
下郷町　　　　　　　

▲ 大向山　　　　　　　

寺入　　　　　　　　

海老山　　　　　　　

▲ 砥沢山　　　　　　　

観音　　　　　　　　

魚淵　　　　　　　　

遅沢　　　　　　　　

▲ 台前山　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

上小川　　　　　　　

市川　　　　　　　　

▲ 大沢山　　　　　　　

結能　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　東尾岐　　　　　　　

西沢　　　　　　　　

▲ 滝ノ沢山　　　　　　

桧和田　　　　　　　

茗荷平　　　　　　　

桧和田峠　　　　　　

栃沢　　　　　　　　

▲ 高畑山　　　　　　　

駒谷　　　　　　　　

勝負沢　　　　　　　

沼平　　　　　　　　

森ノ越　　　　　　　

戦場　　　　　　　　

台　　　　　　　　　 大黒沢　　　　　　　

大神沢　　　　　　　

地頭方　　　　　　　

中臼　　　　　　　　

藤江　　　　　　　　
道地窪　　　　　　　

入桧和田　　　　　　

牧場　　　　　　　　

旭無量　　　　　　　

宮川　　　　　　　　

西尾　　　　　　　　

氷玉　　　　　　　　

下小川　　　　　　　無量　　　　　　　　

旭市川　　　　　　　

軽井沢　　　　　　　

佐賀瀬川　　　　　　

松坂　　　　　　　　

米田　　　　　　　　

宮川　　　　　　　　

佐布川　　　　　　　

寺崎　　　　　　　　

雀林　　　　　　　　

赤留峠　　　　　　　

赤留　　　　　　　　

松沢　　　　　　　　

荻窪　　　　　　　　

杉屋　　　　　　　　

上戸原　　　　　　　

永井野　　　　　　　

会津高田　　　　　　

勝原　　　　　　　　

下堀　　　　　　　　

橋丸　　　　　　　　

藤家館　　　　　　　

富川　　　　　　　　

旭館端　　　　　　　

小川窪　　　　　　　

旭　　　　　　　　　

三寄　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

尾岐窪　　　　　　　

西本　　　　　　　　

大岩　　　　　　　　▲ 明神ヶ岳　　　　　　

福光　　　　　　　　

福重岡　　　　　　　

宮木　　　　　　　　

麻島　　　　　　　　

二方　　　　　　　　宮袋　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

鷺林　　　　　　　　

下荒井　　　　　　　

会津美里町　　　　　

沖ノ舘　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下寺崎　　　　　　　

下杉　　　　　　　　

下中川　　　　　　　

下町　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　
岩淵　　　　　　　　

橋爪　　　　　　　　

元胄　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

市野　　　　　　　　

漆原　　　　　　　　

上屋敷　　　　　　　

上杉　　　　　　　　

上中川　　　　　　　

上胄　　　　　　　　

新堀　　　　　　　　

仁王　　　　　　　　

杉ノ内　　　　　　　

西勝　　　　　　　　

袖山　　　　　　　　

大島新田　　　　　　

大島前　　　　　　　

池ノ端　　　　　　　

竹ノ花　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

中ノ山　　　　　　　

中条　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

中道　　　　　　　　

中胄　　　　　　　　

田中新村　　　　　　

藤田　　　　　　　　

藤田新村　　　　　　

南松沢　　　　　　　

二岐　　　　　　　　

入豆田　　　　　　　

馬ノ墓　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

桧ノ目　　　　　　　

冨岡　　　　　　　　

福泉寺　　　　　　　

米沢　　　　　　　　

北松沢　　　　　　　

北村　　　　　　　　

箕作　　　　　　　　

領家　　　　　　　　

佛沢　　　　　　　　

旭舘端　　　　　　　

旭三寄　　　　　　　

旭寺入　　　　　　　

安田　　　　　　　　

境野　　　　　　　　

松岸　　　　　　　　

藤家舘　　　　　　　冨川　　　　　　　　

北会津町ほたるの森　

北会津町下野　　　　

北会津町宮袋新田　　

北会津町金屋　　　　

北会津町古麻生　　　

北会津町今和泉　　　

北会津町寺堀　　　　

北会津町松野　　　　

北会津町新在家　　　

北会津町西後庵　　　

北会津町西麻生　　　

北会津町大島　　　　

北会津町天満　　　　
北会津町東麻生　　　

北会津町北後庵　　　

北会津町麻生新田　　

桧ノ目新田　　　　　北会津町十二所　　　
北会津町本田　　　　

会津美里町役場　　　

会津高田駅　　　　　

根岸駅　　　　　　　

▲ 六石山　　　　　　　

氷玉峠　　　　　　　

▲ 千沢岳　　　　　　　

▲ 大高森山　　　　　　

穂馬　　　　　　　　

関山　　　　　　　　

会津鉄道会津線　　　

▲ 二重平　　　　　　　

一ノ渡戸　　　　　　
▲ 萱野山　　　　　　　

▲ 高つぶり山　　　　　

▲ 思案岳　　　　　　　

高川　　　　　　　　

▲ 大戸岳　　　　　　　

▲ 向山　　　　　　　　

上小塩　　　　　　　

上三寄　　　　　　　

小谷　　　　　　　　

▲ 山梨山　　　　　　　

芦ノ牧温泉　　　　　

芦ノ牧　　　　　　　

大内峠　　　　　　　

沼尾　　　　　　　　

闇川　　　　　　　　引下　　　　　　　　

下小塩　　　　　　　

桑曽根　　　　　　　

香塩　　　　　　　　

黒森　　　　　　　　

四ッ屋　　　　　　　

舟子　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

大豆田　　　　　　　

南原　　　　　　　　

入宗　　　　　　　　

入小屋　　　　　　　

馬越　　　　　　　　

堀滝　　　　　　　　

小沼崎　　　　　　　

上雨屋　　　　　　　

大戸町　　　　　　　

大川乙　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

大川ダム公園駅　　　

芦ノ牧温泉駅　　　　

日光街道　　　　　　

会津若松市　　　　　

大門　　　　　　　　

大石　　　　　　　　

▲ 向羽黒山　　　　　　大八郷　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

上米塚　　　　　　　

三本松　　　　　　　

下米塚　　　　　　　

北会津　　　　　　　

伊和保　　　　　　　

蟹川　　　　　　　　

南四合　　　　　　　

会津若松　　　　　　

▲ 羽黒山　　　　　　　

東山温泉　　　　　　

徳久　　　　　　　　

御山　　　　　　　　

▲ 奴田山　　　　　　　

雨降滝　　　　　　　

湯川　　　　　　　　

背あぶり高原　　　　

▲ 吹矢山　　　　　　　

堤沢　　　　　　　　

面川　　　　　　　　

雨屋　　　　　　　　

▲ 淡路山　　　　　　　

大巣子　　　　　　　

螺良岡　　　　　　　

北会津町中荒井　　　

井手　　　　　　　　

丑渕　　　　　　　　

花坂　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

慶山　　　　　　　　

御用地　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

三日町　　　　　　　

宗え町　　　　　　　

上飯寺　　　　　　　

深川　　　　　　　　

瀬戸町　　　　　　　

川原丁　　　　　　　

川原町　　　　　　　

対馬館　　　　　　　

大道東　　　　　　　

沢　　　　　　　　　

鍛冶屋敷　　　　　　

天寧　　　　　　　　

南御山　　　　　　　

南青木　　　　　　　

八重松　　　　　　　

飯寺　　　　　　　　

北御山　　　　　　　

北青木　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

幕内　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

柳西　　　　　　　　

笊籬田　　　　　　　

下雨屋　　　　　　　

花見ヶ丘（一）　　　
花見ヶ丘（三）　　　

花見ヶ丘（二）　　　

花春町　　　　　　　

花畑東　　　　　　　

館馬町　　　　　　　
館脇町　　　　　　　

建福寺前　　　　　　

御旗町　　　　　　　

行仁町　　　　　　　

材木町（一）　　　　

材木町（二）　　　　

山鹿町　　　　　　　

住吉町　　　　　　　

城西町　　　　　　　

城前　　　　　　　　

城東町　　　　　　　

城南町　　　　　　　

新横町　　　　　　　

神指町　　　　　　　 西栄町　　　　　　　

西年貢（一）　　　　

西年貢（二）　　　　

石村　　　　　　　　

千石町　　　　　　　

相川　　　　　　　　

追手町　　　　　　　

天神町　　　　　　　

天寧寺町　　　　　　

徒之町　　　　　　　

東山町　　　　　　　

東千石（一）　　　　

東千石（三）　　　　

東年貢（一）　　　　

東年貢（二）　　　　

湯川町　　　　　　　

湯本　　　　　　　　

南花畑　　　　　　　

南千石町　　　　　　

日吉　　　　　　　　

日吉町　　　　　　　

日新町　　　　　　　

年貢町　　　　　　　

馬場町　　　　　　　
八日町　　　　　　　

表町　　　　　　　　

米代（一）　　　　　

米代（二）　　　　　

北会津町古舘　　　　

北会津町小松　　　　

北会津町東小松　　　

北会津町二日町　　　

北会津町柏原　　　　

北会津町両堂　　　　

幕内東町　　　　　　

明和町　　　　　　　

門田町　　　　　　　

柳原町（一）　　　　

和田（一）　　　　　

一箕町　　　　　　　七日町　　　　　　　相生町　　　　　　　
大町（一）　　　　　中央（一）　　　　　東千石（二）　　　　

馬場本町　　　　　　

八角　　　　　　　　

平安町　　　　　　　

会津若松市役所　　　

門田駅　　　　　　　

会津本郷駅　　　　　

西若松駅　　　　　　

七日町駅　　　　　　

南若松駅　　　　　　
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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▲



