
駄口　　　　　　　　

▲ 三国山　　　　　　　

在原　　　　　　　　

▲ 乗鞍岳　　　　　　　

庄　　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

西浅井町中　　　　　

敦賀市　　　　　　　

敦賀港　　　　　　　

櫛川　　　　　　　　

西原　　　　　　　　

▲ 旗護山　　　　　　　

沓見　　　　　　　　

関峠　　　　　　　　
関　　　　　　　　　

莇生野　　　　　　　

木崎　　　　　　　　

松島　　　　　　　　
敦賀　　　　　　　　

樫曲　　　　　　　　

余座　　　　　　　　

敦賀ＩＣ　　　　　　

吉河　　　　　　　　

坂ノ下　　　　　　　

道口　　　　　　　　笙の川　　　　　　　

公文名　　　　　　　砂流　　　　　　　　

小浜線　　　　　　　

▲ 野坂岳　　　　　　　

山　　　　　　　　　

黒河川　　　　　　　

小河　　　　　　　　

曽々木　　　　　　　

奥野　　　　　　　　

疋田　　　　　　　　

美浜町　　　　　　　

佐田ランプ　　　　　

ひばりヶ丘町　　　　

みどりヶ丘町　　　　

衣掛町　　　　　　　

雨谷　　　　　　　　

永大町　　　　　　　

河原町　　　　　　　

深坂　　　　　　　　

深山寺　　　　　　　

萩野町　　　　　　　

布田町　　　　　　　

木ノ芽町　　　　　　

井川　　　　　　　　

岡山町（一）　　　　

岡山町（二）　　　　

開町　　　　　　　　

角鹿町　　　　　　　

金ヶ崎町　　　　　　

櫛川町（二）　　　　

櫛林　　　　　　　　

結城町　　　　　　　

古田刈　　　　　　　

呉羽町　　　　　　　

呉竹町（一）　　　　呉竹町（二）　　　　

御名　　　　　　　　

港町　　　　　　　　

国広町　　　　　　　

桜ヶ丘町　　　　　　

三島町（一）　　　　

三島町（三）　　　　

三島町（二）　　　　

山泉　　　　　　　　

市橋　　　　　　　　

市野々町（二）　　　

若泉町　　　　　　　

若葉町（一）　　　　

若葉町（三）　　　　
若葉町（二）　　　　

曙町　　　　　　　　

小河口　　　　　　　

昭和町（一）　　　　

昭和町（二）　　　　

松栄町　　　　　　　

松原町　　　　　　　

松島町　　　　　　　

松島町（二）　　　　
松葉町　　　　　　　

新松島町　　　　　　

新和町（一）　　　　

新和町（二）　　　　

神楽町（二）　　　　

清水町（二）　　　　

泉ヶ丘町　　　　　　

相生町　　　　　　　
大蔵　　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

中央町（一）　　　　
中央町（二）　　　　

鋳物師町　　　　　　

長沢　　　　　　　　

津内町（二）　　　　

鉄輪町（一）　　　　

天筒町　　　　　　　

東洋町　　　　　　　

藤ヶ丘町　　　　　　

堂　　　　　　　　　

白銀町　　　　　　　

鳩原　　　　　　　　

舞崎町　　　　　　　

舞崎町（二）　　　　
平和町　　　　　　　

蓬莢町　　　　　　　

本町（一）　　　　　

本町（二）　　　　　

野坂　　　　　　　　

野神　　　　　　　　

和久野　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

金山ランプ　　　　　
敦賀ＪＣＴ　　　　　

敦賀南スマートＩＣ　

敦賀市役所　　　　　 敦賀駅　　　　　　　

西敦賀駅　　　　　　粟野駅　　　　　　　

新疋田駅　　　　　　

長浜市　　　　　　　

山門　　　　　　　　

▲ 日計山　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　

集福寺　　　　　　　

横波　　　　　　　　

岩熊　　　　　　　　

塩津浜　　　　　　　

飯浦　　　　　　　　

大見　　　　　　　　

坂口　　　　　　　　余呉湖　　　　　　　

川並　　　　　　　　

八戸　　　　　　　　
下余呉　　　　　　　

中之郷　　　　　　　
文室　　　　　　　　

国安　　　　　　　　
東野　　　　　　　　

今市　　　　　　　　池原　　　　　　　　

▲ 行市山　　　　　　　

余呉川　　　　　　　

柳ヶ瀬　　　　　　　

小谷　　　　　　　　

摺墨　　　　　　　　

下丹生　　　　　　　

上丹生　　　　　　　

高時川　　　　　　　

▲ 七々頭ヶ岳　　　　　

新道野　　　　　　　

江土　　　　　　　　西浅井町塩津中　　　

西浅井町祝山　　　　

西浅井町余　　　　　

木之本町木之本　　　

余呉町新堂　　　　　

近江塩津駅　　　　　

余呉駅　　　　　　　

木ノ本駅　　　　　　

北陸自動車道　　　　

池河内　　　　　　　

杉箸　　　　　　　　

奥麻生　　　　　　　

新道　　　　　　　　

菅並　　　　　　　　

田戸　　　　　　　　

▲ 安蔵山　　　　　　　

鷲見　　　　　　　　

椿坂　　　　　　　　

椿坂峠　　　　　　　

中河内　　　　　　　
半明　　　　　　　　

麻生口　　　　　　　 刀根　　　　　　　　

敦賀警察署

木之本警察署
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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▲



