　　

富士吉田　　　　　　
大明見　　　　　　　

下吉田　　　　　　　

小明見　　　　　　　

▲ 杓子山　　　　　　　

忍草　　　　　　　　桂川　　　　　　　　

忍野　　　　　　　　内野　　　　　　　　

長池　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

富士吉田ＩＣ　　　　

山中湖ＩＣ　　　　　

お茶屋町　　　　　　

沖新畑　　　　　　　

宮下町　　　　　　　

古原　　　　　　　　

向原　　　　　　　　

座蔵　　　　　　　　

寺屋敷　　　　　　　

城山東　　　　　　　

責草　　　　　　　　

浅間町　　　　　　　

中ノ侭　　　　　　　

中央区　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

東町　　　　　　　　

二本木道下　　　　　

弁天町　　　　　　　

北畠　　　　　　　　梁尻　　　　　　　　

ときわ台（一）　　　

旭（一）　　　　　　

旭（五）　　　　　　
旭（三）　　　　　　
旭（二）　　　　　　

松山（一）　　　　　
松山（五）　　　　　

松山（三）　　　　　

松山（四）　　　　　松山（二）　　　　　

上吉田（一）　　　　

上吉田（五）　　　　

上吉田（三）　　　　

上吉田（四）　　　　

上吉田（七）　　　　

上吉田（二）　　　　

上吉田（六）　　　　

新西原（一）　　　　

新西原（三）　　　　
新西原（四）　　　　

新西原（二）　　　　

竜ヶ丘（一）　　　　
竜ヶ丘（三）　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　

旭（四）　　　　　　

（仮）富士吉田南ＳＩ

忍野村役場　　　　　

富士吉田市役所　　　

富士河口湖町役場　　

富士山駅　　　　　　

富士急ハイランド駅　

月江寺駅　　　　　　

河口湖駅　　　　　　 下吉田駅　　　　　　

葭池温泉前駅　　　　

山北町　　　　　　　

世附峠　　　　　　　

明神峠　　　　　　　

▲ 三国山　　　　　　　

三国峠　　　　　　　

山中湖　　　　　　　

大御神　　　　　　　

中日向　　　　　　　 湯船　　　　　　　　 中島　　　　　　　　

滝ノ前　　　　　　　

生土　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

御殿場線　　　　　　

吉久保　　　　　　　

大胡田　　　　　　　

棚頭　　　　　　　　

用沢　　　　　　　　

上小林　　　　　　　

水土野　　　　　　　

東名高速道路　　　　

音淵　　　　　　　　

下一色　　　　　　　

茅沼　　　　　　　　

吉久保坂下　　　　　

犬ノ平　　　　　　　

原向　　　　　　　　

向切詰　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

所領　　　　　　　　

諏訪ノ前　　　　　　

吹上　　　　　　　　

正間田　　　　　　　

正倉　　　　　　　　

川前　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　
大脇　　　　　　　　

只水　　　　　　　　

奈良橋　　　　　　　

用沢原　　　　　　　

阿多野　　　　　　　

下小林　　　　　　　

柴怒田　　　　　　　

上古城　　　　　　　

藤曲　　　　　　　　

（仮）小山ＳＩＣ　　

小山町役場　　　　　

道志村　　　　　　　

忍野村　　　　　　　

▲ 石割山　　　　　　　

▲ 御正体山　　　　　　

善之木　　　　　　　

白井平　　　　　　　

長又　　　　　　　　

山伏峠　　　　　　　

▲ 菰釣山　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

吉政　　　　　　　　

宮の脇　　　　　　　

小海原　　　　　　　

水ヶ久保　　　　　　

水の元　　　　　　　

水ノ木　　　　　　　赤芝　　　　　　　　

切詰　　　　　　　　

川村　　　　　　　　

霜窪　　　　　　　　

池畑　　　　　　　　不動坂　　　　　　　

芙蓉台別荘地　　　　

柳原　　　　　　　　

世附　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

富士吉田警察署

152

138

150

701

138

138

729

717

707139

701

137101
704

715

138

150

394

1

149

365

151

147

730

413

729

246

715

50

413

729729

715

   1/50000

533806＊17

5338(7)
34

24

35

25

5338(8)
14

04

15

05

5238(5)
74

64

75

65

5338(3)
36

26

37

27

533816

533806

533817

533807

5338(4)
16

06

17

07

5238(1)
76

66

77

67

5339(15)
30

20

31

21

5339(16)
10

00

11

01

5239(13)
70

60

71

61

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▲