五香　　　　　　　　

御池田　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

合川　　　　　　　　
見明　　　　　　　　

八日沢　　　　　　　

中泉　　　　　　　　

会津坂下　　　　　　

金上　　　　　　　　

束原　　　　　　　　

開津　　　　　　　　

新開津　　　　　　　

福原　　　　　　　　

五ノ併　　　　　　　

樋島　　　　　　　　

大沖　　　　　　　　

羽林　　　　　　　　

白狐　　　　　　　　

勝大　　　　　　　　

牛川　　　　　　　　

船杉　　　　　　　　

塔寺　　　　　　　　

気多宮　　　　　　　

鐘撞堂峠　　　　　　

和泉　　　　　　　　

片門　　　　　　　　

高寺　　　　　　　　

大柳　　　　　　　　

▲ 馬立山　　　　　　　

沼山　　　　　　　　

入田沢　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

鶴野辺　　　　　　　

新鶴　　　　　　　　

三伏　　　　　　　　

和合　　　　　　　　

中石　　　　　　　　

常畑　　　　　　　　

会津坂下ＩＣ　　　　 勝常　　　　　　　　

立川　　　　　　　　沼越　　　　　　　　

新鶴スマートＩＣ　　

天屋　　　　　　　　

阿久津　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

沖中田　　　　　　　

下京出　　　　　　　

下小沢　　　　　　　

下政所　　　　　　　

海老沢　　　　　　　

蛙田　　　　　　　　

牛沢　　　　　　　　

京出　　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

橋本金沢　　　　　　

蕎麦ノ目　　　　　　

金沢　　　　　　　　

窪　　　　　　　　　

見留　　　　　　　　

古坂下　　　　　　　
五丁ノ目　　　　　　

御池　　　　　　　　

佐藤分　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

細工名　　　　　　　

舟渡　　　　　　　　

十日町　　　　　　　

出戸田沢　　　　　　

勝方　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

上開津　　　　　　　

上金沢　　　　　　　

上小沢　　　　　　　

新屋敷新田　　　　　

諏訪町　　　　　　　

水島　　　　　　　　

杉　　　　　　　　　

杉山　　　　　　　　 西蛙田　　　　　　　

西村　　　　　　　　

船越　　　　　　　　

船窪　　　　　　　　

村田　　　　　　　　

村田新田　　　　　　

太田谷地　　　　　　

太田分　　　　　　　

大江　　　　　　　　

大石ノ目　　　　　　

大村　　　　　　　　

大村新田　　　　　　

大添　　　　　　　　

大野新田　　　　　　

沢田　　　　　　　　

茶屋町　　　　　　　

中開津　　　　　　　

中政所　　　　　　　

中目　　　　　　　　

朝立　　　　　　　　

長尾　　　　　　　　

鉄砲町　　　　　　　

塔寺二区　　　　　　

樋口分　　　　　　　

樋渡　　　　　　　　

蛭川　　　　　　　　

平井　　　　　　　　

平田　　　　　　　　

本町　　　　　　　　

本田新田　　　　　　

矢ノ目　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

履形　　　　　　　　

立行事　　　　　　　

梁田　　　　　　　　

鈴渕　　　　　　　　和泉新田　　　　　　

和泉川原　　　　　　

笊屋敷　　　　　　　

海老細　　　　　　　

佐野目　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

新舘　　　　　　　　

北会津町安良田　　　

北会津町舘　　　　　
北会津町宮ノ下　　　

北会津町出尻　　　　

北会津町真宮　　　　

北会津町石原　　　　

北会津町中里　　　　

北会津町田村山　　　

北会津町白山　　　　

立石田　　　　　　　

和田目　　　　　　　

洲走　　　　　　　　
大口　　　　　　　　

会津坂下町役場　　　

会津坂本駅　　　　　

塔寺駅　　　　　　　

会津坂下駅　　　　　

若宮駅　　　　　　　

新鶴駅　　　　　　　

蓬莱　　　　　　　　

▲ 堂峰山　　　　　　　

舘原　　　　　　　　

三津合　　　　　　　千咲原　　　　　　　

山都　　　　　　　　

木幡　　　　　　　　

川隅　　　　　　　　

▲ 狢森山　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

小布瀬原　　　　　　

川吉　　　　　　　　

見頃　　　　　　　　

▲ 琴平山　　　　　　　

▲ 雷神山　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

山科　　　　　　　　

▲ 虚空蔵森　　　　　　

新宮　　　　　　　　

濁川　　　　　　　　

松舞家　　　　　　　

大飯坂　　　　　　　

村松　　　　　　　　

沢部　　　　　　　　

天沼　　　　　　　　

吉沖　　　　　　　　四奈川　　　　　　　

会知　　　　　　　　

大田木　　　　　　　

袋原　　　　　　　　

長井　　　　　　　　

津尻　　　　　　　　

宇内　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

大上　　　　　　　　

▲ 高寺山　　　　　　　

大田賀　　　　　　　
西羽賀　　　　　　　

高郷　　　　　　　　

川井　　　　　　　　

下川井　　　　　　　

狐塚　　　　　　　　

綾金　　　　　　　　
綾金新田　　　　　　

一郷　　　　　　　　

一町新田　　　　　　

堰沢　　　　　　　　

押切（一）　　　　　

押切（三）　　　　　
押切（二）　　　　　

押切東（一）　　　　

押切東（二）　　　　

押切南（一）　　　　押切南（二）　　　　

下舟引　　　　　　　

下川角　　　　　　　

河原田　　　　　　　

貝沼　　　　　　　　

宮月　　　　　　　　

宮在家　　　　　　　

窪倉　　　　　　　　

荒分　　　　　　　　

高吉　　　　　　　　

最明寺　　　　　　　

三ッ山　　　　　　　

三ッ堀　　　　　　　

山都　　　　　　　　

柴城　　　　　　　　

舟引　　　　　　　　

舟岡　　　　　　　　

小田高原　　　　　　

小布瀬川　　　　　　

松野　　　　　　　　
松野新村　　　　　　

上宇内　　　　　　　

上川井　　　　　　　

上林　　　　　　　　 常盤町　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新宮新田　　　　　　

新尾田　　　　　　　

真木　　　　　　　　

清水が丘（一）　　　

清水が丘（三）　　　
清水が丘（二）　　　

清水台（三）　　　　

西鎧召　　　　　　　

西青津　　　　　　　

石田坂　　　　　　　

赤星　　　　　　　　

川原　　　　　　　　

太郎丸　　　　　　　

大原　　　　　　　　

大木　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

中江　　　　　　　　

通船場　　　　　　　

天神免　　　　　　　

田原　　　　　　　　

田向　　　　　　　　
東羽賀　　　　　　　

東河原　　　　　　　

東鎧召　　　　　　　

二重平　　　　　　　

能力　　　　　　　　

反町　　　　　　　　

舞台田　　　　　　　

北ノ窪　　　　　　　

北原　　　　　　　　

堀出　　　　　　　　

万力　　　　　　　　

六千刈　　　　　　　

下町南部　　　　　　

山都町一川　　　　　

山都町小舟寺　　　　

新仲町　　　　　　　

菅原町　　　　　　　

青津　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

豊川町米室　　　　　

清水台（一）　　　　清水台（二）　　　　
青葉台　　　　　　　

大沢口　　　　　　　

山都駅　　　　　　　

喜多方駅　　　　　　

湯川村　　　　　　　
磐梯町　　　　　　　

真宮　　　　　　　　

高久　　　　　　　　

界沢　　　　　　　　

北四合　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

中四合　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

藤室　　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

柳川　　　　　　　　

木流　　　　　　　　

中沼　　　　　　　　

荒久田　　　　　　　

亀賀　　　　　　　　

鶴賀　　　　　　　　

▲ 飯盛山　　　　　　　

金堀　　　　　　　　

▲ 吹屋山　　　　　　　

松窪　　　　　　　　

強清水　　　　　　　

稲荷原　　　　　　　

八田　　　　　　　　
▲ 七曲山　　　　　　　

金田　　　　　　　　

倉橋　　　　　　　　

浅山　　　　　　　　

東長原　　　　　　　

河東　　　　　　　　

広田　　　　　　　　

郡山　　　　　　　　

谷沢　　　　　　　　

代田　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

大田原　　　　　　　

広野　　　　　　　　

赤枝　　　　　　　　 ▲ 羽山　　　　　　　　

本寺　　　　　　　　

磐梯　　　　　　　　

湊　　　　　　　　　

笈川　　　　　　　　

湯川　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

清水田　　　　　　　

熊ノ目　　　　　　　

田川　　　　　　　　

磐梯河東ＩＣ　　　　

会津若松ＩＣ　　　　

水谷地　　　　　　　

喜多方市飛地　　　　

湯川北ＩＣ　　　　　

亀ヶ代　　　　　　　

真渡　　　　　　　　

中ノ目　　　　　　　

北田　　　　　　　　

礫　　　　　　　　　

真宮新町北　　　　　

一本木　　　　　　　

榎木壇　　　　　　　

塩新　　　　　　　　
塩庭　　　　　　　　

横沼　　　　　　　　

王領　　　　　　　　

岡谷地　　　　　　　

下吉田　　　　　　　

下居合　　　　　　　

下荒久田　　　　　　

下高野　　　　　　　

下松窪　　　　　　　

下沼木　　　　　　　

下神指　　　　　　　

下西連　　　　　　　

下扇田　　　　　　　

下樽川　　　　　　　

下長原　　　　　　　
下柳原　　　　　　　

界沢新村　　　　　　

界野　　　　　　　　

笠ノ目　　　　　　　

割石　　　　　　　　

鴨田　　　　　　　　

牛ヶ墓　　　　　　　

牛畑　　　　　　　　

京手　　　　　　　　

郷之原　　　　　　　

金道　　　　　　　　

駒板　　　　　　　　
駒板新田　　　　　　

空也原　　　　　　　

熊ノ屋　　　　　　　

熊川　　　　　　　　

穴切　　　　　　　　

原田　　　　　　　　

古川分　　　　　　　

高ノ下　　　　　　　

高瀬新田　　　　　　
高瀬本田　　　　　　

高塚　　　　　　　　

桜石　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

十文字　　　　　　　

小見　　　　　　　　

小中野　　　　　　　

松川　　　　　　　　

上吉田　　　　　　　

上居合　　　　　　　

上荒久田　　　　　　

上松窪　　　　　　　

上沼　　　　　　　　

上沼木　　　　　　　

上神指　　　　　　　

上西連　　　　　　　

上扇田　　　　　　　

上樽川　　　　　　　

上長原　　　　　　　

上田谷地　　　　　　

森台　　　　　　　　

諏訪山　　　　　　　

生井　　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

西八日町　　　　　　

西木流　　　　　　　

石ヶ森　　　　　　　

浅野　　　　　　　　
浅野新村　　　　　　

倉道　　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

大寺　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大和田　　　　　　　

沢目　　　　　　　　

達摩　　　　　　　　

茶臼森　　　　　　　

中ノ明　　　　　　　

中沼木　　　　　　　

中扇田　　　　　　　

中前田　　　　　　　

中台　　　　　　　　

中地　　　　　　　　

中林　　　　　　　　

町和田　　　　　　　

長谷地　　　　　　　

槻ノ木　　　　　　　

鶴沼　　　　　　　　

田中原　　　　　　　

冬木沢　　　　　　　

東　　　　　　　　　

東高野　　　　　　　

東神指　　　　　　　

東八日町　　　　　　

藤原　　　　　　　　

藤倉　　　　　　　　
藤倉新田　　　　　　

堂島　　　　　　　　

南高野　　　　　　　

難波　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

入倉　　　　　　　　

如来堂　　　　　　　

馬場新田　　　　　　

柏原　　　　　　　　

八田野　　　　　　　

仏山　　　　　　　　

平沢　　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

平塚屋敷　　　　　　

米丸　　　　　　　　

米丸新村　　　　　　

墓料　　　　　　　　

北高野　　　　　　　

北畑　　　　　　　　

北柳原　　　　　　　

本宮　　　　　　　　

葉山　　　　　　　　

林分　　　　　　　　

鈴木　　　　　　　　

六軒　　　　　　　　

六丁　　　　　　　　

インター西　　　　　

一箕町松長（一）　　

一箕町松長（五）　　一箕町松長（三）　　

一箕町松長（六）　　

駅前町　　　　　　　

河東町南高野　　　　

居合町　　　　　　　

橋本（一）　　　　　
橋本（二）　　　　　

金川町　　　　　　　

高野町　　　　　　　

三川　　　　　　　　

山見町　　　　　　　

蚕養町　　　　　　　

始　　　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

松長　　　　　　　　上高野　　　　　　　

城北町　　　　　　　

真宮新町南　　　　　

神指町東城戸　　　　

西七日町　　　　　　

石堂町　　　　　　　

扇町　　　　　　　　
大塚（一）　　　　　大塚（二）　　　　　

滝沢町　　　　　　　
中央（三）　　　　　

中島町　　　　　　　

町北町　　　　　　　

鶴賀町　　　　　　　

堤町　　　　　　　　

白虎町　　　　　　　

磐梯　　　　　　　　

北滝沢（一）　　　　
北滝沢（二）　　　　

沼ノ上　　　　　　　

湯川南ＩＣ　　　　　

会津若松北ＩＣ　　　

磐梯町役場　　　　　

湯川村役場　　　　　

会津若松駅　　　　　

広田駅　　　　　　　

東長原駅　　　　　　

磐梯町駅　　　　　　

堂島駅　　　　　　　

笈川駅　　　　　　　

稲村　　　　　　　　

喜多方　　　　　　　

一井　　　　　　　　
高堂太　　　　　　　

三津井　　　　　　　

橿野　　　　　　　　

宮津　　　　　　　　
関柴　　　　　　　　

下柴　　　　　　　　

豊芦　　　　　　　　

熊倉　　　　　　　　

新合　　　　　　　　

七本木　　　　　　　

雄国　　　　　　　　

▲ 蟻塚山　　　　　　　

道地　　　　　　　　

関屋　　　　　　　　

北山　　　　　　　　
北塩原　　　　　　　

▲ 二子山　　　　　　　
▲ 扇ヶ峰　　　　　　　

向原　　　　　　　　
上原　　　　　　　　

常世　　　　　　　　

五合　　　　　　　　

中屋沢　　　　　　　

金橋　　　　　　　　

大塩川　　　　　　　

三吉　　　　　　　　

小府根　　　　　　　

新江木　　　　　　　

塩川　　　　　　　　
遠田　　　　　　　　

浜崎　　　　　　　　

塩川ＩＣ　　　　　　

上遠田　　　　　　　

菅井　　　　　　　　

第六　　　　　　　　

桜ガ丘（一）　　　　

桜ガ丘（二）　　　　

塗物町　　　　　　　

本仲町　　　　　　　

喜多方ＩＣ　　　　　

さつきが丘　　　　　

ひばりが丘　　　　　

芦平　　　　　　　　

一ノ堰　　　　　　　

一ノ沢　　　　　　　

稲田　　　　　　　　

隠里　　　　　　　　

姥柳　　　　　　　　

塩川　　　　　　　　

横道　　　　　　　　

下遠田　　　　　　　

下窪　　　　　　　　

下高額　　　　　　　

下勝　　　　　　　　

下上田　　　　　　　

下台　　　　　　　　

下別府　　　　　　　

下利根川　　　　　　

下林　　　　　　　　

蟹沢　　　　　　　　

刈麻　　　　　　　　

館　　　　　　　　　

館ノ内　　　　　　　

吉沢　　　　　　　　

宮ノ目　　　　　　　

金森　　　　　　　　

金川　　　　　　　　

源屋　　　　　　　　

源太　　　　　　　　

五軒丁　　　　　　　
五丁　　　　　　　　

江添　　　　　　　　

高木　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　

三橋　　　　　　　　

三城目　　　　　　　

四ツ谷　　　　　　　 獅子沢　　　　　　　

紙子　　　　　　　　

渋井　　　　　　　　

勝本　　　　　　　　

小沼　　　　　　　　

小沼沢　　　　　　　

樟　　　　　　　　　

上窪　　　　　　　　

上江　　　　　　　　

上高額　　　　　　　

上勝　　　　　　　　

上利根川　　　　　　

信濃　　　　　　　　

新井田　　　　　　　

深沢　　　　　　　　

深沢新田　　　　　　

西常世　　　　　　　

西中明　　　　　　　

滝ノ沢　　　　　　　

竹屋　　　　　　　　

中道地　　　　　　　

中里　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

土合　　　　　　　　

唐沢　　　　　　　　

東ひばりが丘　　　　

東桜ガ丘（一）　　　東桜ガ丘（二）　　　

東常世　　　　　　　

東谷地　　　　　　　

東中明　　　　　　　

藤の木　　　　　　　

堂畑　　　　　　　　

南屋敷　　　　　　　

二ノ沢　　　　　　　

萩平　　　　　　　　

八丁　　　　　　　　

反田　　　　　　　　

百目　　　　　　　　

布流　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

別府　　　　　　　　

北町上　　　　　　　

本林　　　　　　　　塩川町源太屋敷　　　

塩川町新井田谷地　　

下吉　　　　　　　　

関柴町上高額　　　　

関柴町平林　　　　　

岩月町喜多方　　　　

熊倉町都　　　　　　

新道　　　　　　　　

西四ッ谷　　　　　　

東栄町（五）　　　　

東四ッ谷　　　　　　

南町　　　　　　　　

緑町　　　　　　　　

常盤台　　　　　　　
滝川　　　　　　　　

喜多方市役所　　　　

北塩原村役場　　　　

塩川駅　　　　　　　

姥堂駅　　　　　　　

会津豊川駅　　　　　

会津坂下警察署

会津若松警察署

喜多方警察署
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陸羽街道　　　　　　

小羽入　　　　　　　

那須　　　　　　　　

迯室　　　　　　　　

豊原丙　　　　　　　

豊津　　　　　　　　

余笹川　　　　　　　

戸能　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

寺子丙　　　　　　　

上川　　　　　　　　

漆塚　　　　　　　　

狸久保　　　　　　　

薄室　　　　　　　　

菱喰内　　　　　　　

山梨子　　　　　　　

北条　　　　　　　　

高久丙　　　　　　　

大深堀　　　　　　　

一ツ樅　　　　　　　

高久乙　　　　　　　

▲ 御富士山　　　　　　

茗ヶ沢　　　　　　　

松子　　　　　　　　

茅沼　　　　　　　　

那須ＩＣ　　　　　　

小結　　　　　　　　

那須高原スマートＩＣ

下半俵　　　　　　　

亀山　　　　　　　　

よささ　　　　　　　

伊藤台　　　　　　　

羽原　　　　　　　　

喜和田　　　　　　　

弓落　　　　　　　　

旧黒田　　　　　　　

喰木原　　　　　　　

後藤橋　　　　　　　

高津　　　　　　　　

桜久保　　　　　　　

漆塚下　　　　　　　

漆塚上　　　　　　　

守子　　　　　　　　

小結開拓　　　　　　

小深堀　　　　　　　

新黒田　　　　　　　

新迯室　　　　　　　

針生　　　　　　　　

千景園　　　　　　　

大同　　　　　　　　

長南寺　　　　　　　

藤塩　　　　　　　　

那須高原　　　　　　

蕪中　　　　　　　　

穂積　　　　　　　　

寺子乙　　　　　　　

千振　　　　　　　　第一近光荘　　　　　

柏台　　　　　　　　

那須町役場　　　　　

黒田原駅　　　　　　

川谷　　　　　　　　

黒森　　　　　　　　

荻久保　　　　　　　

那須高原　　　　　　

八幡温泉　　　　　　

湯本　　　　　　　　

茅窪　　　　　　　　

元湯町　　　　　　　

綱子　　　　　　　　

慈生会　　　　　　　

常民夕狩　　　　　　

川向町　　　　　　　

台上　　　　　　　　

馬場坂　　　　　　　

伯母沢　　　　　　　

稗返　　　　　　　　

真船　　　　　　　　

豊原乙　　　　　　　

高清水　　　　　　　

那須町　　　　　　　

五器洗　　　　　　　

下黒川　　　　　　　

金堀　　　　　　　　

和平　　　　　　　　

大木沢　　　　　　　

旗宿　　　　　　　　

荒金沢　　　　　　　

横岡　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

寄居　　　　　　　　

上石住　　　　　　　

下石住　　　　　　　

白井　　　　　　　　

豊原　　　　　　　　

塩阿久津　　　　　　

上の原　　　　　　　

黒田原　　　　　　　

松の倉　　　　　　　

追田原　　　　　　　

豊原甲　　　　　　　

矢の目　　　　　　　

水原　　　　　　　　

東観　　　　　　　　

夕狩　　　　　　　　

柏沼　　　　　　　　

黒田原　　　　　　　

蟹沢　　　　　　　　

関ノ里　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

寄居本郷　　　　　　

旗鉾　　　　　　　　

吉の目　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

山中大久保　　　　　

松ヶ苗　　　　　　　

上下田　　　　　　　

森永　　　　　　　　

水塩大久保　　　　　西大久保　　　　　　

泉岡　　　　　　　　

中重　　　　　　　　

豆沢　　　　　　　　

二ッ穴　　　　　　　

茂ヶ崎　　　　　　　

弥次郎　　　　　　　

柳橋　　　　　　　　

脇沢　　　　　　　　

深山沢　　　　　　　

豊原駅　　　　　　　

白河市　　　　　　　

東北自動車道　　　　

追原　　　　　　　　鶴生　　　　　　　　

折口　　　　　　　　

小田倉　　　　　　　

上野原　　　　　　　

東北新幹線　　　　　

白河ＩＣ　　　　　　

上新田　　　　　　　

折口原　　　　　　　

西郷　　　　　　　　

柏野　　　　　　　　

米村　　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

飯沢　　　　　　　　

芳賀須内　　　　　　

萱根　　　　　　　　

▲ 富士見山　　　　　　

白河　　　　　　　　

大　　　　　　　　　

南湖　　　　　　　　

三輪台　　　　　　　

石阿弥陀　　　　　　

東北本線　　　　　　

白河中央ＳＩＣ　　　

愛宕山　　　　　　　

一ノ又　　　　　　　

一里段　　　　　　　

影鬼越　　　　　　　

下新田　　　　　　　

下柏野　　　　　　　

夏梨　　　　　　　　

間ノ原　　　　　　　

関川窪　　　　　　　

金勝寺　　　　　　　

原中　　　　　　　　

五十里　　　　　　　

向寺　　　　　　　　

広谷地　　　　　　　

高助　　　　　　　　

合戦坂　　　　　　　

黒木　　　　　　　　

三ツ峯　　　　　　　

三本松　　　　　　　
蛇石　　　　　　　　

女石　　　　　　　　

勝多石　　　　　　　

勝負沢　　　　　　　

小丸山　　　　　　　

上柏野　　　　　　　

新夕狩　　　　　　　

石切場　　　　　　　

赤淵　　　　　　　　

大坂山　　　　　　　

大倉矢見　　　　　　

大谷地　　　　　　　

谷地中　　　　　　　

田土ヶ久　　　　　　

南真舟　　　　　　　

二枚橋　　　　　　　

年貢町　　　　　　　

白井掛　　　　　　　

八竜神　　　　　　　

皮籠　　　　　　　　

北真舟　　　　　　　
堀川　　　　　　　　

明戸　　　　　　　　

搦目　　　　　　　　

搦目山　　　　　　　

みさか（一）　　　　

みさか（二）　　　　

旭町　　　　　　　　

会津町　　　　　　　

九番町　　　　　　　

向新蔵　　　　　　　
三番町　　　　　　　

寺小路　　　　　　　

巡り矢　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

新白河（一）　　　　

新白河（三）　　　　
新白河（四）　　　　

新白河（二）　　　　

大手町　　　　　　　
天神町　　　　　　　

道場小路　　　　　　

南登町　　　　　　　

米　　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

狸屋敷　　　　　　　

白河市役所　　　　　

西郷村役場　　　　　

新白河駅　　　　　　

白河駅　　　　　　　

白坂駅　　　　　　　

白河警察署
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磐梯町　　　　　　　

源橋　　　　　　　　

横達　　　　　　　　 更科　　　　　　　　

磨上　　　　　　　　

▲ 高森山　　　　　　　

日橋川　　　　　　　

笹山原　　　　　　　

銚子ノ口　　　　　　

▲ 名倉山　　　　　　　

翁島　　　　　　　　

戸ノ口　　　　　　　

翁沢　　　　　　　　長浜　　　　　　　　

西久保　　　　　　　

長田　　　　　　　　

三ッ和　　　　　　　

五十軒　　　　　　　

土田　　　　　　　　

磨上原　　　　　　　

押立　　　　　　　　

猪苗代　　　　　　　

見祢　　　　　　　　

土町　　　　　　　　

下祢次　　　　　　　

磐里　　　　　　　　

堅田　　　　　　　　

中小松　　　　　　　

猪苗代磐梯高原ＩＣ　

磐梯山ゴールドライン

廻戸　　　　　　　　

塩ノ原　　　　　　　

翁島駅前　　　　　　

廻谷地　　　　　　　

釜井　　　　　　　　

牛沼　　　　　　　　

金子沢　　　　　　　

見祢山　　　　　　　

更科団地　　　　　　

砂川　　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

桜川　　　　　　　　

三城潟　　　　　　　

七ッ森　　　　　　　

小平潟　　　　　　　

松橋浜　　　　　　　

上新町　　　　　　　

上祢次　　　　　　　

新在家　　　　　　　

神明町　　　　　　　

仁蔵　　　　　　　　

諏訪前　　　　　　　

西真行　　　　　　　

扇田　　　　　　　　

相名目　　　　　　　

打越　　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

大在家　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

長峯　　　　　　　　

堤崎　　　　　　　　

東真行　　　　　　　

東谷地　　　　　　　

南烏帽子　　　　　　

南真行　　　　　　　

入江　　　　　　　　

八千代　　　　　　　

半坂　　　　　　　　

百目貫　　　　　　　

不動　　　　　　　　

富永　　　　　　　　

布藤　　　　　　　　

法正尻　　　　　　　

蜂屋敷　　　　　　　

北烏帽子　　　　　　

北高野　　　　　　　

妙法原　　　　　　　

名古屋町　　　　　　

六郎原　　　　　　　

磐根　　　　　　　　

猪苗代町役場　　　　

翁島駅　　　　　　　

猪苗代駅　　　　　　

取上峠　　　　　　　

雄子沢　　　　　　　

湯平山　　　　　　　
五色沼　　　　　　　

秋元　　　　　　　　

▲ 猫魔ヶ岳　　　　　　

▲ 雄国山　　　　　　　

雄国沼　　　　　　　

▲ 古城ヶ峰　　　　　　

▲ 厩岳山　　　　　　　

ゴ－ルドライン　　　

▲ 赤埴山　　　　　　　

▲ 櫛ヶ峰　　　　　　　

川上　　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

▲ 磐梯山　　　　　　　

喜多方市　　　　　　

剣ヶ峰　　　　　　　

蛇平　　　　　　　　

千貫　　　　　　　　

伯父ヶ倉　　　　　　

三郷　　　　　　　　志津　　　　　　　　

▲ 川桁山　　　　　　　

▲ 天狗角力取山　　　　

西館　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

川桁　　　　　　　　
幸野　　　　　　　　

都沢　　　　　　　　

関都　　　　　　　　

壺楊　　　　　　　　

▲ 成沢山　　　　　　　

▲ 水無山　　　　　　　
▲ 出子山　　　　　　　

▲ 大滝山　　　　　　　

母成グリーンライン　

松橋　　　　　　　　

沼ノ倉　　　　　　　

新堀向　　　　　　　

夷田　　　　　　　　

下館　　　　　　　　

苅屋沢　　　　　　　

関脇　　　　　　　　

金曲　　　　　　　　

午房作　　　　　　　

志田浜　　　　　　　

東館　　　　　　　　

内野　　　　　　　　

白津　　　　　　　　

明戸　　　　　　　　

壺下　　　　　　　　

関都駅　　　　　　　

川桁駅　　　　　　　

▲ 白布山　　　　　　　

秋元湖　　　　　　　

金堀　　　　　　　　

蒲谷地　　　　　　　

沼尻温泉　　　　　　

中ノ沢　　　　　　　

沼尻高原　　　　　　

▲ 日蔭山　　　　　　　

母成峠　　　　　　　

達沢　　　　　　　　

▲ 布森山　　　　　　　

沼尻駅前　　　　　　

▲ 焼山　　　　　　　　

▲ 鞘ノ木山　　　　　　

木地小屋　　　　　　

酸川野　　　　　　　

名家　　　　　　　　

▲ 一ノ野山　　　　　　

小水沢　　　　　　　

長瀬川　　　　　　　

渋谷　　　　　　　　

酸川　　　　　　　　

猪苗代町　　　　　　

▲ 出森山　　　　　　　

三ッ屋　　　　　　　

上中ノ沢　　　　　　

西高森　　　　　　　

大島原　　　　　　　

田茂沢　　　　　　　

白木城　　　　　　　 母成　　　　　　　　

蚕養　　　　　　　　

猪苗代警察署
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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▲