葉原　　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

越坂　　　　　　　　

獺河内　　　　　　　
田結　　　　　　　　

田結崎　　　　　　　
鞠山　　　　　　　　

赤崎　　　　　　　　

江良　　　　　　　　
松ヶ崎　　　　　　　

五幡　　　　　　　　

黒崎　　　　　　　　

阿曽　　　　　　　　

岡崎　　　　　　　　杉津　　　　　　　　

横浜　　　　　　　　

大比田　　　　　　　

敦賀湾　　　　　　　

敦賀原電　　　　　　

明神崎　　　　　　　

浦底　　　　　　　　

色浜　　　　　　　　

▲ 蠑螺が岳　　　　　　

▲ 西方が岳　　　　　　

手　　　　　　　　　

鷲崎　　　　　　　　

小崎　　　　　　　　

沓　　　　　　　　　常宮　　　　　　　　

馬背峠　　　　　　　
縄間　　　　　　　　

名子崎　　　　　　　

名子　　　　　　　　

二村　　　　　　　　

拳野　　　　　　　　

明神町　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

赤萩　　　　　　　　

▲ アマゴゼ山　　　　　

大良　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

山中峠　　　　　　　

元比田　　　　　　　

立石岬　　　　　　　

立石　　　　　　　　

具谷　　　　　　　　

河野　　　　　　　　

二ッ屋　　　　　　　

北陸本線　　　　　　

孫谷　　　　　　　　

▲ 田畑山　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

八飯　　　　　　　　

宇津尾　　　　　　　

▲ 船ヶ洞山　　　　　　

▲ 鉢伏山　　　　　　　

木ノ芽峠　　　　　　

▲ 上谷山　　　　　　　

栃ノ木峠　　　　　　

新保　　　　　　　　

北国街道　　　　　　

南越前町　　　　　　

栃ノ木峠　　　　　　

▲ ホノケ山　　　　　　

▲ 足谷山　　　　　　　

森久　　　　　　　　

瓜生野　　　　　　　

奥野々　　　　　　　

西大道　　　　　　　
南越前　　　　　　　

関ヶ鼻　　　　　　　

鯖波　　　　　　　　

牧谷　　　　　　　　

金粕　　　　　　　　

阿久和　　　　　　　

中小屋　　　　　　　

社谷　　　　　　　　

湯尾　　　　　　　　

今庄ＩＣ　　　　　　

燧　　　　　　　　　

日野川　　　　　　　

南今庄　　　　　　　

▲ 藤倉山　　　　　　　

大桐　　　　　　　　

合波　　　　　　　　

南条スマートＩＣ　　
瓜生野町　　　　　　

久喜　　　　　　　　

今庄　　　　　　　　

上別所　　　　　　　

堂宮　　　　　　　　

馬上免　　　　　　　八乙女　　　　　　　

上牧谷　　　　　　　

森久町　　　　　　　
南越前町役場　　　　

南条駅　　　　　　　

湯尾駅　　　　　　　

今庄駅　　　　　　　

南今庄駅　　　　　　
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

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▲



茂原　　　　　　　　

米ノ　　　　　　　　

▲ 若須岳　　　　　　　

中津原　　　　　　　
下別所　　　　　　　

▲ 矢良巣岳　　　　　　

湯谷　　　　　　　　

勾当原　　　　　　　

勝蓮花　　　　　　　

▲ 鬼ヶ岳　　　　　　　

安養寺　　　　　　　

曽原　　　　　　　　

小杉　　　　　　　　

若須　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

千合谷　　　　　　　

堀町　　　　　　　　

菖蒲谷　　　　　　　

安戸　　　　　　　　

米口　　　　　　　　

丸岡　　　　　　　　

甲楽城　　　　　　　

糠　　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

杉山　　　　　　　　

粟野町　　　　　　　

安戸町　　　　　　　

下中津原町　　　　　

下別所町　　　　　　

丸岡町　　　　　　　
午房ヶ平　　　　　　

勾当原町　　　　　　

黒川町　　　　　　　

若須町　　　　　　　

勝蓮花町　　　　　　

小杉町　　　　　　　

小谷町　　　　　　　

菖蒲谷町　　　　　　

上杉本町　　　　　　

菅町　　　　　　　　

千合谷町　　　　　　

曽原町　　　　　　　

中津原町　　　　　　

都辺町　　　　　　　

土山町　　　　　　　

湯谷町　　　　　　　

二階堂町　　　　　　

萩原町　　　　　　　

八田　　　　　　　　

仏谷町　　　　　　　
米口町　　　　　　　

牧町　　　　　　　　

六呂師　　　　　　　

越前町　　　　　　　

▲ 越知山　　　　　　　

茗荷　　　　　　　　

▲ 六所山　　　　　　　

笈松　　　　　　　　

入尾　　　　　　　　

細野　　　　　　　　

桜谷　　　　　　　　赤井谷　　　　　　　

大王丸　　　　　　　

三崎　　　　　　　　
四ッ杉　　　　　　　

下河原　　　　　　　

平等　　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

大樟　　　　　　　　

厨　　　　　　　　　

熊谷　　　　　　　　増谷　　　　　　　　

小曽原　　　　　　　

江波　　　　　　　　
樫津　　　　　　　　

舟場　　　　　　　　

寺　　　　　　　　　

蝉口　　　　　　　　

佐々生　　　　　　　

岩開　　　　　　　　
青野　　　　　　　　

茱原　　　　　　　　

小川　　　　　　　　

下糸生　　　　　　　

上糸生　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

下山中　　　　　　　

蚊谷寺　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

牛越　　　　　　　　

広野　　　　　　　　

笹川　　　　　　　　

上山中　　　　　　　

織田　　　　　　　　

西ケ丘　　　　　　　

天王　　　　　　　　

頭谷　　　　　　　　

萩野　　　　　　　　

八田新保　　　　　　

野末　　　　　　　　

越前市　　　　　　　

粟田部　　　　　　　

不老　　　　　　　　

余川　　　　　　　　

五分市　　　　　　　

味真野　　　　　　　

萱谷　　　　　　　　

西尾　　　　　　　　

岩内　　　　　　　　

武生ＩＣ　　　　　　

真柄　　　　　　　　

戸谷　　　　　　　　

北町　　　　　　　　

横市　　　　　　　　

押田　　　　　　　　

村国　　　　　　　　

横根　　　　　　　　

三ッ俣　　　　　　　

大虫　　　　　　　　 岡本　　　　　　　　

越前　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

千福　　　　　　　　

妙法寺　　　　　　　

池ノ上　　　　　　　

白崎　　　　　　　　

四郎丸　　　　　　　

帆山　　　　　　　　

矢放　　　　　　　　

小野谷　　　　　　　
平林　　　　　　　　

下平吹　　　　　　　

中平吹　　　　　　　

国兼　　　　　　　　

上平吹　　　　　　　

▲ 日野山　　　　　　　

野見ヶ岳　　　　　　

鋳物師　　　　　　　

東大道　　　　　　　

脇本　　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

大塩　　　　　　　　

春日野　　　　　　　

粟田部町　　　　　　

押田（一）　　　　　押田（二）　　　　　

横根町　　　　　　　

横市町　　　　　　　

岡本町　　　　　　　

下四目町　　　　　　

下太田町　　　　　　

下平吹町　　　　　　

葛岡町　　　　　　　

萱谷町　　　　　　　

岩内町　　　　　　　

岩本町　　　　　　　

宮谷町　　　　　　　

京町（二）　　　　　
錦町　　　　　　　　

桂町　　　　　　　　

月見町　　　　　　　

元町　　　　　　　　

五分市町　　　　　　

吾妻町　　　　　　　

御幸町　　　　　　　

向が丘町　　　　　　

向新保町　　　　　　

向陽町　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

広瀬町　　　　　　　

荒谷町　　　　　　　

行松町　　　　　　　

高森町　　　　　　　

高瀬（一）　　　　　

国兼町　　　　　　　

国高（一）　　　　　

国高（三）　　　　　

国高（二）　　　　　

国府（一）　　　　　

今宿町　　　　　　　

三ッ口町　　　　　　

三ッ俣町　　　　　　

四郎丸町　　　　　　

若松町　　　　　　　

住吉町　　　　　　　

春日野町　　　　　　

小松（一）　　　　　

小松（二）　　　　　

小野谷町　　　　　　

庄町　　　　　　　　

庄田町　　　　　　　

松森町　　　　　　　

上四目町　　　　　　

上小松町　　　　　　

上真柄町　　　　　　

上太田町　　　　　　

上大坪町　　　　　　

常久町　　　　　　　

新在家町　　　　　　新保（二）　　　　　新保町　　　　　　　

深草（二）　　　　　

真柄町　　　　　　　杉崎町　　　　　　　

清水頭町　　　　　　

西樫尾町　　　　　　

西谷町　　　　　　　

西尾町　　　　　　　

千原町　　　　　　　

千福町　　　　　　　

村国（一）　　　　　

村国（三）　　　　　

村国（四）　　　　　

村国（二）　　　　　

大塩町　　　　　　　

大屋町　　　　　　　

大手町　　　　　　　

大虫町　　　　　　　

大虫本町　　　　　　

沢町　　　　　　　　

丹生郷町　　　　　　

池ノ上町　　　　　　

池泉町　　　　　　　

中央（一）　　　　　

中平吹町　　　　　　

塚原町　　　　　　　

塚町　　　　　　　　

嶋　　　　　　　　　

東千福町　　　　　　

畷町　　　　　　　　

南（二）　　　　　　

南小山町　　　　　　

日野　　　　　　　　

白崎町　　　　　　　

畑町　　　　　　　　

八幡（一）　　　　　

帆山町　　　　　　　

姫川（一）　　　　　

姫川（二）　　　　　

不老町　　　　　　　

富士見が丘（二）　　

府中（二）　　　　　

武生柳町　　　　　　

文京（一）　　　　　

文京（二）　　　　　

平出（一）　　　　　

平出（三）　　　　　

平出（二）　　　　　

平林町　　　　　　　

蓬莱町　　　　　　　

豊町　　　　　　　　

北小山町　　　　　　
北千福町　　　　　　

北府（二）　　　　　

堀川町　　　　　　　

本多（二）　　　　　

万代町　　　　　　　

味真野町　　　　　　

妙法寺町　　　　　　

矢船町　　　　　　　
矢放町　　　　　　　

余川町　　　　　　　

戸谷町　　　　　　　

芝原（一）　　　　　

芝原（三）　　　　　 馬上免町　　　　　　
八幡（二）　　　　　

北府（一）　　　　　北府（四）　　　　　

越前市役所　　　　　

北府駅　　　　　　　

越前武生駅　　　　　

武生駅　　　　　　　

王子保駅　　　　　　

スポーツ公園駅　　　

福井市　　　　　　　

鯖江市　　　　　　　

栃川　　　　　　　　

宝泉寺　　　　　　　

西田中　　　　　　　

気比庄　　　　　　　

乙坂　　　　　　　　

▲ 乙坂山　　　　　　　

甑谷　　　　　　　　 花守　　　　　　　　
三十八社　　　　　　

森行　　　　　　　　

末広　　　　　　　　

生野　　　　　　　　

▲ 文殊山　　　　　　　

帆谷　　　　　　　　

生部　　　　　　　　

別所　　　　　　　　
吉谷　　　　　　　　

四方谷　　　　　　　

南井　　　　　　　　

橋立　　　　　　　　

下河端　　　　　　　

鳥羽　　　　　　　　

上江尻　　　　　　　

吉江　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

川去　　　　　　　　

西大井　　　　　　　

石生谷　　　　　　　

漆原　　　　　　　　

二丁掛　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

福井鉄道福武線　　　

鯖江　　　　　　　　

小黒　　　　　　　　

鳥井　　　　　　　　

舟津　　　　　　　　

新横江　　　　　　　

鯖江ＩＣ　　　　　　

上河端　　　　　　　

松成　　　　　　　　

乙板今北　　　　　　

落井　　　　　　　　

川島　　　　　　　　

国中　　　　　　　　

中津山　　　　　　　

野岡　　　　　　　　

中新庄　　　　　　　

本保　　　　　　　　

余田　　　　　　　　

氷坂　　　　　　　　

片屋　　　　　　　　

鯖江ＩＣ　　　　　　

上野田　　　　　　　

宇須尾　　　　　　　

円満　　　　　　　　

内郡　　　　　　　　

つつじヶ丘町　　　　

旭町（一）　　　　　

旭町（四）　　　　　

粟田部町中央　　　　

磯部町　　　　　　　

稲寄町　　　　　　　

横越町　　　　　　　

横江町（一）　　　　
屋形町　　　　　　　

乙坂今北町　　　　　

下河端町　　　　　　

下江尻町　　　　　　

下司町　　　　　　　

下氏家町　　　　　　

下新庄町　　　　　　

下野田町　　　　　　

家久町　　　　　　　

角原町　　　　　　　

丸山町（一）　　　　
丸山町（三）　　　　

丸山町（四）　　　　
丸山町（二）　　　　

吉江町　　　　　　　

吉谷町　　　　　　　

吉田町　　　　　　　

宮前（一）　　　　　

宮前（二）　　　　　

橋立町　　　　　　　

熊田町　　　　　　　

五郎丸町　　　　　　

御幸町（一）　　　　
御幸町（三）　　　　御幸町（四）　　　　

御幸町（二）　　　　
幸町（二）　　　　　

江尻ヶ丘町　　　　　

高木町　　　　　　　

国中町　　　　　　　

在田町　　　　　　　

桜町（三）　　　　　

桜町（二）　　　　　

三ッ屋町　　　　　　

三十八社町　　　　　

三尾野出作町　　　　
三本木町　　　　　　

三六町（一）　　　　

四方谷町　　　　　　

市　　　　　　　　　

持明寺町　　　　　　

漆原町　　　　　　　

芝原（五）　　　　　

芝原（二）　　　　　

主計中町　　　　　　

舟枝町　　　　　　　

舟津町（一）　　　　

舟津町（五）　　　　
舟津町（四）　　　　

舟津町（二）　　　　

住吉町（一）　　　　

住吉町（三）　　　　

住吉町（二）　　　　

小黒町（一）　　　　

小黒町（三）　　　　

小黒町（二）　　　　

松成町　　　　　　　

上河端町　　　　　　

上鯖江（一）　　　　

上鯖江（二）　　　　

上氏家町　　　　　　

上川去　　　　　　　

上野田町　　　　　　 新横江（一）　　　　新横江（二）　　　　 新堂町　　　　　　　

森行町　　　　　　　

深江町　　　　　　　

神中町（一）　　　　

神中町（三）　　　　

神中町（二）　　　　

神明町（五）　　　　

神明町（三）　　　　

水落町（一）　　　　

水落町（三）　　　　

水落町（四）　　　　

水落町（二）　　　　

杉本町　　　　　　　

生野町　　　　　　　

西山町　　　　　　　

西庄境町　　　　　　

西袋町　　　　　　　

西田中（四）　　　　

西田中（二）　　　　

西番町　　　　　　　

石生谷町　　　　　　

石田下町　　　　　　

石田上町　　　　　　
石田中町　　　　　　

赤坂町　　　　　　　

川去町　　　　　　　

川島町　　　　　　　

大正寺町　　　　　　

大倉町　　　　　　　

大村町　　　　　　　

大野町　　　　　　　

中新庄町　　　　　　

中津山町　　　　　　

朝日（一）　　　　　

長泉寺町（二）　　　

長尾町　　　　　　　

鳥井町　　　　　　　

鳥羽（一）　　　　　

鳥羽（三）　　　　　鳥羽（二）　　　　　

鳥羽町　　　　　　　

定次町　　　　　　　

天宝　　　　　　　　

冬島町　　　　　　　

東鯖江（一）　　　　東鯖江（三）　　　　

東鯖江（四）　　　　東鯖江（二）　　　　

東内郡（三）　　　　東内郡（四）　　　　東内郡（二）　　　　

東米岡（二）　　　　

当田町　　　　　　　

徳尾町　　　　　　　

南井町　　　　　　　

二丁掛町　　　　　　

入町　　　　　　　　

氷坂町　　　　　　　

平井町　　　　　　　

米岡町　　　　　　　

別所町　　　　　　　

片屋町　　　　　　　

北野町（一）　　　　

北野町（二）　　　　

本町（四）　　　　　

本保町　　　　　　　

柳町（三）　　　　　

柳町（四）　　　　　

有定町（一）　　　　
有定町（三）　　　　

有定町（二）　　　　

余田町　　　　　　　

落井町　　　　　　　

糺町　　　　　　　　

花守町　　　　　　　甑谷町　　　　　　　 浅水二日町　　　　　中野（一）　　　　　 鉾ケ崎町　　　　　　 北山町　　　　　　　

越前町役場　　　　　

鯖江市役所　　　　　

三十八社駅　　　　　

鳥羽中駅　　　　　　

神明駅　　　　　　　

水落駅　　　　　　　

西山公園駅　　　　　

西鯖江駅　　　　　　

サンドーム西駅　　　

家久駅　　　　　　　

北鯖江駅　　　　　　

鯖江駅　　　　　　　

泰澄の里駅　　　　　

越前警察署

今立警察署

鯖江警察署
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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▲