踏瀬　　　　　　　　

泉崎村　　　　　　　

白子　　　　　　　　

高林　　　　　　　　

大里　　　　　　　　

太田川　　　　　　　

南沢　　　　　　　　

上新城　　　　　　　

大信　　　　　　　　

増見　　　　　　　　

中新城　　　　　　　

下新城　　　　　　　

矢吹ＩＣ　　　　　　

矢吹　　　　　　　　

大和内　　　　　　　

田内　　　　　　　　

新町　　　　　　　　

花の里　　　　　　　

中畑　　　　　　　　

泉川　　　　　　　　

久来石　　　　　　　

天栄村飛地　　　　　

鏡石　　　　　　　　

矢吹中央ＩＣ　　　　

あぶくま高原道路　　

丹下　　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

井戸尻　　　　　　　

堰の上　　　　　　　

岡の台　　　　　　　

沖内　　　　　　　　

牡丹平　　　　　　　

下宮崎　　　　　　　

花咲　　　　　　　　

笠石原町　　　　　　

舘ノ越　　　　　　　

舘沢　　　　　　　　

丸の内　　　　　　　

久来石南　　　　　　

境　　　　　　　　　

境町　　　　　　　　

芹沢　　　　　　　　

桑名邸　　　　　　　

五本松　　　　　　　

桜岡　　　　　　　　

四ッ屋前　　　　　　

寺の前　　　　　　　

寺内西　　　　　　　

寺内東　　　　　　　

寺内南　　　　　　　

若内　　　　　　　　

十八夜山　　　　　　

曙町　　　　　　　　

小栗山　　　　　　　

小松　　　　　　　　

松房　　　　　　　　

上宮崎　　　　　　　

仁戸内　　　　　　　

諏訪の前　　　　　　

西長峰　　　　　　　

赤沢　　　　　　　　

善郷内　　　　　　　

村内　　　　　　　　

太多郎　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大池　　　　　　　　

滝原　　　　　　　　

滝八幡　　　　　　　

池の台　　　　　　　

中丸　　　　　　　　

長峰　　　　　　　　

田町　　　　　　　　

東の内　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

東町　　　　　　　　

東長峰　　　　　　　

踏瀬長峰　　　　　　

堂山　　　　　　　　

堂前　　　　　　　　

鍋内　　　　　　　　

南町　　　　　　　　

南房　　　　　　　　

八幡町　　　　　　　文京町　　　　　　　

平鉢　　　　　　　　

豊郷　　　　　　　　

豊郷中　　　　　　　

坊頭窪　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

堀米　　　　　　　　

本城舘　　　　　　　

野寺　　　　　　　　

弥栄　　　　　　　　

離山　　　　　　　　

柿之内　　　　　　　

泉崎　　　　　　　　

大信下新城　　　　　

大信上新城　　　　　
大信中新城　　　　　

借宿　　　　　　　　
前山　　　　　　　　 草池　　　　　　　　池ノ原　　　　　　　

中央　　　　　　　　
南屋敷　　　　　　　 緑町　　　　　　　　

矢吹町役場　　　　　

矢吹駅　　　　　　　

鏡石駅　　　　　　　

鏡石町役場　　　　　

桙衝　　　　　　　　

古戸　　　　　　　　

境新田　　　　　　　

夕界　　　　　　　　

柱田　　　　　　　　岩瀬　　　　　　　　

北横田　　　　　　　

室貫　　　　　　　　

木之崎　　　　　　　

堀込　　　　　　　　
稲　　　　　　　　　

矢田野　　　　　　　

天栄　　　　　　　　

鏡田　　　　　　　　

釈迦堂川　　　　　　

越久　　　　　　　　

岩淵　　　　　　　　

保土原　　　　　　　

大桑原　　　　　　　

舘ヶ岡　　　　　　　
滑川　　　　　　　　

須賀川ＩＣ　　　　　

西川　　　　　　　　

鏡石町　　　　　　　

須賀川市　　　　　　

郡山市　　　　　　　

鏡石スマートＩＣ　　

あおば　　　　　　　

みどりが丘　　　　　

安積田　　　　　　　

一夜舘　　　　　　　

一里坦　　　　　　　

隠久保　　　　　　　

牡丹原　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下境　　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下城　　　　　　　　

下堀込　　　　　　　

下木　　　　　　　　

茄子内　　　　　　　

会屋田　　　　　　　

笠木　　　　　　　　

割山　　　　　　　　

蒲之沢町　　　　　　

舘　　　　　　　　　

吉美根　　　　　　　

吉兵衛新田　　　　　

久保ノ内　　　　　　

宮本　　　　　　　　

鏡沼　　　　　　　　

鏡田かげ沼町　　　　

栗之内　　　　　　　

古舘　　　　　　　　

五斗蒔町　　　　　　

向原　　　　　　　　

江持　　　　　　　　

高久田　　　　　　　

今坂　　　　　　　　 桜町　　　　　　　　

山寺南団地　　　　　

山寺北団地　　　　　

四十壇　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

小仲井　　　　　　　

松南　　　　　　　　

上屋敷　　　　　　　

上堀込　　　　　　　

上木　　　　　　　　

植松　　　　　　　　

深内町　　　　　　　

仁井田　　　　　　　

生林久保　　　　　　

西の内　　　　　　　

西田　　　　　　　　

川崎町　　　　　　　

川虫内　　　　　　　

川木之内　　　　　　

前南　　　　　　　　

池ノ下　　　　　　　

池ノ上　　　　　　　

竹の花　　　　　　　

竹の内　　　　　　　

中新田　　　　　　　

中地　　　　　　　　

町内　　　　　　　　

登之内　　　　　　　

道智　　　　　　　　

徳ノ内　　　　　　　

南高久田　　　　　　

尼ケ作　　　　　　　

八幡山　　　　　　　

不時沼　　　　　　　

北屋敷　　　　　　　

明地　　　　　　　　

木曽　　　　　　　　

籾山　　　　　　　　

弥六内　　　　　　　

里　　　　　　　　　

笊池　　　　　　　　

簑輪北原　　　　　　

糀内　　　　　　　　

稲荷町　　　　　　　

影沼町　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

横山町　　　　　　　

岡東町　　　　　　　

卸町　　　　　　　　館取町　　　　　　　

丸田町　　　　　　　

岩渕　　　　　　　　

宮の杜　　　　　　　

牛袋町　　　　　　　

芹沢町　　　　　　　

高久田境　　　　　　

坂の上町　　　　　　
陣場町　　　　　　　西の内町　　　　　　

西川町　　　　　　　

西田町　　　　　　　

大袋町　　　　　　　

茶畑町　　　　　　　

日向町　　　　　　　

堀底町　　　　　　　

天栄村役場　　　　　

須賀川駅　　　　　　

南須釜　　　　　　　

玉川村　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

三条目　　　　　　　

神田　　　　　　　　

中野目　　　　　　　

明新　　　　　　　　

曲木　　　　　　　　

塩沢　　　　　　　　

恵瀬郷　　　　　　　

母畑　　　　　　　　

湯郷渡　　　　　　　

青井沢　　　　　　　

東川　　　　　　　　

四辻新田　　　　　　

滝作　　　　　　　　

山小屋　　　　　　　

北須釜　　　　　　　

奥平　　　　　　　　

吉　　　　　　　　　

川辺　　　　　　　　

蒜生　　　　　　　　

玉川　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

▲ 観音山　　　　　　　

岩法寺　　　　　　　
竜崎　　　　　　　　成田　　　　　　　　

大栗　　　　　　　　

狸森　　　　　　　　
▲ 蝦夷嶽　　　　　　　

矢吹町　　　　　　　

玉川ＩＣ　　　　　　

福島空港ＩＣ　　　　 石川母畑ＩＣ　　　　

成田原町　　　　　　

丑久保　　　　　　　

遠下　　　　　　　　

遠舘石　　　　　　　

奥撫　　　　　　　　

横内　　　　　　　　

河平　　　　　　　　

貝の久保　　　　　　

掛金　　　　　　　　

久根越　　　　　　　

久保宿　　　　　　　

牛沼　　　　　　　　

栗木内　　　　　　　

原作田　　　　　　　

袴舘　　　　　　　　

後　　　　　　　　　

後作田　　　　　　　

向　　　　　　　　　向久保　　　　　　　

広久保　　　　　　　

高ノ内　　　　　　　

細田　　　　　　　　

桜窪　　　　　　　　

三升蒔　　　　　　　

三蔵　　　　　　　　

七森　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

小半弓　　　　　　　小柳作　　　　　　　

小和清水　　　　　　

松林　　　　　　　　

森殿　　　　　　　　

神田西　　　　　　　

神田東　　　　　　　

神田南　　　　　　　

陣ヶ岡　　　　　　　

諏訪町　　　　　　　

雀森　　　　　　　　

成久保　　　　　　　

成田東　　　　　　　

西ノ内　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

千五沢　　　　　　　

前林　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

滝山　　　　　　　　

狸穴　　　　　　　　

池向　　　　　　　　

中沖　　　　　　　　

中畷　　　　　　　　

中野目西　　　　　　

中野目東　　　　　　

仲ノ内　　　　　　　

町屋　　　　　　　　

長石田　　　　　　　

的場　　　　　　　　

天開　　　　　　　　

天升作　　　　　　　

東ノ内　　　　　　　

東河原　　　　　　　

東関　　　　　　　　

東耕地　　　　　　　

東川原　　　　　　　

東堤　　　　　　　　

燈篭場　　　　　　　

銅屋久保　　　　　　

禿山　　　　　　　　

南宿　　　　　　　　

二百畑　　　　　　　

八木　　　　　　　　

樋田　　　　　　　　

武道　　　　　　　　

米子平　　　　　　　

奉行塚　　　　　　　

北作　　　　　　　　

明新原　　　　　　　

明新上　　　　　　　

明新西　　　　　　　

明新中　　　　　　　

明新東　　　　　　　

木戸ノ内　　　　　　

柳作　　　　　　　　

来身田　　　　　　　

和尚平　　　　　　　

糀屋　　　　　　　　

薑　　　　　　　　　

山新田　　　　　　　

虹の台　　　　　　　

明新下　　　　　　　

道しゅう　　　　　　

前田川　　　　　　　
江戸　　　　　　　　深田　　　　　　　　

扇田　　　　　　　　

前田川扇町　　　　　

玉川村役場　　　　　

野木沢駅　　　　　　

川辺沖駅　　　　　　

泉郷駅　　　　　　　

小作田　　　　　　　

浜尾　　　　　　　　

須賀川　　　　　　　

市野関　　　　　　　

日照田　　　　　　　

雨田　　　　　　　　

豆屋平　　　　　　　

▲ 東山　　　　　　　　

▲ 宇津峰　　　　　　　

埋平　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

下小山田　　　　　　

下道渡　　　　　　　

栃山神　　　　　　　

森宿　　　　　　　　

田向　　　　　　　　

守山　　　　　　　　

岩作　　　　　　　　

谷田川　　　　　　　

上道渡　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

白石坂　　　　　　　

下宿町　　　　　　　

加治町　　　　　　　

千日堂　　　　　　　

浦郷戸　　　　　　　

岡の内　　　　　　　

嘉成　　　　　　　　

家内神　　　　　　　

蝦夷穴　　　　　　　

外ノ内　　　　　　　

関　　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

近原　　　　　　　　

荒屋敷　　　　　　　

荒池　　　　　　　　

坂ノ上　　　　　　　

札木沢　　　　　　　

山吹　　　　　　　　

四十坦　　　　　　　

漆房　　　　　　　　

松ヶ丘団地　　　　　

松ヶ作　　　　　　　

深作　　　　　　　　

真角　　　　　　　　

石戸屋　　　　　　　

孫八内　　　　　　　

中之内　　　　　　　

仲屋敷　　　　　　　

仲作　　　　　　　　

長井　　　　　　　　

天ケ岡　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

東海道　　　　　　　

東曲渕　　　　　　　

湯ノ川　　　　　　　

内東山　　　　　　　

南ノ内　　　　　　　

南寺田　　　　　　　

南前　　　　　　　　

二池　　　　　　　　

八沼　　　　　　　　

飯塚　　　　　　　　

樋ノ目　　　　　　　

平次郎内　　　　　　

北曲渕　　　　　　　

北表　　　　　　　　

本地　　　　　　　　

網ノ輪　　　　　　　

竜ヶ馬場　　　　　　

和田六軒　　　　　　

あおば町　　　　　　

芦田塚　　　　　　　

花岡　　　　　　　　

宮先町　　　　　　　

栗谷沢　　　　　　　

上小山田　　　　　　

中宿　　　　　　　　

朝日田　　　　　　　

田村町大供　　　　　

東鹿島　　　　　　　

南上町　　　　　　　

馬町　　　　　　　　
北上町　　　　　　　妙見　　　　　　　　

六軒　　　　　　　　

和田道　　　　　　　

下向　　　　　　　　
外堀　　　　　　　　

仲原　　　　　　　　

天井田　　　　　　　

須賀川市役所　　　　

川東駅　　　　　　　

磐城守山駅　　　　　

小塩江駅　　　　　　

谷田川駅　　　　　　

須賀川警察署
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交通管理リンク出力図

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

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界
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須賀川市　　　　　　