越前町　　　　　　　

奥平　　　　　　　　

足谷　　　　　　　　

▲ 大芝山　　　　　　　

更毛　　　　　　　　

末町　　　　　　　　

上一光　　　　　　　

▲ 国見岳　　　　　　　

五太子　　　　　　　

下一光　　　　　　　

白滝　　　　　　　　

西別所　　　　　　　

別畑　　　　　　　　

尼ヶ谷　　　　　　　

武周ヶ池　　　　　　

武周　　　　　　　　
風尾　　　　　　　　

畠中　　　　　　　　
謡谷　　　　　　　　

千合　　　　　　　　

国山　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

大丹生　　　　　　　

小丹生　　　　　　　

大味　　　　　　　　

茱崎　　　　　　　　

蒲生　　　　　　　　

浜北山　　　　　　　

真木　　　　　　　　

天谷　　　　　　　　

▲ 金毘羅山　　　　　　

大谷寺　　　　　　　

笹谷　　　　　　　　

山内　　　　　　　　

滝波　　　　　　　　

清水畑　　　　　　　

平尾　　　　　　　　

上糸生　　　　　　　

浜北山町　　　　　　

奥平町　　　　　　　

下一光町　　　　　　

加茂内町　　　　　　

蒲生町　　　　　　　

五太子町　　　　　　

更毛町　　　　　　　
国山町　　　　　　　

笹谷町　　　　　　　

山内町　　　　　　　

志津が丘（一）　　　

志津が丘（三）　　　

志津が丘（四）　　　

宿堂町　　　　　　　

小丹生町　　　　　　

上一光町　　　　　　

水谷町　　　　　　　

清水畑町　　　　　　

西別所町　　　　　　

千合町　　　　　　　

足谷町　　　　　　　

大森町　　　　　　　

大丹生町　　　　　　

大味町　　　　　　　

大矢町　　　　　　　

滝波町　　　　　　　

東二ッ屋　　　　　　

尼ケ谷町　　　　　　

猫瀬町　　　　　　　

白滝町　　　　　　　

白浜町　　　　　　　

畠中町　　　　　　　

武周町　　　　　　　

風尾町　　　　　　　
平尾町　　　　　　　

別畑町　　　　　　　

本折町　　　　　　　

謡谷町　　　　　　　
茱崎町　　　　　　　

白方　　　　　　　　

浜島　　　　　　　　

石新保　　　　　　　

深坂　　　　　　　　

川尻　　　　　　　　三里浜　　　　　　　

西畑　　　　　　　　
西二ッ屋　　　　　　

浜住　　　　　　　　

蓑町　　　　　　　　
亀島　　　　　　　　

長橋　　　　　　　　

菅生　　　　　　　　

鮎川　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

宮郷　　　　　　　　

▲ 高須山　　　　　　　

高須　　　　　　　　

中平　　　　　　　　

河内　　　　　　　　

和布　　　　　　　　

鮎川町　　　　　　　

為寄町　　　　　　　

河内町　　　　　　　

宮郷町　　　　　　　 高須町　　　　　　　

国見町　　　　　　　

市ノ瀬町　　　　　　

糸崎町　　　　　　　

松蔭町　　　　　　　

深坂町　　　　　　　

清水平町　　　　　　

西二ッ屋町　　　　　西畑町　　　　　　　

石橋町　　　　　　　
石新保町　　　　　　

石畠町　　　　　　　

川尻町　　　　　　　

大窪町　　　　　　　
中山町　　　　　　　

中平町　　　　　　　

長橋町　　　　　　　

田ノ頭町　　　　　　

南菅生町　　　　　　

白方町　　　　　　　

浜住町　　　　　　　

浜島町　　　　　　　

浜別所町　　　　　　

北菅生町　　　　　　

免鳥町　　　　　　　

両橋屋町　　　　　　

和布町　　　　　　　

東平　　　　　　　　

本堂　　　　　　　　
羽坂　　　　　　　　

安田　　　　　　　　

恐神　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

下市　　　　　　　　

三郎丸　　　　　　　

八ッ島　　　　　　　

町屋　　　　　　　　

開発　　　　　　　　

福井　　　　　　　　

御幸　　　　　　　　

▲ 足羽山　　　　　　　

月見　　　　　　　　

花堂　　　　　　　　

木田　　　　　　　　板垣　　　　　　　　

西方　　　　　　　　

小稲津　　　　　　　

細江　　　　　　　　

徳光　　　　　　　　

上河北　　　　　　　

下河北　　　　　　　

莇生田　　　　　　　

福井鉄道福武線　　　

中荒井　　　　　　　

今市　　　　　　　　

浅水　　　　　　　　三尾野　　　　　　　

冬野　　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

南居　　　　　　　　

江守　　　　　　　　

渕町　　　　　　　　

福町　　　　　　　　

若杉　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

竹生　　　　　　　　

天下　　　　　　　　

志津川　　　　　　　

三留　　　　　　　　杉谷　　　　　　　　

小羽　　　　　　　　

風巻　　　　　　　　

島寺　　　　　　　　

御油　　　　　　　　

坪谷　　　　　　　　

清水山　　　　　　　

片山　　　　　　　　

栃谷　　　　　　　　

朝宮　　　　　　　　

日野川　　　　　　　

志津が丘（二）　　　

グリーンハイツ（一）

グリーンハイツ（五）

グリーンハイツ（十）

グリーンハイツ（二）

つくも（二）　　　　

みのり（一）　　　　

みのり（四）　　　　

みのり（二）　　　　

安田町　　　　　　　

安保町　　　　　　　

引目町　　　　　　　

羽坂町　　　　　　　

羽水（一）　　　　　
羽水（二）　　　　　

運動公園（一）　　　

運動公園（三）　　　

運動公園（二）　　　

円山（一）　　　　　

下河北町　　　　　　

下江守町　　　　　　

下荒井町　　　　　　

下細江町　　　　　　

下市町　　　　　　　

下天下町　　　　　　 下馬（一）　　　　　

下馬（三）　　　　　

下馬（二）　　　　　

下六条町　　　　　　

下莇生田町　　　　　

加茂河原（一）　　　

加茂河原（三）　　　

加茂河原町　　　　　

加茂緑苑町　　　　　