逢瀬川　　　　　　　

希望ヶ丘　　　　　　

福楽沢　　　　　　　

中ノ平　　　　　　　 堤　　　　　　　　　
郡山　　　　　　　　

開成　　　　　　　　

針生　　　　　　　　

大槻町　　　　　　　

牛庭　　　　　　　　

駒屋　　　　　　　　

笹原川　　　　　　　

郡山南ＩＣ　　　　　

矢地内　　　　　　　

白井　　　　　　　　

多田野　　　　　　　

別所　　　　　　　　

下守屋　　　　　　　 鍋山　　　　　　　　

十貫内　　　　　　　

南川　　　　　　　　

安積疏水　　　　　　

上豊舘　　　　　　　
道木　　　　　　　　

城清水　　　　　　　

阿弥陀　　　　　　　

安倍　　　　　　　　

一本杉　　　　　　　

瓜井平　　　　　　　

堰ノ上　　　　　　　

温泉　　　　　　　　

下塩ノ原　　　　　　

下亀田　　　　　　　

下篠林　　　　　　　

下西田　　　　　　　

下町東　　　　　　　

河田堀　　　　　　　

賀庄　　　　　　　　

関谷田　　　　　　　

舘ノ後　　　　　　　

舘南　　　　　　　　

雁股　　　　　　　　

季の郷　　　　　　　

久助林　　　　　　　

久保原　　　　　　　

宮南　　　　　　　　

熊野木　　　　　　　

経蔵　　　　　　　　

経担　　　　　　　　鯨　　　　　　　　　

肩張　　　　　　　　

原ノ町　　　　　　　

原畑　　　　　　　　

胡桃沢　　　　　　　

御花畑　　　　　　　

向　　　　　　　　　

向屋敷　　　　　　　

向館　　　　　　　　

庚坦原　　　　　　　

堺山　　　　　　　　

三角原　　　　　　　

三本木原　　　　　　

四角坦　　　　　　　

四十坦原　　　　　　

室木　　　　　　　　

漆山　　　　　　　　

漆棒　　　　　　　　

篠川　　　　　　　　

柴宮山　　　　　　　

住ノ内　　　　　　　

出磬森　　　　　　　

春日　　　　　　　　

小山田　　　　　　　

松井西林　　　　　　

上塩ノ原　　　　　　

上牛庭　　　　　　　

上高森　　　　　　　

上川底　　　　　　　

上台林　　　　　　　 上納豆内　　　　　　

上北井前　　　　　　

新蟻塚　　　　　　　

新池下　　　　　　　

申久保　　　　　　　

神明　　　　　　　　

針生下　　　　　　　

針生金畑　　　　　　

針生西　　　　　　　

針生前田　　　　　　

人形山　　　　　　　

仁河内　　　　　　　

仁池向　　　　　　　

清水尻　　　　　　　

清水台　　　　　　　

清水池　　　　　　　

西ノ宮西　　　　　　

西勝ノ木　　　　　　

西前田　　　　　　　

西長久保　　　　　　

石樋　　　　　　　　

切通　　　　　　　　

川底　　　　　　　　

前芦ノ口　　　　　　

膳部　　　　　　　　

鎗ケ池　　　　　　　

蔵田　　　　　　　　

台田　　　　　　　　

大橋向山　　　　　　

大山南　　　　　　　 大島　　　　　　　　

大徳南　　　　　　　

滝袋　　　　　　　　

沢目木　　　　　　　

谷地ノ台　　　　　　

地形　　　　　　　　

地蔵橋　　　　　　　

中ノ渡戸　　　　　　

中柵　　　　　　　　

仲田屋敷　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

天正坦　　　　　　　

東屋敷　　　　　　　

東向　　　　　　　　

東上ノ台　　　　　　

東前田　　　　　　　

東北井　　　　　　　
東六兵衛田　　　　　堂前　　　　　　　　

南向　　　　　　　　

南大堺　　　　　　　

南反田　　　　　　　

南坊ノ坦　　　　　　

二ツ坦　　　　　　　

二斗蒔　　　　　　　

日向窪　　　　　　　

念仏坦　　　　　　　

馬捨場　　　　　　　

柏坊　　　　　　　　
畑形　　　　　　　　

八雲　　　　　　　　

普門寺坦　　　　　　

平内　　　　　　　　

方八丁　　　　　　　

北ノ山　　　　　　　

北台　　　　　　　　

北大部　　　　　　　

北中野　　　　　　　

北田　　　　　　　　

北坊ノ坦　　　　　　

堀切西　　　　　　　

味そ池原　　　　　　

名倉　　　　　　　　

木置場　　　　　　　

木葉田山　　　　　　

目光池西　　　　　　

葉山　　　　　　　　

雷神　　　　　　　　

雷堂　　　　　　　　

両留　　　　　　　　

林ノ東　　　　　　　

萬海　　　　　　　　

うねめ町　　　　　　

安積（一）　　　　　

安積（三）　　　　　

安積（四）　　　　　

安積（二）　　　　　

安積町吉田（一）　　

安積町吉田（二）　　

安積町牛庭（一）　　

安積町牛庭（五）　　
安積町牛庭（三）　　安積町牛庭（四）　　

安積町牛庭（二）　　

安積町牛庭（六）　　

安積町成山町　　　　

安積町大森町　　　　

安積町長久保（一）　

安積町長久保（五）　

安積町長久保（三）　

安積町長久保（四）　

安積町長久保（二）　

安積町南長久保（一）

安積町南長久保（二）

開成（五）　　　　　

開成（三）　　　　　

開成（四）　　　　　

開成（二）　　　　　

開成（六）　　　　　

亀田（一）　　　　　

亀田（二）　　　　　

久留米（一）　　　　
久留米（五）　　　　久留米（三）　　　　

久留米（四）　　　　

久留米（二）　　　　
久留米（六）　　　　

桑野（一）　　　　　

桑野（五）　　　　　

桑野（三）　　　　　

桑野（四）　　　　　

桑野（二）　　　　　

向陽町　　　　　　　

香久池（二）　　　　

菜根（一）　　　　　

菜根（五）　　　　　
菜根（三）　　　　　

菜根（四）　　　　　

菜根（二）　　　　　

桜木（二）　　　　　

笹川（三）　　　　　

笹川（二）　　　　　

三穂田町川田（一）　

三穂田町川田（三）　

三穂田町川田（二）　

深沢（二）　　　　　

西ノ内（一）　　　　西ノ内（二）　　　　

静町　　　　　　　　

台新（一）　　　　　

台新（二）　　　　　

中野（一）　　　　　

朝日（一）　　　　　

朝日（三）　　　　　

朝日（二）　　　　　

長者（一）　　　　　

長者（三）　　　　　
長者（二）　　　　　

鶴見坦（一）　　　　

鶴見坦（三）　　　　鶴見坦（二）　　　　

堤（一）　　　　　　
堤（三）　　　　　　

堤（二）　　　　　　

土瓜（一）　　　　　島（一）　　　　　　

島（二）　　　　　　

桃見台　　　　　　　

柏山町　　　　　　　

並木（一）　　　　　

並木（五）　　　　　

並木（三）　　　　　

並木（四）　　　　　

並木（二）　　　　　

鳴神（一）　　　　　

鳴神（三）　　　　　鳴神（二）　　　　　

緑町　　　　　　　　

麓山（二）　　　　　

阿久戸　　　　　　　 若宮前　　　　　　　大十内　　　　　　　
馬場川原　　　　　　

郡山中央スマートＩＣ

郡山市役所　　　　　

安積永盛駅　　　　　

郡山市　　　　　　　

三本松　　　　　　　

岩根　　　　　　　　

表矢沢　　　　　　　

下樋　　　　　　　　

前田沢　　　　　　　

堀之内　　　　　　　

早稲原　　　　　　　

郡山ＩＣ　　　　　　

富田　　　　　　　　

音路　　　　　　　　

片平　　　　　　　　

下伊豆島　　　　　　

五百川　　　　　　　

石筵川　　　　　　　

玉川　　　　　　　　

安子島　　　　　　　

舘西　　　　　　　　

河内　　　　　　　　

▲ 高広山　　　　　　　

夏出　　　　　　　　

熱海　　　　　　　　

高玉　　　　　　　　

郡山ＪＣＴ　　　　　

磐梯熱海ＩＣ　　　　

磐越自動車道　　　　

みずきが丘　　　　　

愛宕　　　　　　　　

一ノ沢　　　　　　　

一ノ谷　　　　　　　

影池　　　　　　　　

塩ノ草　　　　　　　

荻袋　　　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

下上ノ台　　　　　　

釜場西　　　　　　　

熊越　　　　　　　　

見物坦　　　　　　　

後庵　　　　　　　　

三合原　　　　　　　

山田山　　　　　　　

四ツ谷　　　　　　　

出シ　　　　　　　　

小室　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

松ケ作　　　　　　　

菖蒲根　　　　　　　

上の台　　　　　　　

上屋敷　　　　　　　

上小倉　　　　　　　

申田　　　　　　　　

神座　　　　　　　　

諏訪西　　　　　　　

清涼山　　　　　　　

西町下　　　　　　　

赤沼向　　　　　　　

赤津　　　　　　　　

切払　　　　　　　　

節上原　　　　　　　

千抔田　　　　　　　

双又　　　　　　　　

対面原　　　　　　　

大穴　　　　　　　　

団子森　　　　　　　

地田東　　　　　　　

地福　　　　　　　　

中高野　　　　　　　

仲田　　　　　　　　

仲当　　　　　　　　

仲之内　　　　　　　

長筬　　　　　　　　

鳥井戸　　　　　　　

坪子　　　　　　　　

鶴見坦　　　　　　　

程沢　　　　　　　　

伝佐エ門原　　　　　

渡戸　　　　　　　　

藤内　　　　　　　　

堂城前　　　　　　　

堂内　　　　　　　　

南山　　　　　　　　

南石橋　　　　　　　

南梨子平　　　　　　

二渡　　　　　　　　

日吉ヶ丘　　　　　　

日室　　　　　　　　

梅原　　　　　　　　

白萱　　　　　　　　

尾池南　　　　　　　

北石橋　　　　　　　

北梨子平　　　　　　

堀向　　　　　　　　 堀内　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

明堂　　　　　　　　

杢田　　　　　　　　

輪ノ内　　　　　　　

和久台　　　　　　　

椚内　　　　　　　　

殕森　　　　　　　　

籠原　　　　　　　　

喜久田町　　　　　　

喜久田町卸（一）　　

喜久田町卸（二）　　

喜久田町原（一）　　喜久田町原（三）　　

喜久田町赤坂（二）　
喜久田町前田沢（一）

喜久田町坪沢（一）　
喜久田町坪沢（三）　

待池台（一）　　　　

待池台（二）　　　　

中村　　　　　　　　

熱海町上伊豆島　　　

熱海町熱海（一）　　

熱海町熱海（五）　　

熱海町熱海（三）　　

熱海町熱海（四）　　
熱海町熱海（二）　　

熱海町熱海（六）　　

富久山町八山田　　　

富田町　　　　　　　

片平町　　　　　　　

田代　　　　　　　　 入矢沢　　　　　　　

喜久田駅　　　　　　

安子ヶ島駅　　　　　

磐梯熱海駅　　　　　

郡山富田駅　　　　　

柴原　　　　　　　　

蛇石　　　　　　　　

過足　　　　　　　　

斉藤　　　　　　　　

西方　　　　　　　　

沼沢　　　　　　　　

上舞木　　　　　　　

下舞木　　　　　　　

阿久津　　　　　　　

下白岩　　　　　　　安原　　　　　　　　

横塚　　　　　　　　

横川　　　　　　　　

蒲倉　　　　　　　　

大滝根川　　　　　　
▲ 国見山　　　　　　　

上石　　　　　　　　

海老根　　　　　　　

▲ 鶴石山　　　　　　　

富金　　　　　　　　

手代木　　　　　　　

下行合　　　　　　　

上行合　　　　　　　

谷田川　　　　　　　

大善寺　　　　　　　

正直　　　　　　　　
水郡線　　　　　　　

御代田　　　　　　　

徳定　　　　　　　　

日出山　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

伊賀河原　　　　　　

七ッ池町　　　　　　

香久池（一）　　　　

細沼町　　　　　　　

咲田（一）　　　　　

桜木（一）　　　　　

笹川（一）　　　　　

深沢（一）　　　　　

池ノ台　　　　　　　

麓山（一）　　　　　

南（一）　　　　　　

南（二）　　　　　　

阿の山　　　　　　　

羽黒堂　　　　　　　

永橋　　　　　　　　

塩島　　　　　　　　

横塚（六）　　　　　

岡ノ城　　　　　　　

岡市　　　　　　　　

下タ川原　　　　　　 下永田　　　　　　　

下河原　　　　　　　

下広土　　　　　　　

貝作　　　　　　　　

外城　　　　　　　　

柿ノ口　　　　　　　

柿の口　　　　　　　

滑津　　　　　　　　苅又　　　　　　　　

亀河内　　　　　　　

逆木　　　　　　　　

金堀田　　　　　　　

栗　　　　　　　　　

権現堂　　　　　　　

古坦　　　　　　　　古町　　　　　　　　

狐田　　　　　　　　

五百目　　　　　　　

五郎内　　　　　　　
後作　　　　　　　　

御前田　　　　　　　

高見　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

艮耕地　　　　　　　

佐野良　　　　　　　

堺の内　　　　　　　

三御堂　　　　　　　

蚕沢　　　　　　　　

四合田　　　　　　　

糸桜　　　　　　　　

紙漉　　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

小原田（一）　　　　

小枝　　　　　　　　

小峯　　　　　　　　

上新屋敷　　　　　　

上石切場　　　　　　

上野　　　　　　　　

場上田　　　　　　　

新家　　　　　　　　

森内　　　　　　　　

深谷　　　　　　　　

深田台　　　　　　　

仁井道　　　　　　　

水口　　　　　　　　

杉の脇　　　　　　　

西ノ田　　　　　　　

西川原　　　　　　　

石花　　　　　　　　

石崎　　　　　　　　

石山田　　　　　　　

石塚　　　　　　　　

折戸　　　　　　　　
舛内　　　　　　　　

倉屋敷　　　　　　　

草倉内　　　　　　　

続　　　　　　　　　

大河原　　　　　　　

大洲河原　　　　　　

大六　　　　　　　　

滝ノ作　　　　　　　沢又　　　　　　　　

谷島町　　　　　　　

中井田　　　　　　　
中舘　　　　　　　　

朝日舞　　　　　　　

長久保　　　　　　　

長谷子　　　　　　　

天神　　　　　　　　

内荒井　　　　　　　

南小　　　　　　　　

南台　　　　　　　　
二本木　　　　　　　

日照田　　　　　　　

梅田　　　　　　　　

枇杷沢　　　　　　　

浮貝　　　　　　　　

壁谷沢　　　　　　　

保戸内　　　　　　　

宝蔵　　　　　　　　

蓮沼　　　　　　　　

六合内　　　　　　　

麓山　　　　　　　　

あぶくま台（一）　　

あぶくま台（二）　　

阿久津町　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

安原町　　　　　　　

安積町日出山（一）　

安積町日出山（三）　安積町日出山（四）　

安積町日出山（二）　

駅前（二）　　　　　

横川町　　　　　　　

横塚（一）　　　　　横塚（五）　　　　　

横塚（三）　　　　　

横塚（二）　　　　　

下白岩町　　　　　　

蒲倉町　　　　　　　

虎丸町　　　　　　　

向河原町　　　　　　

荒井町　　　　　　　

咲田（二）　　　　　

山根町　　　　　　　

若葉町　　　　　　　

小原田（五）　　　　
小原田（三）　　　　

小原田（四）　　　　

小原田（二）　　　　

昭和（一）　　　　　昭和（二）　　　　　

松木町　　　　　　　

図景（一）　　　　　

図景（二）　　　　　

水門町　　　　　　　

清水台（一）　　　　

清水台（二）　　　　

石渕町　　　　　　　

赤木町　　　　　　　大町（二）　　　　　

大平町　　　　　　　
中田町牛縊本郷　　　

堤下町　　　　　　　

田村町御代田　　　　

田村町桜ケ丘（一）　

田村町桜ヶ丘（二）　

田村町東山（一）　　
田村町東山（二）　　

堂前町　　　　　　　

白岩町　　　　　　　富久山町久保田　　　

舞木町　　　　　　　

方八町（一）　　　　

方八町（二）　　　　

芳賀（一）　　　　　

芳賀（三）　　　　　

芳賀（二）　　　　　

緑ヶ丘西（一）　　　

緑ヶ丘西（三）　　　

緑ヶ丘西（四）　　　

緑ヶ丘西（二）　　　

緑ヶ丘東（一）　　　

緑ヶ丘東（四）　　　

緑ヶ丘東（七）　　　

緑ヶ丘東（二）　　　

緑ヶ丘東（八）　　　

緑ヶ丘東（六）　　　

瀬山　　　　　　　　
泉崎　　　　　　　　

大峯　　　　　　　　

猪田　　　　　　　　
平石　　　　　　　　桝形　　　　　　　　

春沢　　　　　　　　富久山町南小泉　　　

郡山駅　　　　　　　

舞木駅　　　　　　　

本宮市　　　　　　　

松沢　　　　　　　　

七草木　　　　　　　

御祭　　　　　　　　

平沢　　　　　　　　

三春　　　　　　　　

貝山　　　　　　　　

高柴　　　　　　　　

三町目　　　　　　　

木村　　　　　　　　
芹沢　　　　　　　　

根木屋　　　　　　　

八丁目　　　　　　　

鬼生田　　　　　　　

菅沼　　　　　　　　

梅沢　　　　　　　　

横森　　　　　　　　

日和田　　　　　　　

八山田　　　　　　　

福原　　　　　　　　

青田　　　　　　　　

仁井田　　　　　　　

本宮ＩＣ　　　　　　

郡山東ＩＣ　　　　　

下曲田　　　　　　　

寄松　　　　　　　　

藤坦　　　　　　　　

道場　　　　　　　　

南古舘　　　　　　　

八山田（一）　　　　

八山田（三）　　　　

井堀田　　　　　　　

一ツ坦　　　　　　　

塩ノ崎　　　　　　　

屋敷添　　　　　　　

下ノ原　　　　　　　

下萱沼　　　　　　　

下田　　　　　　　　

花掛　　　　　　　　

海道下　　　　　　　

柿平　　　　　　　　

萱林　　　　　　　　

関下　　　　　　　　

舘下　　　　　　　　

舘東　　　　　　　　

岩本　　　　　　　　

久保内　　　　　　　

宮ノ下　　　　　　　

宮信田　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

牛ケ池　　　　　　　

曲木沢　　　　　　　

畦石　　　　　　　　

古舘ノ下　　　　　　

古城ヶ谷戸　　　　　

戸屋前　　　　　　　

戸之内　　　　　　　

狐森　　　　　　　　

五百川　　　　　　　

五輪塚　　　　　　　

後原　　　　　　　　

光が丘　　　　　　　

向田　　　　　　　　

広久保　　　　　　　

広野入　　　　　　　

甲森　　　　　　　　

耕網　　　　　　　　

高戸屋　　　　　　　

黒磯　　　　　　　　
込内　　　　　　　　

佐藤六　　　　　　　

妻　　　　　　　　　

堺　　　　　　　　　

作　　　　　　　　　

三河尻　　　　　　　

山神　　　　　　　　

四反田　　　　　　　

市坪　　　　　　　　

寺作　　　　　　　　

寺池　　　　　　　　

漆方　　　　　　　　

蛇田　　　　　　　　勝木沢　　　　　　　

小和滝　　　　　　　

沼下　　　　　　　　

沼前　　　　　　　　

沼倉　　　　　　　　

菖蒲作　　　　　　　

上萱沼　　　　　　　

上橋ッ辺　　　　　　

上石堂　　　　　　　

上洞　　　　　　　　

上野台　　　　　　　

植初　　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新介　　　　　　　　

深沢　　　　　　　　

深田和　　　　　　　

真度沢　　　　　　　

仁戸内　　　　　　　

水上　　　　　　　　

正神平　　　　　　　

清水堂　　　　　　　

西荒井　　　　　　　

青田原　　　　　　　

石ヶ作　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

折ノ内　　　　　　　

折ノ内原　　　　　　

雪村　　　　　　　　

川坂　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

前ノ久保　　　　　　

前長喜田　　　　　　

前林　　　　　　　　

倉之内　　　　　　　

大作田　　　　　　　

大網　　　　　　　　

担橋　　　　　　　　

竹ノ作　　　　　　　

竹重内　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中洞　　　　　　　　

仲頃　　　　　　　　

長喜田　　　　　　　

鶴番　　　　　　　　

天王前　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

土布池　　　　　　　

唐沢　　　　　　　　

東笹田　　　　　　　東禅寺　　　　　　　

堂川　　　　　　　　

呑田　　　　　　　　
南箕内　　　　　　　

白山　　　　　　　　

白石作　　　　　　　

白石田　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

富作　　　　　　　　

平河内　　　　　　　平郎内　　　　　　　

芳池　　　　　　　　

北山　　　　　　　　

北之内　　　　　　　

北箕内　　　　　　　
埋内　　　　　　　　

万才光内　　　　　　

明夫作　　　　　　　

明部作　　　　　　　

木ノ下　　　　　　　

餅田　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

野内　　　　　　　　

弥五郎内　　　　　　

里　　　　　　　　　

嶽山　　　　　　　　

廣土　　　　　　　　

廣網　　　　　　　　

西田町大田　　　　　

西田町丹伊田　　　　

西田町土棚　　　　　

担橋（二）　　　　　

日和田町　　　　　　
日和田町（八）　　　

八山田（五）　　　　

八山田（四）　　　　

八山田（七）　　　　

八山田（二）　　　　

八山田（六）　　　　

八島台（五）　　　　

八島台（四）　　　　八島台（二）　　　　
八島台（八）　　　　

八島台（六）　　　　

富久山町堂坂　　　　

富久山町北小泉　　　

瀬戸田　　　　　　　
羽黒　　　　　　　　

桑内　　　　　　　　五味内　　　　　　　

三ツ池　　　　　　　
村山　　　　　　　　 二斗内　　　　　　　

品竹　　　　　　　　

三春町役場　　　　　

三春駅　　　　　　　

日和田駅　　　　　　

五百川駅　　　　　　

郡山北警察署

郡山警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

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▲



大玉村　　　　　　　

大玉村飛地　　　　　

銚子ヶ滝　　　　　　

赤木平　　　　　　　

母成グリ－ンライン　

▲ 西高森　　　　　　　

▲ 夢想山　　　　　　　 雑子内　　　　　　　

七瀬　　　　　　　　

大玉　　　　　　　　

▲ 大名倉山　　　　　　

板倉　　　　　　　　

五ノ神　　　　　　　

鳶巣　　　　　　　　▲ 高松山　　　　　　　

▲ 守谷山　　　　　　　

▲ 小高倉山　　　　　　

馬場平　　　　　　　

▲ 苗松山　　　　　　　

石筵　　　　　　　　

シタ林　　　　　　　

稲荷郷　　　　　　　

横堀平　　　　　　　

岡谷地　　　　　　　

蒲坂　　　　　　　　

間黒　　　　　　　　

岩玉　　　　　　　　

吉丸山　　　　　　　
午房内　　　　　　　

三ッ森　　　　　　　
小高倉　　　　　　　

小菅　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

上永峰　　　　　　　

上額沢　　　　　　　

星内　　　　　　　　
西庵　　　　　　　　

前ヶ岳　　　　　　　

袖窪　　　　　　　　

打方内　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大橋平　　　　　　　

大皿久保　　　　　　

大楢　　　　　　　　

大木原　　　　　　　

中谷地　　　　　　　

中道　　　　　　　　

長井坂　　　　　　　

天王　　　　　　　　

東光　　　　　　　　

南小屋　　　　　　　

南町　　　　　　　　

萩岡　　　　　　　　

薄黒内　　　　　　　

板髭　　　　　　　　

百々目木　　　　　　

北石田　　　　　　　

又兵衛山　　　　　　

茱塚　　　　　　　　

馬場平　　　　　　　

大玉村役場　　　　　

白糸の滝　　　　　　

障子ヶ岩　　　　　　沼ノ平　　　　　　　

▲ 安達太良山　　　　　

遠藤ヶ滝　　　　　　▲ 前ヶ岳　　　　　　　

▲ 和尚山　　　　　　　

▲ 鉄山　　　　　　　　

八幡滝　　　　　　　

木ノ根坂　　　　　　

岳温泉　　　　　　　

小関　　　　　　　　

▲ 箕輪山　　　　　　　

▲ 鬼面山　　　　　　　

土湯峠　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

横向　　　　　　　　

岳東町　　　　　　　

笹平　　　　　　　　

大関　　　　　　　　

不動平　　　　　　　

立石　　　　　　　　

岳温泉（一）　　　　

岳温泉（四）　　　　

岳温泉（二）　　　　

岳温泉横森　　　　　

岳温泉大和　　　　　

一ツ屋　　　　　　　

本宮　　　　　　　　

高木　　　　　　　　

白沢　　　　　　　　

糠沢　　　　　　　　

白岩　　　　　　　　

稲沢　　　　　　　　

長屋　　　　　　　　

明石内　　　　　　　

▲ 岩角山　　　　　　　
南大沢　　　　　　　

岩高　　　　　　　　

箕輪　　　　　　　　

原セ　　　　　　　　 正法寺　　　　　　　

杉田　　　　　　　　

舘野　　　　　　　　

舟形石　　　　　　　

平石高田　　　　　　

鈴石　　　　　　　　

遠山　　　　　　　　

沼ヶ作　　　　　　　

二本松市　　　　　　

二本松　　　　　　　

花林　　　　　　　　

原セ上平　　　　　　

新座　　　　　　　　

馬喰内　　　　　　　

片面山　　　　　　　

北東町　　　　　　　

稲荷久保　　　　　　

隠里　　　　　　　　

羽石　　　　　　　　

浦門　　　　　　　　

栄田　　　　　　　　塩田入　　　　　　　

横峰　　　　　　　　

岡ノ内　　　　　　　

沖（一）　　　　　　

沖（二）　　　　　　

屋口　　　　　　　　

下喜多　　　　　　　

下見沢　　　　　　　
下後山　　　　　　　

下高野　　　　　　　

下谷地　　　　　　　

下平　　　　　　　　

柿崎　　　　　　　　

学校前　　　　　　　

梶内　　　　　　　　

蒲池　　　　　　　　

舘ノ越　　　　　　　舘町　　　　　　　　

舘野（一）　　　　　

舘野（三）　　　　　

舘野（四）　　　　　

舘野（二）　　　　　

舘野原　　　　　　　

岩角　　　　　　　　

岩塚　　　　　　　　

喜多　　　　　　　　

吉苗内　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

宮山　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

供中内　　　　　　　

境ノ内　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

玉貫　　　　　　　　

錦町（一）　　　　　

錦町（二）　　　　　

近江内　　　　　　　

金重野地　　　　　　

桑原前　　　　　　　

郡山台　　　　　　　

欠下　　　　　　　　

兼谷平　　　　　　　

懸鉄　　　　　　　　

原セ笠張　　　　　　

原セ山口　　　　　　

原セ上ノ内　　　　　原セ諏訪　　　　　　

原セ大畑　　　　　　

戸崎　　　　　　　　

五月町（一）　　　　
五月町（三）　　　　

五月町（二）　　　　

五百田　　　　　　　

後川　　　　　　　　

向陽台　　　　　　　

江口　　　　　　　　

高越屋戸　　　　　　

高久　　　　　　　　

高西　　　　　　　　

根廻　　　　　　　　

坂ノ下　　　　　　　

桜内　　　　　　　　

山ノ内　　　　　　　

鹿山内　　　　　　　

蛇ノ鼻　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

十王堂　　　　　　　

十神　　　　　　　　

重神　　　　　　　　

諸越谷　　　　　　　

除石　　　　　　　　

小舘　　　　　　　　

小高内　　　　　　　

小田部　　　　　　　

小幡　　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

松林　　　　　　　　

象目田　　　　　　　

上後山　　　　　　　

上鹿山内　　　　　　

上太池田　　　　　　

上百前　　　　　　　

上明石内　　　　　　

信田ノ内　　　　　　

新生町　　　　　　　

神原田　　　　　　　

神明石　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

杉田駄子内　　　　　

杉田仲之内　　　　　

杉田町（一）　　　　

杉田町（三）　　　　

杉田町（二）　　　　

瀬樋内　　　　　　　

征矢田　　　　　　　

成上　　　　　　　　

正法寺町　　　　　　

西大夏張　　　　　　

西明内　　　　　　　

赤井沢　　　　　　　

千代田　　　　　　　

川内　　　　　　　　

草津川　　　　　　　

孫市　　　　　　　　

対馬内　　　　　　　

袋内　　　　　　　　

大稲場　　　　　　　

大久保（一）　　　　

大久保（二）　　　　

大江仲田　　　　　　

大谷戸　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大平山　　　　　　　

大平中井　　　　　　

大明神　　　　　　　

大木内　　　　　　　

滝原　　　　　　　　

沢口　　　　　　　　

竹花　　　　　　　　

中山田　　　　　　　

仲ノ在家　　　　　　

仲ノ沢　　　　　　　

長屋平　　　　　　　

長者宮　　　　　　　

長命　　　　　　　　

島ノ内　　　　　　　

島向　　　　　　　　

東明石内　　　　　　

東裏　　　　　　　　

藤之前　　　　　　　

鍋田　　　　　　　　

南トロミ　　　　　　

南ノ内　　　　　　　

南新田　　　　　　　

南町裡　　　　　　　

二ッ池　　　　　　　

破橋　　　　　　　　

馬尽　　　　　　　　

柏崎　　　　　　　　

白旗　　　　　　　　

八坂町　　　　　　　

飛内　　　　　　　　

姫子松　　　　　　　

百内　　　　　　　　

不動滝　　　　　　　

平井　　　　　　　　

平屋敷　　　　　　　

平石（三）　　　　　

平石高田（一）　　　

平石高田（三）　　　

平石高田（四）　　　

平石高田（二）　　　

平石町　　　　　　　

平茂内　　　　　　　

米五町　　　　　　　

返シ内　　　　　　　

北トロミ　　　　　　

北ノ脇　　　　　　　

北新田　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

万世　　　　　　　　

箕輪（一）　　　　　

箕輪（三）　　　　　

箕輪（二）　　　　　

明主内　　　　　　　

鳴瀬　　　　　　　　

木ノ崎　　　　　　　

木藤次郎内　　　　　

矢中　　　　　　　　

薬師　　　　　　　　

柳ノ内　　　　　　　

柳田内　　　　　　　

梨ノ木　　　　　　　

礼堂　　　　　　　　

鈴石町　　　　　　　

鈴石東町（一）　　　

鈴石東町（三）　　　
鈴石東町（二）　　　

戌茂内　　　　　　　

葭ヶ入　　　　　　　

玉井　　　　　　　　

西勝田　　　　　　　

中條　　　　　　　　

本宮　　　　　　　　

金色　　　　　　　　

金色久保　　　　　　原セ日照田　　　　　

向原　　　　　　　　
高越松ヶ作　　　　　 三合内　　　　　　　

西光内　　　　　　　

太子堂　　　　　　　

大壇　　　　　　　　
谷和子　　　　　　　

本宮市役所　　　　　本宮駅　　　　　　　

杉田駅　　　　　　　

二本松市役所　　　　

古家　　　　　　　　

末広　　　　　　　　

担子内　　　　　　　

二本松ＩＣ　　　　　

永田　　　　　　　　

毘沙門堂　　　　　　

蓬田　　　　　　　　

東北新幹線　　　　　

安達ヶ原　　　　　　

八軒　　　　　　　　

安達　　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

油井　　　　　　　　

硫黄田　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

七島　　　　　　　　

二本柳　　　　　　　

米沢　　　　　　　　
▲ 羽黒山　　　　　　　

吉倉　　　　　　　　

沼袋　　　　　　　　

原　　　　　　　　　
松川　　　　　　　　

中城　　　　　　　　

山際　　　　　　　　

福島松川スマートＩＣ

あだち湖　　　　　　

大根畑　　　　　　　

安達ヶ原（一）　　　

安達ヶ原（四）　　　

安達ヶ原（七）　　　

安達ヶ原（二）　　　

安達ヶ原（六）　　　

伊佐沼町（二）　　　

一斗内　　　　　　　

丑子内　　　　　　　

永作　　　　　　　　

永田（一）　　　　　

永田（五）　　　　　

永田（三）　　　　　

永田（四）　　　　　

永田（二）　　　　　

永田（六）　　　　　

永田才木　　　　　　
永田積内　　　　　　

永田鍛冶内　　　　　

永田馬保内　　　　　

榎戸（一）　　　　　

延命　　　　　　　　

遠谷地　　　　　　　

塩沢町（二）　　　　

郭内（一）　　　　　
郭内（三）　　　　　

郭内（二）　　　　　

萱刈　　　　　　　　

冠木　　　　　　　　

観音堂　　　　　　　

関根　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

亀谷（一）　　　　　

亀谷（二）　　　　　

休石　　　　　　　　

宮ノ脇　　　　　　　

京瀬　　　　　　　　

境川　　　　　　　　

金入道内　　　　　　

金棒　　　　　　　　

熊脇　　　　　　　　

栗木内　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

硯石　　　　　　　　

原セ堰下　　　　　　原セ才木　　　　　　

原セ川原　　　　　　

原セ天ヶ作　　　　　

源八坂　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

戸ノ内　　　　　　　

後座内　　　　　　　

向町　　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

広田　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

高日向　　　　　　　

黒沼　　　　　　　　

根崎（一）　　　　　

根木内　　　　　　　

佐久間　　　　　　　

笹屋　　　　　　　　

三原町　　　　　　　

三保内　　　　　　　

山中　　　　　　　　

市ノ沢　　　　　　　

市海道　　　　　　　

寺方　　　　　　　　

持東林　　　　　　　

若宮（一）　　　　　
若宮（二）　　　　　

取揚　　　　　　　　

種田　　　　　　　　

宿地　　　　　　　　小金塚　　　　　　　

松ノ木内　　　　　　

松岡　　　　　　　　

障子　　　　　　　　

上台　　　　　　　　

上竹（一）　　　　　上竹（二）　　　　　

上払川　　　　　　　

上蓬田　　　　　　　

神明森　　　　　　　

陣場　　　　　　　　

諏訪原　　　　　　　

成田町（一）　　　　

成田町（二）　　　　 西竹　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

石合　　　　　　　　石合町　　　　　　　

石畑　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

赤坂山　　　　　　　

赤堀　　　　　　　　

赤木内　　　　　　　

浅目　　　　　　　　

前作　　　　　　　　

太師堂　　　　　　　

大窪　　　　　　　　

大桑田　　　　　　　

大将内　　　　　　　

大谷地　　　　　　　

滝ノ田　　　　　　　

谷地中　　　　　　　

智恵子の森　　　　　竹田（一）　　　　　

竹田（二）　　　　　

茶園（一）　　　　　

茶園（二）　　　　　

中ノ目　　　　　　　

中森　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

長谷堂　　　　　　　

鉄扇町　　　　　　　

天王原　　　　　　　

天皇舘腰　　　　　　

湯川町　　　　　　　

藤兵内　　　　　　　

南沢　　　　　　　　

南板橋　　　　　　　

二伊滝（一）　　　　

萩坂　　　　　　　　

八軒町　　　　　　　

板山　　　　　　　　

板目沢　　　　　　　

飯出　　　　　　　　

表（一）　　　　　　
表（二）　　　　　　

北原　　　　　　　　

北竹　　　　　　　　

北洞　　　　　　　　

本町（一）　　　　　
本町（二）　　　　　

末広町　　　　　　　

名目志　　　　　　　

名目津　　　　　　　

野辺　　　　　　　　

矢ノ戸　　　　　　　

矢矧内　　　　　　　

薬師堂　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

油井町　　　　　　　油王田　　　　　　　

梨子木　　　　　　　

六角　　　　　　　　

伊佐沼町（一）　　　
塩沢町（一）　　　　

渋川　　　　　　　　

松川町　　　　　　　

松川町水原　　　　　
松川町美郷（一）　　

松川町美郷（三）　　

松川町美郷（二）　　

上川崎　　　　　　　

二伊滝（三）　　　　

二伊滝（二）　　　　

極楽内　　　　　　　

松川町美郷（四）　　
山毛ぶな坂　　　　　

二本松駅　　　　　　

安達駅　　　　　　　

松川駅　　　　　　　

二本松警察署
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磐梯吾妻スカイライン

土船　　　　　　　　男浪　　　　　　　　

佐原　　　　　　　　

鷺　　　　　　　　　

地蔵原　　　　　　　

井ノ内　　　　　　　

女沼　　　　　　　　

男沼　　　　　　　　

土湯　　　　　　　　

▲ 吾妻小富士　　　　　

磐梯吾妻スカイライン

▲ 高山　　　　　　　　

下林　　　　　　　　

割石　　　　　　　　

金坪　　　　　　　　

原野　　　　　　　　

後関　　　　　　　　

室石　　　　　　　　

焼林　　　　　　　　

上鷺　　　　　　　　

新開　　　　　　　　

新林　　　　　　　　

川石田　　　　　　　

大木坂　　　　　　　

大繩場　　　　　　　

谷地頭　　　　　　　

地蔵原己　　　　　　地蔵原庚　　　　　　

地蔵原丙　　　　　　

地武内　　　　　　　

田中内　　　　　　　

峠原　　　　　　　　

入左原　　　　　　　

半内　　　　　　　　

上名倉　　　　　　　

須川端　　　　　　　
相沢　　　　　　　　

福島市　　　　　　　

▲ 黒森山　　　　　　　

▲ 高津森山　　　　　　

天戸川　　　　　　　

志田　　　　　　　　

在庭坂　　　　　　　

姥堂　　　　　　　　▲ 先達山　　　　　　　
高湯　　　　　　　　

惣八郎　　　　　　　

▲ 葡萄沢山　　　　　　

板谷　　　　　　　　

奥羽本線（山形新幹線