花月（三）　　　　　花月（四）　　　　　
花月（二）　　　　　

花堂中（一）　　　　

花堂東（一）　　　　
花堂東（二）　　　　

花堂南（二）　　　　

花堂北（二）　　　　

開発（一）　　　　　

開発（三）　　　　　

開発（四）　　　　　

開発（二）　　　　　

開発町　　　　　　　

角折町　　　　　　　
学園（二）　　　　　

乾徳（一）　　　　　乾徳（三）　　　　　乾徳（四）　　　　　

丸山（二）　　　　　

久喜津町　　　　　　

恐神町　　　　　　　

金屋町　　　　　　　

月見（五）　　　　　

月見（三）　　　　　
月見（四）　　　　　

月見（二）　　　　　

御幸（一）　　　　　

御幸（四）　　　　　

御幸（二）　　　　　

御油町　　　　　　　

光陽（一）　　　　　光陽（四）　　　　　光陽（二）　　　　　

江守の里（一）　　　

江守の里（二）　　　

江守中（一）　　　　

江守中（二）　　　　

江守中町　　　　　　

江端町　　　　　　　

合谷町　　　　　　　

今市町　　　　　　　

左内町　　　　　　　

細坂町　　　　　　　

三尾野町　　　　　　

三留町　　　　　　　

三郎丸（一）　　　　
三郎丸（二）　　　　

三郎丸町　　　　　　

四ッ井（一）　　　　

志比口（一）　　　　志比口（二）　　　　

若杉（一）　　　　　

若杉（三）　　　　　

若杉（四）　　　　　

若杉（二）　　　　　

若杉町　　　　　　　

若杉浜（二）　　　　

手寄（一）　　　　　

種池（一）　　　　　
種池（二）　　　　　

種池町　　　　　　　

春山（二）　　　　　

春日（一）　　　　　

春日（三）　　　　　春日（二）　　　　　

順化（一）　　　　　順化（二）　　　　　

勝見（一）　　　　　
勝見（二）　　　　　

小稲津町　　　　　　
小羽町　　　　　　　

松本（一）　　　　　松本（三）　　　　　松本（二）　　　　　

照手（四）　　　　　照手（二）　　　　　

上河北町　　　　　　上細江町　　　　　　

上天下町　　　　　　

上六条町　　　　　　
上莇生田町　　　　　

城東（一）　　　　　
城東（三）　　　　　

城東（四）　　　　　

新開町　　　　　　　

真栗町　　　　　　　

真木町　　　　　　　

杉谷町　　　　　　　

菅谷（二）　　　　　
菅谷町　　　　　　　

成和（一）　　　　　成和（二）　　　　　

清水山町　　　　　　

清水杉谷町　　　　　

西下野町　　　　　　

西開発（一）　　　　

西開発（二）　　　　

西学園（一）　　　　

西学園（三）　　　　

西谷（一）　　　　　

西谷（三）　　　　　

西谷（二）　　　　　

西谷町　　　　　　　

西方（一）　　　　　
西方（二）　　　　　

西堀町　　　　　　　

西木田（五）　　　　

西木田（二）　　　　

浅水町　　　　　　　

足羽（一）　　　　　

足羽（四）　　　　　

足羽（二）　　　　　

太田町　　　　　　　

大願寺（一）　　　　大宮（五）　　　　　大宮（三）　　　　　大宮（二）　　　　　大宮（六）　　　　　

大手（二）　　　　　

大瀬町　　　　　　　

大町　　　　　　　　

大町（一）　　　　　大町（二）　　　　　

大土呂町　　　　　　

大島町　　　　　　　

竹生町　　　　　　　

中央（一）　　　　　
中央（三）　　　　　

中荒井町　　　　　　

中野（二）　　　　　中野町　　　　　　　

朝宮町　　　　　　　

町屋（一）　　　　　町屋（三）　　　　　

長本町　　　　　　　

坪谷町　　　　　　　

天王町　　　　　　　

田原（二）　　　　　

田尻栃谷町　　　　　

渡町　　　　　　　　

冬野町　　　　　　　

島寺町　　　　　　　

東下野町　　　　　　

東平町　　　　　　　

桃園（一）　　　　　

南居町　　　　　　　

南江守町　　　　　　

南四ツ居（一）　　　

南四ツ居（二）　　　

二上町　　　　　　　

日光（二）　　　　　

日之出（五）　　　　
日之出（三）　　　　

馬垣町　　　　　　　

半田町　　　　　　　

帆谷町　　　　　　　

板垣（一）　　　　　

板垣（五）　　　　　

板垣（三）　　　　　
板垣（四）　　　　　

板垣（二）　　　　　

飯塚町　　　　　　　

舞屋町　　　　　　　

風巻町　　　　　　　

福（一）　　　　　　

福（二）　　　　　　

文京（一）　　　　　文京（五）　　　　　
文京（三）　　　　　

文京（四）　　　　　

文京（七）　　　　　

文京（二）　　　　　
文京（六）　　　　　

米松（一）　　　　　

米松（二）　　　　　

片山町　　　　　　　

片粕町　　　　　　　

宝永（一）　　　　　
宝永（四）　　　　　

宝永（二）　　　　　
豊岡（一）　　　　　

豊島（一）　　　　　

北山新保町　　　　　

北四ツ居（一）　　　

北四ツ居（二）　　　

北四ツ居町　　　　　

北堀町　　　　　　　

本堂町　　　　　　　

明里町　　　　　　　
毛矢（一）　　　　　

木田（一）　　　　　

木田（三）　　　　　

木田（二）　　　　　
木田町　　　　　　　

門前（一）　　　　　門前（二）　　　　　

門前町　　　　　　　

有楽町　　　　　　　

和田（三）　　　　　
和田（二）　　　　　

和田中（一）　　　　

和田町　　　　　　　

渕（一）　　　　　　

渕（三）　　　　　　

渕（四）　　　　　　

渕（二）　　　　　　

深谷町　　　　　　　

西開発（三）　　　　

西開発（四）　　　　

大宮（一）　　　　　八ツ島町　　　　　　

福井市役所　　　　　
福井県庁　　　　　　

福大前西福井駅　　　田原町駅　　　　　　西別院駅　　　　　　

福井口駅　　　　　　

越前開発駅　　　　　

赤十字前駅　　　　　

新福井駅　　　　　　

福井駅　　　　　　　

花堂駅　　　　　　　

越前花堂駅　　　　　

六条駅　　　　　　　江端駅　　　　　　　

浅水駅　　　　　　　

大土呂駅　　　　　　

ベル前駅　　　　　　

ハーモニーホール駅　

日華化学前駅　　　　

八ツ島駅　　　　　　

清明駅　　　　　　　

米納津　　　　　　　
横越　　　　　　　　

木部新保　　　　　　

上兵庫　　　　　　　