イラ窪　　　　　　　

遠原　　　　　　　　

黄金坂　　　　　　　

元五十須場　　　　　

後志田　　　　　　　

高野原　　　　　　　

上志田　　　　　　　

水沢　　　　　　　　

南林　　　　　　　　

富山　　　　　　　　

林ノ内　　　　　　　

季平　　　　　　　　

大笹生　　　　　　　

町庭坂　　　　　　　

赤岩駅　　　　　　　

板谷駅　　　　　　　

東北自動車道　　　　

渡利　　　　　　　　

鳥谷野　　　　　　　

岩谷　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

田沢　　　　　　　　

下中沢　　　　　　　

浅川　　　　　　　　

金沢　　　　　　　　

黒内　　　　　　　　

八木田　　　　　　　

成川　　　　　　　　

福島西ＩＣ　　　　　

方木田　　　　　　　

太平寺　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

永井川　　　　　　　

小田　　　　　　　　

▲ 愛宕山　　　　　　　

関谷　　　　　　　　

佐倉下　　　　　　　
荒川　　　　　　　　

桜本　　　　　　　　

庄野　　　　　　　　

鳥渡　　　　　　　　

小堀内　　　　　　　

目増　　　　　　　　

赤仁井田　　　　　　

遅沢　　　　　　　　

水原　　　　　　　　

狼ヶ森　　　　　　　

▲ 中作山　　　　　　　

東北本線　　　　　　

宇類原　　　　　　　

仲沢　　　　　　　　

しのぶ台　　　　　　

伊賀内　　　　　　　

井戸窪　　　　　　　

一本松　　　　　　　

一本柳　　　　　　　

稲荷脇　　　　　　　

芋田　　　　　　　　

芋渕　　　　　　　　

引舘　　　　　　　　

姥懐　　　　　　　　

永屋　　　　　　　　

榎田　　　　　　　　

猿田　　　　　　　　

遠沖　　　　　　　　

沖高　　　　　　　　

沖町　　　　　　　　

荻ノ草　　　　　　　
荻ノ入　　　　　　　

音坊　　　　　　　　

下岡　　　　　　　　

下岩谷　　　　　　　

下原田　　　　　　　

下寺　　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

下石　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

下町裏　　　　　　　

下辻　　　　　　　　

加藤　　　　　　　　

家中内　　　　　　　

河原　　　　　　　　

花塚山　　　　　　　

荷渡　　　　　　　　

過吹　　　　　　　　 絵馬平　　　　　　　

街道端　　　　　　　

柿場　　　　　　　　

学壇　　　　　　　　

株作　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

丸石　　　　　　　　

丸滝　　　　　　　　

岩作　　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

吉ノ口　　　　　　　

吉ノ内　　　　　　　

吉前　　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

宮畑　　　　　　　　

虚空蔵前　　　　　　

金屋敷　　　　　　　

金剛内　　　　　　　

金込町　　　　　　　

金畑　　　　　　　　

窪内　　　　　　　　

栗内　　　　　　　　

原高屋　　　　　　　

古川　　　　　　　　

古浅川　　　　　　　

向久保　　　　　　　

向光白　　　　　　　

庚申塚　　　　　　　

康善寺　　　　　　　

行人下　　　　　　　

高屋　　　　　　　　

高森　　　　　　　　

高谷　　　　　　　　

高鳥谷　　　　　　　

高田　　　　　　　　

高土手　　　　　　　

高戈　　　　　　　　

国玉　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

桜台　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　三斗内　　　　　　　

三本桜　　　　　　　

山ノ在家　　　　　　

山合　　　　　　　　山根　　　　　　　　

山発田　　　　　　　

寺巻　　　　　　　　

鹿島山　　　　　　　

芝切　　　　　　　　

車下　　　　　　　　

若狭内　　　　　　　

十王川原　　　　　　

小舟　　　　　　　　

小森　　　　　　　　

小堀内東　　　　　　

松本　　　　　　　　

松木下　　　　　　　

沼ノ上　　　　　　　

照内　　　　　　　　

上ノ町　　　　　　　

上河原　　　　　　　

上岩谷　　　　　　　

上原　　　　　　　　
上仁井田　　　　　　

上大巻　　　　　　　

上谷地　　　　　　　

上町裏　　　　　　　

上六角　　　　　　　

城向　　　　　　　　

城兵内　　　　　　　

城裏口　　　　　　　

神ノ前　　　　　　　

神ノ内　　　　　　　

神崎　　　　　　　　

水汲田　　　　　　　

杉ノ内　　　　　　　

瀬林　　　　　　　　

正夫田　　　　　　　

清合　　　　　　　　

清水内　　　　　　　西光寺　　　　　　　

石子　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

石内　　　　　　　　

石仏　　　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

赤沢　　　　　　　　

川ノ端　　　　　　　

泉田　　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

染内　　　　　　　　

船橋　　　　　　　　前越　　　　　　　　

前河原　　　　　　　

前田　　　　　　　　
前白家　　　　　　　

素利町　　　　　　　

足尾田　　　　　　　

太師内　　　　　　　

台ノ田　　　　　　　

台橋　　　　　　　　

台原　　　　　　　　

大貝　　　　　　　　
大古内　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

滝ノ前　　　　　　　

沢田　　　　　　　　

団子田　　　　　　　

地蔵岡　　　　　　　

地蔵脇　　　　　　　

茶中　　　　　　　　

中稲場　　　　　　　

中沖　　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中江町　　　　　　　

中妻　　　　　　　　
中町裏　　　　　　　

中田　　　　　　　　

仲ノ坂　　　　　　　

仲原　　　　　　　　

調地田　　　　　　　

鳥谷　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

辻ノ内　　　　　　　 椿山　　　　　　　　

天沼　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

田部屋　　　　　　　

兎田　　　　　　　　

渡利町　　　　　　　

土腐　　　　　　　　

東壇　　　　　　　　

堂ノ後　　　　　　　

南大釜　　　　　　　

南島　　　　　　　　

南裏　　　　　　　　

二合内　　　　　　　

二反田　　　　　　　

二本榎　　　　　　　

日野　　　　　　　　

波渡　　　　　　　　

馬場町　　　　　　　

這松　　　　　　　　
八月内　　　　　　　

八幡舘　　　　　　　

八幡内　　　　　　　

板高内　　　　　　　

番匠町　　　　　　　

樋水　　　　　　　　

膝附　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

仏明内　　　　　　　

平ヶ森　　　　　　　

平内町　　　　　　　

並木　　　　　　　　

並柳　　　　　　　　

宝来町　　　　　　　

房ノ内　　　　　　　

北瓦　　　　　　　　

北焼野　　　　　　　

北谷地　　　　　　　

北内山　　　　　　　

本山　　　　　　　　

本町裏　　　　　　　

明内　　　　　　　　

木曽内　　　　　　　

杢玉　　　　　　　　

弥生　　　　　　　　

弥蔵　　　　　　　　

薬師町　　　　　　　柳小路　　　　　　　

柳田　　　　　　　　

淀内　　　　　　　　

林泉　　　　　　　　

脇ノ久保　　　　　　

儘上　　　　　　　　

坿屋敷　　　　　　　

椚町　　　　　　　　

糀屋　　　　　　　　

下鳥渡　　　　　　　

郷野目　　　　　　　

金谷川　　　　　　　

御倉町　　　　　　　

小倉寺　　　　　　　

上鳥渡　　　　　　　

清明町　　　　　　　

南向台（一）　　　　

南向台（三）　　　　
南向台（二）　　　　

伏拝　　　　　　　　

蓬莱町（一）　　　　

蓬莱町（五）　　　　

蓬莱町（三）　　　　

蓬莱町（四）　　　　

蓬莱町（七）　　　　

蓬莱町（二）　　　　

蓬莱町（八）　　　　

蓬莱町（六）　　　　

矢剣町　　　　　　　

葉ノ木立　　　　　　

岩崎町　　　　　　　

原野町　　　　　　　

高野　　　　　　　　
桜下　　　　　　　　 七社宮　　　　　　　

川岸町　　　　　　　

谷地　　　　　　　　 中角　　　　　　　　
八幡町　　　　　　　

北島　　　　　　　　

五月町　　　　　　　

舟場町　　　　　　　

須川町　　　　　　　
早稲町　　　　　　　

福島県庁　　　　　　

金谷川駅　　　　　　

南福島駅　　　　　　

陸羽街道　　　　　　

湯野　　　　　　　　

飯坂　　　　　　　　

下飯坂　　　　　　　

宮代　　　　　　　　
瀬上　　　　　　　　

丸子　　　　　　　　

本内　　　　　　　　

▲ 信夫山　　　　　　　

矢野目　　　　　　　

福島飯坂ＩＣ　　　　

福島交通飯坂線　　　

泉　　　　　　　　　南沢又　　　　　　　

八島田　　　　　　　

下野寺　　　　　　　
上野寺　　　　　　　

笹木野　　　　　　　

萱場　　　　　　　　

松川　　　　　　　　

西荒　　　　　　　　

横堀　　　　　　　　

座頭　　　　　　　　

小川　　　　　　　　

▲ 台山　　　　　　　　

▲ 鳥帽子ヶ岳　　　　　

二子塚　　　　　　　

須川　　　　　　　　

安養寺　　　　　　　

福島　　　　　　　　

阿武隈急行阿武隈線　

遠窪　　　　　　　　

五十須場　　　　　　

前志田　　　　　　　

日照沢　　　　　　　

さすノ目　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

稲荷川原　　　　　　

稲荷田　　　　　　　

羽根通　　　　　　　

堰合　　　　　　　　

堰場　　　　　　　　

猿内　　　　　　　　

遠背戸　　　　　　　

横町　　　　　　　　

沖中　　　　　　　　

屋敷下　　　　　　　屋敷中　　　　　　　

屋敷畑　　　　　　　

乙天堂　　　　　　　

下横堀　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下釜　　　　　　　　

下鎌　　　　　　　　

下菅原　　　　　　　

下川子坂　　　　　　

下台　　　　　　　　

下白山　　　　　　　

下並松　　　　　　　

河原前　　　　　　　

街道南　　　　　　　

街道北　　　　　　　 蒲原　　　　　　　　

鎌古屋　　　　　　　

干供田　　　　　　　

岩坂　　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

久根角　　　　　　　

久根妻　　　　　　　

久根畑　　　　　　　

久地木　　　　　　　 宮崎　　　　　　　　

牛沢　　　　　　　　

曲松　　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

熊野　　　　　　　　

欠ケ　　　　　　　　

月崎　　　　　　　　

検田　　　　　　　　

原際　　　　　　　　

原町越　　　　　　　

原東　　　　　　　　

玄場町　　　　　　　

古前原　　　　　　　

戸野内　　　　　　　

狐塚　　　　　　　　

江添　　　　　　　　
荒古屋　　　　　　　

荒町　　　　　　　　

高取　　　　　　　　

高地　　　　　　　　

高梨　　　　　　　　
黒木宮　　　　　　　

座頭石　　　　　　　

座頭町　　　　　　　

坂ノ上　　　　　　　

桜水　　　　　　　　

桜田　　　　　　　　

笹木野原　　　　　　

笹木野町　　　　　　

三河南町　　　　　　

三河北町　　　　　　三津古屋　　　　　　

三本木入　　　　　　

山ノ庵　　　　　　　

山海道　　　　　　　

四箇　　　　　　　　

四斗蒔　　　　　　　

志和田　　　　　　　

紙漉内　　　　　　　

寺町　　　　　　　　

鹿ノ畑　　　　　　　

七久保　　　　　　　

篠塚　　　　　　　　

舟戸　　　　　　　　

勝口　　　　　　　　

小原田　　　　　　　

小深田北　　　　　　

小針　　　　　　　　

小性　　　　　　　　

小川　　　　　　　　

小袋坂　　　　　　　

松ノ下　　　　　　　

松川原　　　　　　　
松川畑　　　　　　　

松北町　　　　　　　

松浪町　　　　　　　

沼ノ原　　　　　　　 上岡　　　　　　　　

上古屋　　　　　　　

上戸内　　　　　　　

上高梨　　　　　　　

上志和田　　　　　　

上森合　　　　　　　

上川原　　　　　　　

上平場　　　　　　　

新古屋　　　　　　　

森下　　　　　　　　

神明裏　　　　　　　

針下駄　　　　　　　

諏訪野　　　　　　　

杉ノ上　　　　　　　

瀬沼　　　　　　　　

清水上　　　　　　　

清水田　　　　　　　

西屋敷　　　　　　　

西河原　　　　　　　

西原前　　　　　　　

西荒田南　　　　　　

西新田　　　　　　　

西道下　　　　　　　

西養山　　　　　　　

西林　　　　　　　　

石名田　　　　　　　

川寒　　　　　　　　

川原町　　　　　　　

川子坂　　　　　　　

泉川　　　　　　　　

前釜　　　　　　　　
前原　　　　　　　　前田東　　　　　　　

前野　　　　　　　　

曽根田町　　　　　　

早坂山　　　　　　　

太田　　　　　　　　

台ノ前　　　　　　　

大屋敷　　　　　　　

大下　　　　　　　　

大金谷　　　　　　　

大原　　　　　　　　

大仏　　　　　　　　

大堀　　　　　　　　

大和田　　　　　　　

丹波谷地　　　　　　

壇ノ南　　　　　　　

筑前　　　　　　　　

中ノ町　　　　　　　

中ノ畑　　　　　　　

中井　　　　　　　　

中横堀　　　　　　　

中金谷　　　　　　　

中原　　　　　　　　

中古屋　　　　　　　

中江　　　　　　　　

中志和田　　　　　　

中川原　　　　　　　

中台　　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

中平地内　　　　　　

仲畑　　　　　　　　

町下　　　　　　　　

町内　　　　　　　　

長滝　　　　　　　　長滝前　　　　　　　

長畑　　　　　　　　

長老檀　　　　　　　

鳥ノ目　　　　　　　

鶴田　　　　　　　　

的場　　　　　　　　

天王下　　　　　　　

天平下　　　　　　　

殿田　　　　　　　　

田ノ神　　　　　　　

田下　　　　　　　　

塗谷地　　　　　　　

奴内　　　　　　　　

東桜瀬　　　　　　　

東前　　　　　　　　

東町　　　　　　　　

東本庄町　　　　　　
桃木町　　　　　　　

湯ノ上　　　　　　　

湯町　　　　　　　　

藤蔵古屋　　　　　　

道城町　　　　　　　

道南　　　　　　　　

内出　　　　　　　　

南下里　　　　　　　

南金屋　　　　　　　

南玄場　　　　　　　

南中屋敷　　　　　　

南田　　　　　　　　

南部位　　　　　　　

二丁田　　　　　　　

二本松　　　　　　　

二枚橋　　　　　　　

日井古屋　　　　　　

乳児池　　　　　　　

馬除　　　　　　　　

梅津　　　　　　　　

畑田　　　　　　　　

八景　　　　　　　　

八計　　　　　　　　

八寺沢　　　　　　　

八郎内　　　　　　　

樋越下　　　　　　　

稗原　　　　　　　　

表屋敷　　　　　　　

浜田町　　　　　　　

富塚　　　　　　　　

富内　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

北綱島　　　　　　　

北川原　　　　　　　

本庄町　　　　　　　

本田　　　　　　　　
未梨　　　　　　　　

明光田　　　　　　　

明神町　　　　　　　

明神脇　　　　　　　

毛字　　　　　　　　

野寺内　　　　　　　

矢細工　　　　　　　

矢野目畑　　　　　　

薬師原　　　　　　　

柳沼　　　　　　　　

柳清水　　　　　　　

薮屋敷　　　　　　　

林添　　　　　　　　

篭内屋敷　　　　　　

醴　　　　　　　　　

鵯目　　　　　　　　
鵯目東　　　　　　　

旭町　　　　　　　　
花園町　　　　　　　霞町　　　　　　　　

舘ノ前　　　　　　　

宮下町　　　　　　　

宮町　　　　　　　　

駒山　　　　　　　　

五老内町　　　　　　

御山　　　　　　　　

御山町　　　　　　　

荒子　　　　　　　　

腰浜町　　　　　　　

笹谷　　　　　　　　

山下町　　　　　　　

春日町　　　　　　　

小金山　　　　　　　

松山町　　　　　　　

上町　　　　　　　　
上浜町　　　　　　　

新町　　　　　　　　

新浜町　　　　　　　

森合　　　　　　　　

森合町　　　　　　　

陣場町　　　　　　　

瀬上町　　　　　　　

西中央（五）　　　　

西中央（三）　　　　

西中央（四）　　　　
西中央（二）　　　　

太田町　　　　　　　
大町　　　　　　　　

茶屋下　　　　　　　

仲間町　　　　　　　

東中央（一）　　　　
東中央（三）　　　　 東浜町　　　　　　　

南中央（一）　　　　

南中央（三）　　　　

南中央（四）　　　　

南中央（二）　　　　

南矢野目　　　　　　

入江町　　　　　　　八島町　　　　　　　

飯坂町東湯野　　　　

飯坂町平野　　　　　

北五老内町　　　　　

北沢又　　　　　　　

北中央（一）　　　　
北中央（三）　　　　

北矢野目　　　　　　

堀河町　　　　　　　

本町　　　　　　　　

万世町　　　　　　　

野田町　　　　　　　

野田町（一）　　　　

野田町（五）　　　　

野田町（三）　　　　

野田町（四）　　　　
野田町（七）　　　　

野田町（二）　　　　
野田町（六）　　　　

円部　　　　　　　　
下舘　　　　　　　　釜場　　　　　　　　西堀切　　　　　　　太子　　　　　　　　

中愛宕　　　　　　　

中赤舘　　　　　　　銅屋　　　　　　　　

鼻毛　　　　　　　　

薬師山　　　　　　　柳沢　　　　　　　　

福島大笹生ＩＣ　　　

福島ＪＣＴ　　　　　

桑折ＪＣＴ　　　　　

福島駅　　　　　　　

福島市役所　　　　　

笹木野駅　　　　　　

庭坂駅　　　　　　　

曽根田駅　　　　　　

美術館・図書館前駅　

岩代清水駅　　　　　

泉駅　　　　　　　　

上松川駅　　　　　　

笹谷駅　　　　　　　

桜水駅　　　　　　　

平野駅　　　　　　　

医王寺前駅　　　　　

花水坂駅　　　　　　

飯坂温泉駅　　　　　

卸町駅　　　　　　　

東福島駅　　　　　　

伊達駅　　　　　　　

福島県警察本部
福島警察署

福島北警察署
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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▲



大波　　　　　　　　

▲ 十万劫山　　　　　　

畑ノ高屋　　　　　　

▲ 天井山　　　　　　　

若ノ内　　　　　　　

御代手　　　　　　　

沢尻　　　　　　　　

城戸内　　　　　　　

▲ 千貫森　　　　　　　

広表　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

舘ノ内　　　　　　　

八幡丁　　　　　　　
羽田　　　　　　　　

鶴沢　　　　　　　　

小神　　　　　　　　 ▲ 布引山　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

下手渡　　　　　　　

上手渡　　　　　　　

▲ 女神山　　　　　　　

早稲田　　　　　　　

糠田　　　　　　　　

月舘　　　　　　　　

天井　　　　　　　　

上小国　　　　　　　

立子山　　　　　　　

高倉　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

ドロノ木　　　　　　

旭作　　　　　　　　

芦ヶ作　　　　　　　

芦沼田　　　　　　　
井戸上　　　　　　　

壱貫森　　　　　　　

烏合内　　　　　　　

遠西　　　　　　　　

塩ノ平　　　　　　　

荻久保　　　　　　　

下御代手　　　　　　

下赤坂　　　　　　　

下都ノ内　　　　　　

茄ヶ平　　　　　　　

我僧　　　　　　　　

芽久保　　　　　　　

回り田　　　　　　　

柿ノ内　　　　　　　

柿窪　　　　　　　　

関ノ下　　　　　　　

関ノ上　　　　　　　

舘ノ腰　　　　　　　

舘石　　　　　　　　 岸波　　　　　　　　

岩ヶ作　　　　　　　

岩阿久　　　　　　　

岩廻　　　　　　　　

寄井　　　　　　　　

吉ヶ作　　　　　　　

曲ヶ坂　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

元苗内　　　　　　　

元蘭塔　　　　　　　

古屋ノ入　　　　　　

古屋場　　　　　　　

古語老内　　　　　　

古枝　　　　　　　　 胡麻ヶ作　　　　　　

後宮　　　　　　　　

口明石　　　　　　　

行田　　　　　　　　

黒志田　　　　　　　

才ノ内　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

作ノ入　　　　　　　

三ッ石　　　　　　　

三久保　　　　　　　
三百田　　　　　　　

三保　　　　　　　　

山ノ入　　　　　　　

山桑　　　　　　　　

山後　　　　　　　　

残茂内　　　　　　　

七曲　　　　　　　　

七窪　　　　　　　　

柴伐田　　　　　　　

酒呑ノ入　　　　　　

十二社　　　　　　　

春田　　　　　　　　
小ヶ坂　　　　　　　

小長石　　　　　　　

小畑沢　　　　　　　

小武木　　　　　　　

菖蒲沢　　　　　　　

上越田　　　　　　　

上関　　　　　　　　

上御代手　　　　　　

上赤坂　　　　　　　

上大久保　　　　　　

上都ノ内　　　　　　

上北　　　　　　　　

城ノ内　　　　　　　

新関前　　　　　　　

深海　　　　　　　　

諏訪山　　　　　　　

水戸内向　　　　　　

畝歩内　　　　　　　

正道　　　　　　　　

清水前　　　　　　　

盛内　　　　　　　　

西町　　　　　　　　
石垣　　　　　　　　

石行　　　　　　　　

石高　　　　　　　　

石保町　　　　　　　

雪戸　　　　　　　　

川前　　　　　　　　

倉ヶ作　　　　　　　

大栢　　　　　　　　

大沢山　　　　　　　

大木　　　　　　　　

谷城内　　　　　　　

鍛治ヶ原　　　　　　

鍛治内　　　　　　　

檀ノ越　　　　　　　

竹ノ下　　　　　　　

中西　　　　　　　　

仲下　　　　　　　　

仲塚峠　　　　　　　

町椚下　　　　　　　

長平　　　　　　　　

天神入　　　　　　　

天平　　　　　　　　

殿林　　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

登木戸　　　　　　　

土屋場　　　　　　　

冬室　　　　　　　　

東西　　　　　　　　

東堤　　　　　　　　

当下　　　　　　　　

堂ノ前　　　　　　　

道合内　　　　　　　

道平　　　　　　　　

峠ノ作　　　　　　　

奈良婦　　　　　　　

内ノ馬場　　　　　　

南ヶ作　　　　　　　
入山神　　　　　　　

猫内　　　　　　　　

馬城内　　　　　　　

白根沢　　　　　　　

粕内　　　　　　　　

畑小屋　　　　　　　 畑中　　　　　　　　

八斗内　　　　　　　

反田　　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

飯森　　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　

美内　　　　　　　　

平場　　　　　　　　

平地内　　　　　　　

壁屋　　　　　　　　

峯崎　　　　　　　　

房又　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

北向　　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　
夢見の郷　　　　　　

霧ヶ窪　　　　　　　
柳ヶ作　　　　　　　

与五郎　　　　　　　

落合　　　　　　　　

六枚　　　　　　　　

和平　　　　　　　　
擣野　　　　　　　　

楮畑　　　　　　　　

葭田　　　　　　　　

月館　　　　　　　　

飯野町青木　　　　　

飯野町大久保　　　　

松保　　　　　　　　
茶屋　　　　　　　　 下染屋　　　　　　　

下馬舘　　　　　　　
古跡　　　　　　　　戸石　　　　　　　　庚壇　　　　　　　　 四舛田　　　　　　　女形　　　　　　　　

城戸ノ内　　　　　　
水戸内　　　　　　　栃久保　　　　　　　 余所内　　　　　　　

伊達市　　　　　　　

伏黒　　　　　　　　

箱崎　　　　　　　　

阿良久　　　　　　　

岡島　　　　　　　　

岡部　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

広瀬川　　　　　　　

霊山　　　　　　　　

掛田　　　　　　　　▲ 古城山　　　　　　　

山野川　　　　　　　

▲ 徳ヶ森　　　　　　　

中川　　　　　　　　

山戸田　　　　　　　

鹿ノ子　　　　　　　

▲ 大舘山　　　　　　　

二井田　　　　　　　牡丹原　　　　　　　

大泉　　　　　　　　

伊達　　　　　　　　

上保原　　　　　　　

内越　　　　　　　　

大柳　　　　　　　　

高成田　　　　　　　

▲ 雨乞山　　　　　　　

所沢　　　　　　　　

柱田　　　　　　　　

金原田　　　　　　　

下小国　　　　　　　

壱丁田　　　　　　　

姥畑　　　　　　　　

駅一　　　　　　　　

五本松　　　　　　　

大蔵　　　　　　　　

大旦　　　　　　　　

中央　　　　　　　　

中河原　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

東町（一）　　　　　

当木　　　　　　　　
内川原　　　　　　　

南堀　　　　　　　　

みずほ　　　　　　　

安住内　　　　　　　

庵ノ内　　　　　　　

稲荷内　　　　　　　

引地　　　　　　　　

羽山　　　　　　　　

羽山下　　　　　　　

姥ヶ作　　　　　　　

越中平　　　　　　　

岡　　　　　　　　　
下若林　　　　　　　

下新田　　　　　　　

下野崎　　　　　　　

河部　　　　　　　　

花水　　　　　　　　

我宜　　　　　　　　

柿ヶ作　　　　　　　

笠石　　　　　　　　

関畑　　　　　　　　

岩内　　　　　　　　

鬼石　　　　　　　　

久シ原　　　　　　　

久前地　　　　　　　

久保畑　　　　　　　

宮ノ内　　　　　　　

宮沢　　　　　　　　

宮内町　　　　　　　

京口　　　　　　　　

境ノ目　　　　　　　

玉田　　　　　　　　

桐木　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

愚公谷　　　　　　　

元町　　　　　　　　

玄番　　　　　　　　

古街道　　　　　　　

古戸　　　　　　　　

古坂　　　　　　　　

古神明　　　　　　　

古川端　　　　　　　

御成　　　　　　　　

向戸　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

向舟木　　　　　　　

向瀬上　　　　　　　

向台　　　　　　　　

向中島　　　　　　　

行人田　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

高子　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

黒森　　　　　　　　

腰巡　　　　　　　　

根元　　　　　　　　

根子屋　　　　　　　

細田入　　　　　　　

作ノ内　　　　　　　

作耕内　　　　　　　

三島　　　　　　　　

山屋敷　　　　　　　
山居　　　　　　　　

山口坂　　　　　　　

山在家　　　　　　　

山寺　　　　　　　　
四ッ橋　　　　　　　

四合内　　　　　　　

四城　　　　　　　　

四条内　　　　　　　

寺屋敷　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

寺道　　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

七口　　　　　　　　

実町　　　　　　　　

蛇沢　　　　　　　　

出羽　　　　　　　　

初午山　　　　　　　

小国屋敷　　　　　　

小作逢　　　　　　　

小性山　　　　　　　

小滝ノ入　　　　　　

小幡町　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

松ノ口　　　　　　　

沼ノ江　　　　　　　

沼ノ田　　　　　　　

沼向　　　　　　　　

沼頭　　　　　　　　

上ヶ戸　　　　　　　

上ノ原　　　　　　　

上ノ寺　　　　　　　
上舘　　　　　　　　

上古田　　　　　　　

上漉内　　　　　　　

上在家　　　　　　　

上谷地前　　　　　　

上二ノ田　　　　　　

上飯淵　　　　　　　

丈六　　　　　　　　

新井山　　　　　　　

新我宜　　　　　　　

新田前　　　　　　　

新道　　　　　　　　

神尾　　　　　　　　

仁ノ田　　　　　　　

諏訪森　　　　　　　

菅野　　　　　　　　

瀬戸沢　　　　　　　

星ノ宮　　　　　　　

正監　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

西慶二　　　　　　　

西向　　　　　　　　

西若林　　　　　　　

西陣場　　　　　　　

西沢　　　　　　　　

石名坂　　　　　　　

赤橋　　　　　　　　

赤田　　　　　　　　

雪内　　　　　　　　
千尋　　　　　　　　

川原　　　　　　　　

浅間後　　　　　　　

前原内　　　　　　　

前田町　　　　　　　

前畑　　　　　　　　

前柳　　　　　　　　

繕木　　　　　　　　

鼠入　　　　　　　　

倉ノ内　　　　　　　

早津小屋　　　　　　

袖ヶ原　　　　　　　

村岡　　　　　　　　

台　　　　　　　　　

台畑　　　　　　　　

大舘　　　　　　　　

大黒内　　　　　　　
大沼下　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大地内　　　　　　　

大竹内　　　　　　　

大日向　　　　　　　

大平　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

大和　　　　　　　　

滝ノ原　　　　　　　

滝ノ入　　　　　　　

滝前　　　　　　　　

沢川　　　　　　　　

沢端　　　　　　　　

谷地ノ入　　　　　　

谷田岸　　　　　　　

檀ノ入　　　　　　　

段居　　　　　　　　

竹内町　　　　　　　

竹柄　　　　　　　　

茶畑　　　　　　　　

中室内　　　　　　　

中上　　　　　　　　

中条　　　　　　　　

中村町　　　　　　　

中島　　　　　　　　

中入　　　　　　　　

中部　　　　　　　　

中北　　　　　　　　中野内　　　　　　　

仲倉　　　　　　　　

朝草口　　　　　　　

町東　　　　　　　　

長作　　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

鳥谷平　　　　　　　

通草作　　　　　　　

天神平　　　　　　　 田向　　　　　　　　

田町　　　　　　　　

兎山　　　　　　　　

土屋平　　　　　　　

土関　　　　　　　　

東台後　　　　　　　

東沢　　　　　　　　

東沢山　　　　　　　

東町（三）　　　　　

藤橋　　　　　　　　

道作　　　　　　　　

道城場　　　　　　　

栃窪　　　　　　　　

内山　　　　　　　　
内山台　　　　　　　

内町　　　　　　　　

南浦舘　　　　　　　

南慶二　　　　　　　

南西　　　　　　　　
南東　　　　　　　　

入ノ内　　　　　　　

入笠石　　　　　　　

入山　　　　　　　　

梅ノ内　　　　　　　

柏町　　　　　　　　

箱沖　　　　　　　　

畑尻　　　　　　　　

八ヶ森　　　　　　　

八光内　　　　　　　八幡台　　　　　　　

不動下　　　　　　　

武ノ内　　　　　　　

武士沢　　　　　　　

伏仲　　　　　　　　

淵ノ上　　　　　　　

文字摺　　　　　　　

方事　　　　　　　　

北一　　　　　　　　

北向山　　　　　　　

北前　　　　　　　　

北町　　　　　　　　

北二　　　　　　　　

北論田　　　　　　　

末坂　　　　　　　　

万所　　　　　　　　

明利作　　　　　　　

弥生町　　　　　　　

薬研坂　　　　　　　

薬師前　　　　　　　

流町　　　　　　　　

力持　　　　　　　　

六万坊　　　　　　　

笊内　　　　　　　　

鎌田　　　　　　　　

保原町　　　　　　　

加丁　　　　　　　　
形辺　　　　　　　　

荒野　　　　　　　　小松林　　　　　　　泉畑　　　　　　　　大安寺　　　　　　　中瀬町　　　　　　　
尾畑　　　　　　　　

陽光台　　　　　　　

霊山ＩＣ　　　　　　

伊達中央ＩＣ　　　　

伊達桑折ＩＣ　　　　

伊達市役所　　　　　

二井田駅　　　　　　

大泉駅　　　　　　　

保原駅　　　　　　　

上保原駅　　　　　　
高子駅　　　　　　　

向瀬上駅　　　　　　

瀬上駅　　　　　　　

▲ 太郎坊山　　　　　　

▲ 大火山　　　　　　　 大火　　　　　　　　

伊丹沢　　　　　　　

臼石　　　　　　　　
市沢　　　　　　　　

前乗　　　　　　　　

佐須　　　　　　　　

▲ 無垢路岐山　　　　　

古田　　　　　　　　

相葭　　　　　　　　

▲ 最登山　　　　　　　

布川　　　　　　　　

三拍子　　　　　　　

▲ 三郷森　　　　　　　

佐須峠　　　　　　　

下戸ノ内　　　　　　

三淀ヶ入　　　　　　

松木内　　　　　　　

村石　　　　　　　　

竹ノ内　　　　　　　

田ノ入　　　　　　　

入中平　　　　　　　

井戸神　　　　　　　

一盃内　　　　　　　

稲葉山　　　　　　　

羽前場　　　　　　　

下松塚　　　　　　　

下中古屋　　　　　　

滑　　　　　　　　　

間舘　　　　　　　　

久丸内　　　　　　　

元屋敷　　　　　　　

古今明　　　　　　　

虎捕　　　　　　　　

砂地　　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

坂　　　　　　　　　

笹ノ沢　　　　　　　

小妻　　　　　　　　

小柳　　　　　　　　

松ヶ柴　　　　　　　

松塚　　　　　　　　

上滝　　　　　　　　

上中古屋　　　　　　

水境　　　　　　　　

水沼　　　　　　　　

菅田　　　　　　　　

大後　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

谷地向　　　　　　　

鍛冶内　　　　　　　

中ノ内　　　　　　　

中迫　　　　　　　　

町裏　　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

田代前　　　　　　　

二又和　　　　　　　
麦撫　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

兵エ田　　　　　　　

宝直　　　　　　　　

豊栄　　　　　　　　

茂庭　　　　　　　　

柞ヶ作　　　　　　　

椚立　　　　　　　　
月舘町月舘　　　　　

小島　　　　　　　　

小池田　　　　　　　

上大城　　　　　　　

上馬舘　　　　　　　
大城　　　　　　　　

伝上　　　　　　　　
東犬飼　　　　　　　

飯舘村役場　　　　　

▲ 代皇山　　　　　　　

泉原　　　　　　　　

山上　　　　　　　　

大石　　　　　　　　

藤搦　　　　　　　　

見入石　　　　　　　

東玉野　　　　　　　

玉野　　　　　　　　

霊山　　　　　　　　

▲ 古霊山　　　　　　　

▲ 窓ノ倉山　　　　　　

筆甫　　　　　　　　赤松　　　　　　　　

笹ノ峠　　　　　　　

屋敷地　　　　　　　

其内　　　　　　　　

中ノ戸　　　　　　　

院主　　　　　　　　

右代　　　　　　　　

下越田　　　　　　　

笠掛　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　
宮下　　　　　　　　

宮脇　　　　　　　　

桂堂　　　　　　　　

桂畑　　　　　　　　

五束刈　　　　　　　

御戸内　　　　　　　

肱曲　　　　　　　　

行合道　　　　　　　

高後　　　　　　　　

根古屋　　　　　　　

坂口　　　　　　　　

三ッ又沢　　　　　　

三川屋敷　　　　　　

山岸　　　　　　　　

紫蕨窪　　　　　　　

漆坊　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

小市郎　　　　　　　

小筆甫　　　　　　　

小辺田　　　　　　　

松葉　　　　　　　　

焼切　　　　　　　　

上戸草　　　　　　　
場家　　　　　　　　

森　　　　　　　　　

杉菜畑　　　　　　　

西　　　　　　　　　

西舘　　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

川面　　　　　　　　

倉波入　　　　　　　

孫左ェ門沢　　　　　

孫老内　　　　　　　
大小　　　　　　　　

滝ノ沢　　　　　　　

谷神　　　　　　　　

谷津　　　　　　　　

中後坂　　　　　　　中瀬　　　　　　　　

中赤松　　　　　　　

東　　　　　　　　　

二ッ森　　　　　　　

日影　　　　　　　　

入高野　　　　　　　

馬越　　　　　　　　

八木平　　　　　　　

彦平　　　　　　　　

菱子内　　　　　　　

百目木　　　　　　　

副霊山　　　　　　　

平舘　　　　　　　　

穂田目木　　　　　　
法霊　　　　　　　　

坊ノ内　　　　　　　

名目沢　　　　　　　

立目沢　　　　　　　

霊山道　　　　　　　

和田　　　　　　　　和田井　　　　　　　

莇田　　　　　　　　

雁仏　　　　　　　　

木ノ田　　　　　　　

相馬玉野ＩＣ　　　　

霊山飯舘ＩＣ　　　　

伊達警察署
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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▲



八崎　　　　　　　　

照島　　　　　　　　

岩間　　　　　　　　

佐糠　　　　　　　　

植田　　　　　　　　

中迎　　　　　　　　
錦町　　　　　　　　

花ノ井　　　　　　　
鈴鹿　　　　　　　　

富津　　　　　　　　

いわき勿来ＩＣ　　　

大高　　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

勿来　　　　　　　　
四沢　　　　　　　　

安良　　　　　　　　

菊多浦　　　　　　　

鵜ノ子岬　　　　　　

平潟　　　　　　　　

関本下　　　　　　　

神岡下　　　　　　　

関本中　　　　　　　

福田　　　　　　　　

関本上　　　　　　　

酒井原　　　　　　　

小山下　　　　　　　

西上野　　　　　　　

湯ノ前　　　　　　　

綾ノ町　　　　　　　

安良町　　　　　　　

関山　　　　　　　　

館岡　　　　　　　　

岩塙　　　　　　　　

九ノ崎　　　　　　　

熊ノ道　　　　　　　

古身　　　　　　　　

御前崎　　　　　　　

御宝殿　　　　　　　

江栗馬場　　　　　　

荒谷　　　　　　　　

高井　　　　　　　　

黒浦　　　　　　　　

作鞍　　　　　　　　

山崎田　　　　　　　

鹿野原団地　　　　　

十条　　　　　　　　

渚　　　　　　　　　

小才　　　　　　　　

上中田　　　　　　　

仁反田　　　　　　　

須賀　　　　　　　　

水内　　　　　　　　

西細田　　　　　　　

西殿町　　　　　　　

石倉　　　　　　　　

村山　　　　　　　　

大原内　　　　　　　

大槻　　　　　　　　

竹ノ花　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

東細田　　　　　　　

藤の腰　　　　　　　

堂坂　　　　　　　　

道山　　　　　　　　

白山　　　　　　　　

浜道団地　　　　　　

宝来内　　　　　　　

油平　　　　　　　　

落窪　　　　　　　　

関南町里根川　　　　

錦町江栗（三）　　　

錦町中央（三）　　　

錦町中央（二）　　　錦町中迎（一）　　　

錦町中迎（三）　　　

佐糠町　　　　　　　 小浜町　　　　　　　
植田町本町（一）　　

大津町北町（一）　　

大津町北町（三）　　

平潟町　　　　　　　

勿来町九面　　　　　

勿来町窪田町通（一）

勿来町窪田町通（三）勿来町窪田町通（四）

勿来町窪田町通（二）

館崎　　　　　　　　
畔内　　　　　　　　 岩間町　　　　　　　

錦町江栗（一）　　　 植田町中央（一）　　

植田町南町（一）　　

中岡町（五）　　　　富津町　　　　　　　

大津港駅　　　　　　

勿来駅　　　　　　　

水野谷　　　　　　　

下船尾　　　　　　　

下湯長谷　　　　　　

白鳥　　　　　　　　

西郷　　　　　　　　

藤原川　　　　　　　

馬玉　　　　　　　　

昼野　　　　　　　　

田部　　　　　　　　

玉露　　　　　　　　

常磐線　　　　　　　泉　　　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

滝尻　　　　　　　　

月見台　　　　　　　汐見台　　　　　　　東田　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

添野　　　　　　　　

釜戸川　　　　　　　

松小屋　　　　　　　

中釜戸　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

いわき湯本ＩＣ　　　

田場坂　　　　　　　

青谷　　　　　　　　

上釜戸　　　　　　　

鹿堀　　　　　　　　

江畑　　　　　　　　

井上　　　　　　　　

沢越　　　　　　　　

岸ノ内　　　　　　　

道端　　　　　　　　

砂子　　　　　　　　

上砂　　　　　　　　

東中山　　　　　　　

南台（二）　　　　　

壱町田　　　　　　　

釜ノ前団地　　　　　

萱手　　　　　　　　

萱落　　　　　　　　

原前　　　　　　　　
源道平　　　　　　　

五反田　　　　　　　

後川　　　　　　　　根ノ町　　　　　　　

桜ヶ丘団地　　　　　

桜台　　　　　　　　

初田　　　　　　　　

勝丘　　　　　　　　

小名田　　　　　　　

松本　　　　　　　　

深山口　　　　　　　

神山前　　　　　　　

神笑　　　　　　　　

神力前　　　　　　　

清水尻　　　　　　　

川籠石　　　　　　　

早稲田　　　　　　　

大仁田　　　　　　　

大津　　　　　　　　

滝太洞　　　　　　　

忠多　　　　　　　　

朝日台　　　　　　　

鶴巻　　　　　　　　

堤下　　　　　　　　

田宿　　　　　　　　

渡部　　　　　　　　

東泉　　　　　　　　

東台　　　　　　　　

湯長谷団地　　　　　

藤神前　　　　　　　

道下　　　　　　　　

銅谷　　　　　　　　

南台　　　　　　　　

南坪　　　　　　　　

薄作　　　　　　　　

表前　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

弁別　　　　　　　　

北里保　　　　　　　

幕ノ内　　　　　　　

餅田　　　　　　　　

矢津団地　　　　　　

余木田　　　　　　　

遠野町滝　　　　　　

金山町　　　　　　　

後田町　　　　　　　

江畑町　　　　　　　

高倉町　　　　　　　
山田町　　　　　　　

小名浜　　　　　　　

小名浜島　　　　　　

常磐下湯長谷町　　　

常磐岩ヶ岡町　　　　

常磐西郷町　　　　　

常磐長孫町　　　　　

常磐馬玉町　　　　　

常磐白鳥町　　　　　

植田町　　　　　　　

植田町中央（三）　　

植田町中央（二）　　

植田町本町（三）　　

仁井田町　　　　　　

石塚町　　　　　　　

泉ケ丘（一）　　　　

泉ケ丘（二）　　　　

泉玉露（一）　　　　泉玉露（五）　　　　

泉玉露（四）　　　　

泉玉露（七）　　　　
泉玉露（二）　　　　

泉玉露（六）　　　　

泉町（一）　　　　　

泉町（五）　　　　　

泉町（三）　　　　　泉町（四）　　　　　

泉町（二）　　　　　

泉町（六）　　　　　

泉町黒須野　　　　　

中岡町（一）　　　　

中岡町（三）　　　　

中岡町（六）　　　　

添野町　　　　　　　

東田町　　　　　　　

葉山（一）　　　　　

葉山（三）　　　　　

葉山（二）　　　　　

上ノ台　　　　　　　

瀬峯　　　　　　　　
鍛冶屋作　　　　　　

常磐関船町　　　　　
常磐上湯長谷町　　　

植田駅　　　　　　　

泉駅　　　　　　　　

走熊　　　　　　　　

飯田　　　　　　　　
蔵持　　　　　　　　

船戸　　　　　　　　

岩出　　　　　　　　

玉川　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

西大沢　　　　　　　

上神白　　　　　　　

岡小名　　　　　　　

大原　　　　　　　　

小名浜　　　　　　　

福島臨海鉄道専用線　

小名浜港　　　　　　

下神白　　　　　　　

永崎　　　　　　　　中之作　　　　　　　

江名　　　　　　　　合磯岬　　　　　　　

平豊間　　　　　　　

塩屋崎　　　　　　　

島　　　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

三崎　　　　　　　　

れい堂　　　　　　　

花見岡　　　　　　　

堤ノ北　　　　　　　

常磐下船尾町　　　　

愛宕上　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

安竜　　　　　　　　

塩屋町　　　　　　　

塩場　　　　　　　　

花畑町　　　　　　　

観音作　　　　　　　

館ノ腰　　　　　　　

岸浦　　　　　　　　

宮ノ作　　　　　　　

君ヶ塚町　　　　　　

古湊　　　　　　　　

御代坂　　　　　　　

御殿後　　　　　　　

向畑　　　　　　　　

江名口　　　　　　　

甲新地　　　　　　　

綱取　　　　　　　　

高山　　　　　　　　

合磯　　　　　　　　

三崎　　　　　　　　

山神北　　　　　　　

寺廻町　　　　　　　

住ケ谷　　　　　　　

宿崎　　　　　　　　

小屋　　　　　　　　

小野作　　　　　　　

神之前　　　　　　　

吹松　　　　　　　　

西君ヶ塚町　　　　　

千速　　　　　　　　

船付　　　　　　　　

前原前　　　　　　　

走出　　　　　　　　

台ノ上　　　　　　　

辰巳町　　　　　　　

丹野内　　　　　　　

地切　　　　　　　　

竹町　　　　　　　　

中町境　　　　　　　

中野地　　　　　　　

定西　　　　　　　　

兎渡路　　　　　　　
東　　　　　　　　　

東大沢　　　　　　　

燈籠原　　　　　　　

洞　　　　　　　　　

道珍　　　　　　　　

南君ヶ塚町　　　　　

馬上　　　　　　　　

馬落前　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

富岡前　　　　　　　

丙新地　　　　　　　

片寄前　　　　　　　

芳原　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

満屋　　　　　　　　

鹿島町下蔵持　　　　

鹿島町御代　　　　　

鹿島町上蔵持　　　　

鹿島町米田　　　　　

小名浜岡小名　　　　

小名浜岡小名（一）　

小名浜岡小名（三）　

小名浜下神白　　　　

小名浜岩出　　　　　

小名浜玉川町　　　　

小名浜金成　　　　　

小名浜港ヶ丘　　　　

小名浜住吉　　　　　

小名浜上神白　　　　

小名浜諏訪町　　　　

小名浜相子島　　　　

小名浜大原　　　　　小名浜南富岡　　　　

小名浜野田　　　　　

小名浜林城　　　　　

湘南台（一）　　　　
湘南台（二）　　　　

平薄磯　　　　　　　

洋向台（一）　　　　

洋向台（五）　　　　
洋向台（三）　　　　

洋向台（四）　　　　

洋向台（二）　　　　

南街　　　　　　　　
常磐三沢町　　　　　 中央台鹿島（二）　　

いわき南警察署

いわき東警察署
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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▲