下新庄　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

宮領　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

東長田　　　　　　　

井向　　　　　　　　

大牧　　　　　　　　

小森　　　　　　　　

正善　　　　　　　　

布施田新　　　　　　

石塚　　　　　　　　中庄　　　　　　　　
藤鷲塚　　　　　　　

沖布目　　　　　　　

随応寺　　　　　　　

高江　　　　　　　　

針原　　　　　　　　
江留　　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

正連花　　　　　　　

栗森　　　　　　　　

森田　　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　
高木　　　　　　　　

灯明寺　　　　　　　

天池　　　　　　　　

川合鷲塚　　　　　　

中角　　　　　　　　

安竹　　　　　　　　

海老助　　　　　　　

黒丸　　　　　　　　

南楢原　　　　　　　

楢原　　　　　　　　
田谷　　　　　　　　

四十谷　　　　　　　

六日市　　　　　　　

山室　　　　　　　　
天菅生　　　　　　　

江上　　　　　　　　

島山梨子　　　　　　

三宅　　　　　　　　

砂子坂　　　　　　　

波寄　　　　　　　　

砂子田　　　　　　　

菖蒲谷　　　　　　　

小幡　　　　　　　　

為寄　　　　　　　　

灯豊　　　　　　　　

大年　　　　　　　　

一王寺　　　　　　　

本米　　　　　　　　
西荒井　　　　　　　

えちぜん鉄道三国芦原

小幡町　　　　　　　

つくし野（一）　　　
つくし野（三）　　　つくし野（二）　　　

安竹町　　　　　　　

一王寺町　　　　　　

栄町　　　　　　　　下森田桜町　　　　　

下森田新町　　　　　河合勝見町　　　　　

海老助町　　　　　　

柿谷町　　　　　　　

丸岡町四ツ屋　　　　

岸水町　　　　　　　

幾久町　　　　　　　

串野町　　　　　　　

栗森町　　　　　　　

郡町　　　　　　　　

経田（一）　　　　　経田（二）　　　　　

剣大谷町　　　　　　

古市（三）　　　　　

御所垣内町　　　　　

江上町　　　　　　　

荒谷町　　　　　　　

高屋町　　　　　　　

高木（一）　　　　　

高木（二）　　　　　

高木中央（一）　　　
高木中央（二）　　　

高木町　　　　　　　
高柳町　　　　　　　

黒丸城町　　　　　　

黒丸町　　　　　　　

佐野町　　　　　　　

砂子坂町　　　　　　

砂子田町　　　　　　

坂井町若宮　　　　　

坂井町上新庄　　　　

坂井町新庄（一）　　坂井町新庄（二）　　坂井町朝日（七）　　坂井町朝日（二）　　

坂井町徳分田　　　　

坂井町福島　　　　　

三宅町　　　　　　　

山室町　　　　　　　

四十谷町　　　　　　

寺前町　　　　　　　

舟橋（一）　　　　　
舟橋新町　　　　　　

舟橋町　　　　　　　

春江町いちい野　　　

春江町いちい野北　　

春江町安沢　　　　　

春江町為国亀ケ久保　

春江町為国中区　　　

春江町下小森　　　　

春江町寄安　　　　　

春江町境　　　　　　春江町境元町　　　　春江町境上町　　　　

春江町金剛寺　　　　

春江町江留下　　　　
春江町江留下屋敷　　

春江町江留下高道　　

春江町江留上　　　　
春江町江留上錦　　　

春江町江留上昭和　　

春江町江留上新町　　

春江町江留上大和　　

春江町江留上緑　　　

春江町江留中　　　　

春江町取次　　　　　

春江町松木　　　　　

春江町上小森　　　　

春江町西太郎丸　　　

春江町西長田　　　　

春江町石仏　　　　　

春江町千歩寺　　　　

春江町大針　　　　　

春江町中筋北浦　　　

春江町辻　　　　　　

春江町定広　　　　　

春江町定重　　　　　

春江町田端　　　　　

春江町東太郎丸　　　

春江町姫王　　　　　

春江町本堂　　　　　

春江町木部西方寺　　小尉町　　　　　　　

昭和新町　　　　　　

菖蒲谷町　　　　　　

上森田（一）　　　　

上森田（五）　　　　

上森田（四）　　　　

上森田町　　　　　　

上伏町　　　　　　　

上野本町　　　　　　

浄土寺町　　　　　　

新田塚（一）　　　　新田塚（二）　　　　

水切町　　　　　　　

西荒井町　　　　　　

石盛町　　　　　　　

仙町　　　　　　　　

川合鷲塚町　　　　　

大谷町　　　　　　　

大年町　　　　　　　

池尻町　　　　　　　

中河内町　　　　　　

中角町　　　　　　　

中藤新保町　　　　　

定正町　　　　　　　

天菅生町　　　　　　

天池町　　　　　　　
田ノ谷町　　　　　　

土橋町　　　　　　　

島山梨子町　　　　　

灯明寺（一）　　　　

灯明寺（二）　　　　
灯明寺町　　　　　　

燈豊町　　　　　　　

内山梨子町　　　　　

南楢原町　　　　　　

二の宮（三）　　　　二の宮（四）　　　　二の宮（二）　　　　

波寄町　　　　　　　

八重巻中町　　　　　

布施田町　　　　　　

北楢原町　　　　　　
網戸瀬町　　　　　　

木下町　　　　　　　

木米町　　　　　　　

里別所町　　　　　　

六日市町　　　　　　

坂井町長畑　　　　　春江町堀越　　　　　
坂井市役所　　　　　

丸岡駅　　　　　　　

西長田駅　　　　　　

西春江駅　　　　　　

太郎丸駅　　　　　　
春江駅　　　　　　　

鷲塚針原駅　　　　　

森田駅　　　　　　　

中角駅　　　　　　　

新田塚駅　　　　　　

福井県警察本部

福井南警察署

福井警察署

3

184

305

6

115

183

305

416

256
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32
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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▲



永平寺町　　　　　　

吉野　　　　　　　　

宮重　　　　　　　　

上吉野　　　　　　　

▲ 吉野ヶ岳　　　　　　

若栄　　　　　　　　

原目　　　　　　　　
重立　　　　　　　　

四ッ居　　　　　　　
今泉　　　　　　　　 坂下　　　　　　　　

殿下　　　　　　　　
河増　　　　　　　　

問屋　　　　　　　　

曽万布　　　　　　　

河水　　　　　　　　

花野谷　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

荒木　　　　　　　　

福井ＩＣ　　　　　　
成願寺　　　　　　　

篠尾　　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

安波賀　　　　　　　

越美北線　　　　　　

足羽川　　　　　　　

宇坂大谷　　　　　　

▲ 剣ヶ岳　　　　　　　

福島　　　　　　　　

市波　　　　　　　　

三万谷　　　　　　　

奈良瀬　　　　　　　

小和清水　　　　　　

品ヶ瀬　　　　　　　

志比　　　　　　　　

市野々　　　　　　　

京善　　　　　　　　

轟　　　　　　　　　

上北野　　　　　　　

永平寺参道ＩＣ　　　

丸山（三）　　　　　

上北野（一）　　　　

上北野（二）　　　　

新保（一）　　　　　

大東（二）　　　　　

徳光町　　　　　　　

和田中（二）　　　　

和田中町　　　　　　

和田東（一）　　　　

和田東（二）　　　　

けやき台　　　　　　

安原町　　　　　　　

安波賀中島町　　　　

安波賀町　　　　　　

稲津町　　　　　　　

印田町　　　　　　　

宇坂大谷町　　　　　

円成寺町　　　　　　

岡西谷町　　　　　　

下中町　　　　　　　

下東郷町　　　　　　
下毘沙門町　　　　　

河水町　　　　　　　

河増町　　　　　　　

花野谷町　　　　　　

間山町　　　　　　　

丸山町　　　　　　　

岩倉町　　　　　　　

宮地町　　　　　　　

堅達町　　　　　　　

原目町　　　　　　　

荒木新保町　　　　　

荒木町　　　　　　　

荒木別所町　　　　　

高田町　　　　　　　

合島町　　　　　　　

坂下町　　　　　　　

三万谷町　　　　　　

市波町　　　　　　　

寺本　　　　　　　　

次郎丸町　　　　　　

篠尾町　　　　　　　

重立町　　　　　　　

宿布町　　　　　　　

小路町　　　　　　　
小和清水町　　　　　

松岡越坂（一）　　　

松岡吉野　　　　　　

松岡宮重　　　　　　

松岡小畑　　　　　　

松岡上吉野　　　　　

松岡西野中　　　　　

松岡島　　　　　　　
松岡湯谷　　　　　　

上中町　　　　　　　

上東郷町　　　　　　

上毘沙門町　　　　　

城戸ノ内町　　　　　

新保（三）　　　　　

成願寺町　　　　　　

前波町　　　　　　　

曽万布町　　　　　　

大久保町　　　　　　

大畑町　　　　　　　

中毘沙門町　　　　　

栂野町　　　　　　　

殿下町　　　　　　　

東郷中島町　　　　　

東郷二ケ町　　　　　

東今泉町　　　　　　

栃泉町　　　　　　　

奈良瀬町　　　　　　

南山町　　　　　　　

南四ツ居町　　　　　

品ケ瀬町　　　　　　

福島町　　　　　　　

北今泉町　　　　　　

問屋町（三）　　　　問屋町（四）　　　　

問屋町（二）　　　　

寮町　　　　　　　　

脇三ケ町　　　　　　

獺ケ口町　　　　　　

若栄町　　　　　　　

松岡越坂（二）　　　

松岡吉野堺　　　　　

松岡松ヶ丘（一）　　

松岡石舟　　　　　　

松岡ＩＣ　　　　　　越前新保駅　　　　　

追分口駅　　　　　　

足羽駅　　　　　　　

越前東郷駅　　　　　

一乗谷駅　　　　　　

越前高田駅　　　　　

市波駅　　　　　　　

小和清水駅　　　　　

坂井市　　　　　　　

長畝　　　　　　　　

女形谷　　　　　　　
山竹田　　　　　　　

山口　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

上竹田　　　　　　　

榎峠　　　　　　　　

与河　　　　　　　　
十本田中　　　　　　

舟寄　　　　　　　　

丸岡ＩＣ　　　　　　
曽々木　　　　　　　

山崎三ケ　　　　　　小黒　　　　　　　　

八ッ口　　　　　　　

儀間　　　　　　　　末政　　　　　　　　

横地　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　 板倉　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

野中山王　　　　　　

四ッ柳　　　　　　　

羽崎　　　　　　　　

磯部福庄　　　　　　

友末　　　　　　　　

楽間　　　　　　　　

久米田　　　　　　　

合月　　　　　　　　
志比堺　　　　　　　

永平寺　　　　　　　

大和田　　　　　　　

藤島　　　　　　　　

諏訪間　　　　　　　

山　　　　　　　　　

東古市　　　　　　　

谷口　　　　　　　　

光明寺　　　　　　　

浄法寺　　　　　　　

飯島　　　　　　　　

岩野　　　　　　　　

福井北ＪＣＴ・ＩＣ　

火燈山　　　　　　　

漆原　　　　　　　　

福井市　　　　　　　
えちぜん鉄道勝山永平

永平寺ＩＣ　　　　　

丸岡町長崎　　　　　

丸岡町南横地　　　　

丸岡町北横地　　　　

坂井町田島　　　　　

下浄法寺　　　　　　

河合寄安町　　　　　

花谷　　　　　　　　

丸岡町安田新　　　　

丸岡町為安　　　　　

丸岡町磯部新保　　　

丸岡町磯部島　　　　

丸岡町一本田　　　　

丸岡町一本田福所　　

丸岡町宇随　　　　　

丸岡町下安田　　　　

丸岡町下久米田　　　

丸岡町霞ケ丘（三）　

丸岡町霞町（三）　　

丸岡町寄永　　　　　

丸岡町吉政　　　　　

丸岡町吉谷　　　　　

丸岡町牛ケ島　　　　

丸岡町金元　　　　　
丸岡町熊堂　　　　　

丸岡町荒町　　　　　

丸岡町高田　　　　　

丸岡町高柳　　　　　

丸岡町今町　　　　　

丸岡町今福　　　　　

丸岡町笹和田　　　　

丸岡町三本木　　　　

丸岡町四郎丸　　　　

丸岡町篠岡　　　　　

丸岡町松川（一）　　

丸岡町上安田　　　　

丸岡町上久米田　　　

丸岡町上金屋　　　　

丸岡町城北（一）　　
丸岡町城北（五）　　

丸岡町城北（三）　　

丸岡町新間　　　　　

丸岡町新九頭竜（一）
丸岡町新九頭竜（二）

丸岡町新鳴鹿（三）　
丸岡町新鳴鹿（二）　

丸岡町西瓜屋　　　　

丸岡町西里丸岡　　　

丸岡町舛田　　　　　

丸岡町巽町（一）　　

丸岡町筑後清水　　　

丸岡町猪爪　　　　　

丸岡町猪爪（一）　　

丸岡町猪爪（四）　　

丸岡町猪爪（七）　　

丸岡町坪ノ内　　　　

丸岡町田屋　　　　　

丸岡町東二ツ屋　　　

丸岡町寅国　　　　　

丸岡町畑中　　　　　

丸岡町八丁　　　　　

丸岡町反保　　　　　

丸岡町伏屋　　　　　

丸岡町豊原　　　　　

丸岡町豊原高瀬　　　

丸岡町本町（四）　　
丸岡町本町（二）　　

丸岡町油為頭　　　　

丸岡町里丸岡（二）　

吉波　　　　　　　　

玄正島町　　　　　　

高橋　　　　　　　　

坂井町田島窪　　　　

漆原町　　　　　　　

松岡葵　　　　　　　

松岡下合月　　　　　

松岡学園　　　　　　

松岡観音　　　　　　

松岡兼定島　　　　　

松岡御公領　　　　　

松岡志比堺　　　　　

松岡芝原　　　　　　
松岡春日　　　　　　

松岡松ヶ原　　　　　

松岡上合月　　　　　

松岡神明　　　　　　

松岡清水　　　　　　

松岡渡新田　　　　　

松岡樋爪　　　　　　
松岡平成　　　　　　

松岡末政　　　　　　

松岡木ノ下　　　　　

松岡薬師　　　　　　

松岡領家　　　　　　

上浄法寺　　　　　　

新田本町　　　　　　

泉田町　　　　　　　

大和田町　　　　　　

中ノ郷町　　　　　　

中新田町　　　　　　

島橋町　　　　　　　

藤島町　　　　　　　

堂島町　　　　　　　
法寺岡　　　　　　　

北野下町　　　　　　北野上町　　　　　　

鳴鹿山鹿　　　　　　

林町　　　　　　　　

丸岡町千田　　　　　

永平寺町役場　　　　

東藤島駅　　　　　　

越前島橋駅　　　　　
観音町駅　　　　　　

松岡駅　　　　　　　

志比堺駅　　　　　　

永平寺口駅　　　　　

下志比駅　　　　　　

光明寺駅　　　　　　
轟駅　　　　　　　　

薬師　　　　　　　　

芦見川　　　　　　　

大谷　　　　　　　　
所谷　　　　　　　　皿谷　　　　　　　　

仁位　　　　　　　　

縫原　　　　　　　　
野波　　　　　　　　

牛ヶ原　　　　　　　

庄林　　　　　　　　

大矢戸　　　　　　　

小矢戸　　　　　　　

吉峰　　　　　　　　

藤巻　　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

栗住波　　　　　　　

▲ 大佛寺山　　　　　　

浅見　　　　　　　　

山王　　　　　　　　

堀名中清水　　　　　

森川　　　　　　　　

伊波　　　　　　　　

松田　　　　　　　　

布市　　　　　　　　

発坂　　　　　　　　

保田　　　　　　　　

鹿谷　　　　　　　　

西光寺　　　　　　　

▲ 経ヶ岳　　　　　　　

北西俣　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

遅羽口　　　　　　　

蓬生　　　　　　　　

矢戸口　　　　　　　 大袋　　　　　　　　

ほう崎　　　　　　　

遅羽　　　　　　　　

北郷　　　　　　　　

勝山ＩＣ　　　　　　

上志比ＩＣ　　　　　

下吉山　　　　　　　

下森川　　　　　　　

下薬師　　　　　　　

上吉山　　　　　　　

上森川　　　　　　　

上薬師　　　　　　　

千代田　　　　　　　

栄町（四）　　　　　

吉山町　　　　　　　

郡町（一）　　　　　

皿谷町　　　　　　　

市荒川　　　　　　　

志田　　　　　　　　

志比原　　　　　　　

鹿谷町　　　　　　　

所谷町　　　　　　　

松ヶ崎　　　　　　　

仁位町　　　　　　　

杉俣　　　　　　　　

西市　　　　　　　　

西遅羽口　　　　　　

西中町　　　　　　　

西妙金島　　　　　　

石上　　　　　　　　

大月　　　　　　　　

大野島　　　　　　　

滝波町（一）　　　　

滝波町（五）　　　　
滝波町（四）　　　　滝波町（二）　　　　

竹林　　　　　　　　

田名部　　　　　　　

東遅羽口　　　　　　

比島　　　　　　　　

美山大谷町　　　　　

縫原町　　　　　　　

北山　　　　　　　　

本町（二）　　　　　

妙金島　　　　　　　

野中　　　　　　　　

野波町　　　　　　　

矢　　　　　　　　　
薬師町　　　　　　　

篭谷町　　　　　　　

市右ェ門島　　　　　
清水島　　　　　　　

北宮地　　　　　　　
北新在家　　　　　　北島　　　　　　　　牧福島　　　　　　　

越前野中駅　　　　　

山王駅　　　　　　　

越前竹原駅　　　　　
小舟渡駅　　　　　　

保田駅　　　　　　　

発坂駅　　　　　　　

比島駅　　　　　　　

勝山駅　　　　　　　

越前薬師駅　　　　　

▲ 丈競山　　　　　　　

▲ 浄法寺山　　　　　　
▲ 冠岳　　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

▲ 鷲ヶ岳　　　　　　　

真砂　　　　　　　　

大日山　　　　　　　

岩屋　　　　　　　　 新道　　　　　　　　

▲ 水無山　　　　　　　

戸倉　　　　　　　　 北野津又　　　　　　

境　　　　　　　　　

龍谷　　　　　　　　

細野口　　　　　　　

東野　　　　　　　　
伊知地　　　　　　　

坂東島　　　　　　　
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