上湯長谷　　　　　　

▲ 三大明神山　　　　　

いわき市　　　　　　

常磐自動車道　　　　

大利　　　　　　　　

井田木　　　　　　　

北好間　　　　　　　
御代内　　　　　　　

好間　　　　　　　　いわき中央ＩＣ　　　

屋敷前　　　　　　　

上好間　　　　　　　

下好間　　　　　　　

御台境　　　　　　　
高坂町　　　　　　　

内町　　　　　　　　

御厩　　　　　　　　

内郷　　　　　　　　

綴町　　　　　　　　白水　　　　　　　　

傾城　　　　　　　　

湯本　　　　　　　　

常磐　　　　　　　　

▲ 高倉山　　　　　　　

▲ 天狗山　　　　　　　

榊小屋　　　　　　　

好間川　　　　　　　

▲ 湯ノ岳　　　　　　　

小幡　　　　　　　　

釜ノ前　　　　　　　

深山田　　　　　　　

稲荷林　　　　　　　

上遠野　　　　　　　

いわきＪＣＴ　　　　

寺ノ代　　　　　　　

阿良田　　　　　　　

一町坪　　　　　　　

稲荷原　　　　　　　

榎下　　　　　　　　

下ケ屋敷　　　　　　

下浅貝　　　　　　　

塊坪　　　　　　　　

鬼ケ沢　　　　　　　

亀ノ尾　　　　　　　

久世原　　　　　　　

宮沢　　　　　　　　

金坂　　　　　　　　

駒谷　　　　　　　　

権現堂　　　　　　　

原　　　　　　　　　

源平野地　　　　　　

戸作田　　　　　　　

御台　　　　　　　　

江ノ上　　　　　　　

江中子　　　　　　　

高倉　　　　　　　　

忽滑　　　　　　　　
作畑　　　　　　　　

桜田　　　　　　　　

三函　　　　　　　　

三本杉　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

山ノ坊　　　　　　　

篠登城　　　　　　　

諸荷　　　　　　　　

小館　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

小淵　　　　　　　　

沼尻　　　　　　　　

上浅貝　　　　　　　

上代　　　　　　　　

森　　　　　　　　　

吹谷　　　　　　　　

折部前　　　　　　　

千代鶴　　　　　　　

川堀　　　　　　　　

代　　　　　　　　　

大堰　　　　　　　　

大利前　　　　　　　

鷹ノ巣　　　　　　　

沢　　　　　　　　　

沢小谷　　　　　　　

辰ノ口　　　　　　　

鍛冶内　　　　　　　

中川原　　　　　　　

中道　　　　　　　　

中平　　　　　　　　

猪ノ鼻　　　　　　　

町田　　　　　　　　

長槻　　　　　　　　

椎木平　　　　　　　

堤田　　　　　　　　

天王崎　　　　　　　

湯台堂　　　　　　　

堂田　　　　　　　　

銅目木　　　　　　　

南町田　　　　　　　

梅ケ平　　　　　　　

白狐　　　　　　　　

半貫沢　　　　　　　

蛭子　　　　　　　　

平石　　　　　　　　

平太郎　　　　　　　

宝海　　　　　　　　

峰根　　　　　　　　

堀坂　　　　　　　　

柳間　　　　　　　　

竜ケ沢　　　　　　　

力石　　　　　　　　

六反田　　　　　　　六反歩　　　　　　　

椚合　　　　　　　　

好間町愛谷　　　　　好間町小谷作　　　　

好間町中好間　　　　

常磐水野谷町　　　　

常磐湯本町　　　　　

常磐藤原町　　　　　

水之出　　　　　　　

草木台（一）　　　　

草木台（四）　　　　草木台（二）　　　　

内郷御厩町　　　　　

内郷御厩町（一）　　

内郷御厩町（二）　　

内郷御台境町　　　　

内郷高坂町（一）　　
内郷高坂町（二）　　

内郷高野町　　　　　

内郷白水町　　　　　

笹目田　　　　　　　日渡　　　　　　　　

入藪　　　　　　　　

湯本駅　　　　　　　

内郷駅　　　　　　　

赤井駅　　　　　　　

上小川　　　　　　　

桐ヶ岡　　　　　　　

柴原　　　　　　　　

上平　　　　　　　　

三島　　　　　　　　

北前　　　　　　　　

山ノ入　　　　　　　

西小川　　　　　　　

田頭　　　　　　　　 下小川　　　　　　　

大門　　　　　　　　

常住　　　　　　　　

銅屋場　　　　　　　

中根　　　　　　　　

▲ 水石山　　　　　　　

▲ 閼伽井嶽　　　　　　

合戸　　　　　　　　

浮矢　　　　　　　　

下永井　　　　　　　

軽井沢　　　　　　　

上永井　　　　　　　

いわき三和ＩＣ　　　

弓張木　　　　　　　

迎田　　　　　　　　

滝中子　　　　　　　

粟畠　　　　　　　　

駅　　　　　　　　　

猿倉　　　　　　　　

家ノ前　　　　　　　

火沢　　　　　　　　

間門　　　　　　　　

喜平後　　　　　　　

宮ノ脇　　　　　　　

曲萱　　　　　　　　

桂進　　　　　　　　

後原　　　　　　　　

好古　　　　　　　　

高崎　　　　　　　　

高谷地　　　　　　　

高野前　　　　　　　

細戸　　　　　　　　

細石赤坂　　　　　　

山根　　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

手ノ倉　　　　　　　

宿下　　　　　　　　

小玉　　　　　　　　

小沼平　　　　　　　

床屋沢　　　　　　　

上ノ前　　　　　　　

上居合　　　　　　　

仁井宿　　　　　　　

諏訪原　　　　　　　

瀬棚　　　　　　　　

石保町　　　　　　　

川原畑　　　　　　　

川古屋　　　　　　　

浅口　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大平田　　　　　　　

大堀　　　　　　　　

滝ノ作　　　　　　　

団粉田　　　　　　　

茶畠　　　　　　　　

中舘下　　　　　　　

中島　　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

湯ノ沢　　　　　　　

堂平　　　　　　　　

入ノ釜　　　　　　　

入屋敷　　　　　　　

萩家　　　　　　　　

畑苅　　　　　　　　

畑子沢　　　　　　　

飯森　　　　　　　　

尾ノ内　　　　　　　

不動堂　　　　　　　
富貴内　　　　　　　

淵沢　　　　　　　　

平久田　　　　　　　

片石田　　　　　　　

北反　　　　　　　　

本石堂　　　　　　　

味噌野　　　　　　　

明神平　　　　　　　

木風木　　　　　　　

葉ノ木立　　　　　　

平赤井　　　　　　　

平中平窪　　　　　　

畑ノ作　　　　　　　

小川郷駅　　　　　　

白土　　　　　　　　

原高野　　　　　　　

下神谷　　　　　　　

沢帯　　　　　　　　

大越　　　　　　　　

藤間　　　　　　　　

下高久　　　　　　　

沼ノ内　　　　　　　

薄磯　　　　　　　　

神谷作　　　　　　　

上山口　　　　　　　

下山口　　　　　　　

上高久　　　　　　　

菅波　　　　　　　　

夏井川　　　　　　　

中神谷　　　　　　　

上神谷　　　　　　　

上片寄　　　　　　　

四ッ波　　　　　　　

下荒川　　　　　　　

郷ヶ丘　　　　　　　

下矢田　　　　　　　

上荒川　　　　　　　

いわき　　　　　　　

川中子　　　　　　　今新田　　　　　　　

中塩　　　　　　　　

下平窪　　　　　　　

赤井　　　　　　　　

新舞子　　　　　　　

浦田　　　　　　　　

下能　　　　　　　　

宮西　　　　　　　　

渋井　　　　　　　　

東前　　　　　　　　

堂ノ内　　　　　　　

内郷御厩町（三）　　 ネキ内　　　　　　　
愛谷町　　　　　　　

扱屋　　　　　　　　

安草　　　　　　　　

一町目　　　　　　　

引田　　　　　　　　

永井　　　　　　　　

榎木内　　　　　　　

塩向　　　　　　　　

塩崎　　　　　　　　

横田　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

下知内　　　　　　　

火ノ宮　　　　　　　

花輪　　　　　　　　

柿ノ目　　　　　　　

蒲沼　　　　　　　　

釜ノ後　　　　　　　

萱ノ作　　　　　　　

苅萱　　　　　　　　

岸　　　　　　　　　

岸前　　　　　　　　

喜藤作　　　　　　　

鬼渡　　　　　　　　

鬼馬塚　　　　　　　

亀下　　　　　　　　

吉野作　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

宮脇　　　　　　　　

旧城跡　　　　　　　

牛転　　　　　　　　

居作　　　　　　　　

曲田　　　　　　　　

桐木平　　　　　　　

近藤　　　　　　　　

九ノ内　　　　　　　

熊ノ宮　　　　　　　

傾城作　　　　　　　

恵比須内　　　　　　

原極　　　　　　　　

原後　　　　　　　　

古宿　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

古保内　　　　　　　

五町目　　　　　　　

五郎内　　　　　　　

後山　　　　　　　　

後生郎　　　　　　　

御城　　　　　　　　

御殿　　　　　　　　

荒神作　　　　　　　

高月　　　　　　　　

高神　　　　　　　　

高島　　　　　　　　

腰巻　　　　　　　　

根木作　　　　　　　

紺屋町　　　　　　　

砂屋戸　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

妻　　　　　　　　　
妻下　　　　　　　　

細谷　　　　　　　　

作町　　　　　　　　

作田　　　　　　　　

三十九町　　　　　　

三倉　　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

三町目　　　　　　　

三反田　　　　　　　

山ノ内　　　　　　　

山岸　　　　　　　　

山之入　　　　　　　

志多田　　　　　　　

志農田　　　　　　　

手掴　　　　　　　　

寿金沢　　　　　　　

宿畑　　　　　　　　

出口　　　　　　　　

勝負田　　　　　　　

松影　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

松木前　　　　　　　

沼ノ作　　　　　　　

新街　　　　　　　　

森戸　　　　　　　　

神ノ前　　　　　　　

須賀向　　　　　　　

水前　　　　　　　　

水俣　　　　　　　　

水門　　　　　　　　

菅谷　　　　　　　　

菅波入　　　　　　　

正内町　　　　　　　
西山下　　　　　　　

石淵　　　　　　　　

石名坂　　　　　　　

石脇　　　　　　　　

赤　　　　　　　　　

千ケ久保　　　　　　

川和久　　　　　　　

鼠内　　　　　　　　

双藤町　　　　　　　

草鹿　　　　　　　　

続谷　　　　　　　　

太良作　　　　　　　

太郎作　　　　　　　

大館　　　　　　　　

大乗坊　　　　　　　

大田代　　　　　　　
大年　　　　　　　　

滝前　　　　　　　　

鍛冶分　　　　　　　

中街　　　　　　　　

中谷地　　　　　　　

中北　　　　　　　　

仲間町　　　　　　　

仲山町　　　　　　　

仲田　　　　　　　　

長尾　　　　　　　　

塚ノ町　　　　　　　

鶴ケ町　　　　　　　

鶴羽平　　　　　　　

剃町　　　　　　　　

堤原　　　　　　　　

天ノ田　　　　　　　

田中内南　　　　　　田中内北　　　　　　
田仲島　　　　　　　

島田　　　　　　　　

東浦　　　　　　　　

東大苗代　　　　　　
東内　　　　　　　　

湯崎　　　　　　　　

糖塚　　　　　　　　

藤倉　　　　　　　　

堂根町　　　　　　　童子町　　　　　　　

徳房内　　　　　　　

内宿　　　　　　　　

内田　　　　　　　　

南集　　　　　　　　

馬場塚　　　　　　　
梅香町　　　　　　　

萩名田　　　　　　　

八ツ海　　　　　　　

八ツ坂　　　　　　　

八幡小路　　　　　　

八反田　　　　　　　

八木内　　　　　　　

反返　　　　　　　　

磐ノ作　　　　　　　

磐井作　　　　　　　 樋向　　　　　　　　

表川　　　　　　　　

浜街　　　　　　　　

浜之作　　　　　　　

片岡　　　　　　　　

片帆　　　　　　　　

蓬作　　　　　　　　

北一里塚　　　　　　

北街　　　　　　　　

北萱野　　　　　　　

北鳥沼　　　　　　　

味噌農　　　　　　　

民野町　　　　　　　

明治町　　　　　　　

野々目　　　　　　　

矢ノ目　　　　　　　

矢田ノ目　　　　　　

薬師前　　　　　　　

立坂　　　　　　　　

立場　　　　　　　　

竜沢　　　　　　　　

林作　　　　　　　　

礼堂　　　　　　　　

六間門　　　　　　　

六十枚　　　　　　　

六人町　　　　　　　
六本榎　　　　　　　

藁谷　　　　　　　　

棆町　　　　　　　　

獺沢　　　　　　　　

鶯内　　　　　　　　

下の町　　　　　　　

下川原　　　　　　　

鎌田町　　　　　　　

郷ケ丘（一）　　　　
郷ケ丘（三）　　　　

郷ケ丘（四）　　　　

郷ケ丘（二）　　　　

自由ケ丘　　　　　　

七軒町　　　　　　　

若葉台（一）　　　　若葉台（二）　　　　

小島町（一）　　　　
小島町（三）　　　　

小島町（二）　　　　

松魚田　　　　　　　

城東（一）　　　　　

常磐松久須根町　　　

常磐上矢田町　　　　

新町前　　　　　　　

正月町　　　　　　　

石森（一）　　　　　

石森（二）　　　　　

中央台高久（一）　　

中央台高久（三）　　

中央台高久（二）　　

中央台鹿島（一）　　
中央台鹿島（三）　　

中央台飯野（一）　　中央台飯野（五）　　

中央台飯野（三）　　中央台飯野（四）　　

中央台飯野（二）　　

筒ノ下　　　　　　　

内郷御厩町（四）　　

内郷小島町　　　　　

禰宜町　　　　　　　

菱川町　　　　　　　

平下荒川　　　　　　

平下高久　　　　　　

平下山口　　　　　　

平下神谷　　　　　　

平下大越　　　　　　

平下平窪　　　　　　

平下平窪（一）　　　
平下片寄　　　　　　

平鎌田　　　　　　　

平吉野谷　　　　　　

平鯨岡　　　　　　　

平原高野　　　　　　

平荒田目　　　　　　

平山崎　　　　　　　

平小泉　　　　　　　

平沼ノ内　　　　　　

平沼ノ内諏訪原（一）

平沼ノ内諏訪原（二）

平上荒川　　　　　　 平上高久　　　　　　

平上山口　　　　　　

平上神谷　　　　　　

平上大越　　　　　　

平上片寄　　　　　　

平神谷作　　　　　　

平菅波　　　　　　　

平成（一）　　　　　平成（二）　　　　　

平泉崎　　　　　　　

平大室　　　　　　　

平谷川瀬　　　　　　

平中塩　　　　　　　

平中山　　　　　　　

平中神谷　　　　　　

平鶴ケ井　　　　　　

平藤間　　　　　　　

平南白土　　　　　　

平北白土　　　　　　

平幕ノ内　　　　　　

明治団地　　　　　　

横枕　　　　　　　　

根廻　　　　　　　　

作ノ内　　　　　　　大町　　　　　　　　 堂ノ作　　　　　　　平四ツ波　　　　　　

いわき市役所　　　　

いわき駅　　　　　　

草野駅　　　　　　　

大久　　　　　　　　

大久川　　　　　　　

小久　　　　　　　　

菖蒲作　　　　　　　

極楽沢　　　　　　　

田之綱　　　　　　　

田戸　　　　　　　　

四倉　　　　　　　　

上仁井田　　　　　　

下仁井田　　　　　　

狐塚　　　　　　　　

大森　　　　　　　　平馬目　　　　　　　

名木　　　　　　　　

長友　　　　　　　　

下柳生　　　　　　　

山田小湊　　　　　　

白岩　　　　　　　　
玉山　　　　　　　　

八茎　　　　　　　　

駒込　　　　　　　　

▲ 石森山　　　　　　　

中平窪　　　　　　　

上平窪　　　　　　　

いわき四倉ＩＣ　　　

光平　　　　　　　　

高垣　　　　　　　　

前原　　　　　　　　

梅ノ作　　　　　　　

堰原　　　　　　　　

下蔵内　　　　　　　

鎌倉　　　　　　　　

岸内　　　　　　　　

久原　　　　　　　　
栗木作　　　　　　　

古館　　　　　　　　

五平久保　　　　　　

御代作　　　　　　　

構江　　　　　　　　

江之網　　　　　　　

済戸　　　　　　　　

志津　　　　　　　　

紫竹　　　　　　　　

小塙　　　　　　　　

小湊　　　　　　　　

松橋　　　　　　　　

沼ノ原　　　　　　　

真似井　　　　　　　

諏訪作　　　　　　　酢釜　　　　　　　　

石森　　　　　　　　

川子田　　　　　　　
太夫坂　　　　　　　

大場　　　　　　　　

大苗代　　　　　　　

炭釜　　　　　　　　

仲川　　　　　　　　

田仲　　　　　　　　

道庭　　　　　　　　

南細谷　　　　　　　

南畑田　　　　　　　

南浜　　　　　　　　

梅ケ丘　　　　　　　

反り田　　　　　　　

片倉　　　　　　　　

弁天原　　　　　　　

北高柳　　　　　　　

和具　　　　　　　　

脇　　　　　　　　　

椚　　　　　　　　　

久之浜町西（一）　　
久之浜町西（二）　　

四倉町　　　　　　　

四倉町塩木　　　　　

四倉町上岡　　　　　

四倉町上柳生　　　　

四倉町薬王寺　　　　

西（一）　　　　　　

西（四）　　　　　　

西（二）　　　　　　

大久町小山田　　　　

東（三）　　　　　　

東（二）　　　　　　

東（六）　　　　　　

平絹谷　　　　　　　

平上平窪　　　　　　

平水品　　　　　　　

平中平窪（二）　　　

平北神谷　　　　　　

桃木沢　　　　　　　

入間沢　　　　　　　四倉町玉山　　　　　

四ツ倉駅　　　　　　

久ノ浜駅　　　　　　

いわき中央警察署
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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▲



飯舘村　　　　　　　

小滝　　　　　　　　

鍬柄　　　　　　　　

草野　　　　　　　　

野沢　　　　　　　　

中頃　　　　　　　　芦原　　　　　　　　

八木沢　　　　　　　

松ヶ平　　　　　　　

▲ 堂六神山　　　　　　

不動滝　　　　　　　

大師堂　　　　　　　

大北　　　　　　　　

カヨウ　　　　　　　

トゲノ先　　　　　　

マタタ川　　　　　　

下八木沢　　　　　　

館東　　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

橋場　　　　　　　　

向押　　　　　　　　

七郎内　　　　　　　

車　　　　　　　　　

十六瀬　　　　　　　

小手沢　　　　　　　

小北　　　　　　　　

上萱　　　　　　　　

上八木沢　　　　　　

神前　　　　　　　　

大芦　　　　　　　　

大房木　　　　　　　

地蔵木　　　　　　　

中里　　　　　　　　

道添　　　　　　　　

白金　　　　　　　　

壁地内　　　　　　　

巳之和　　　　　　　

木戸木　　　　　　　

目玉内　　　　　　　

橲原　　　　　　　　

大久原　　　　　　　
板屋　　　　　　　　

▲ 手倉山　　　　　　　

▲ 天明山　　　　　　　

宇多川　　　　　　　

金谷原　　　　　　　

小田原　　　　　　　

中井塚　　　　　　　

卒都婆峠　　　　　　

相馬市　　　　　　　

円渕　　　　　　　　

荻平　　　　　　　　

間ノ次郎　　　　　　

胡桃坂　　　　　　　

小豆畑　　　　　　　

小平　　　　　　　　
新宿　　　　　　　　

斉川　　　　　　　　

尖森　　　　　　　　

相ノ山　　　　　　　

大上　　　　　　　　

滝平　　　　　　　　

東山　　　　　　　　

物倉　　　　　　　　

大内　　　　　　　　

相馬山上ＩＣ　　　　

柚木　　　　　　　　

上栃窪　　　　　　　

山下　　　　　　　　

浮田　　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

牛河内　　　　　　　

岡和田　　　　　　　

真野川　　　　　　　

角川原　　　　　　　横手　　　　　　　　

南柚木　　　　　　　

北屋形　　　　　　　

南屋形　　　　　　　

小島田　　　　　　　

川子　　　　　　　　

江垂　　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

塩崎　　　　　　　　

深野　　　　　　　　

宮後　　　　　　　　

安倉　　　　　　　　

一丁田　　　　　　　

隠町　　　　　　　　

浦向　　　　　　　　

榎内　　　　　　　　

横峯　　　　　　　　

下柚木　　　　　　　

皆原　　　　　　　　

舘前　　　　　　　　

舘内　　　　　　　　

願阿弥田　　　　　　

久保町　　　　　　　

金草　　　　　　　　

窪畑　　　　　　　　

権現沢　　　　　　　

御山下　　　　　　　

御所内　　　　　　　

行沼　　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

小草　　　　　　　　

小塚　　　　　　　　

松下　　　　　　　　

松坂　　　　　　　　

上柚木　　　　　　　

新山　　　　　　　　

水神　　　　　　　　

西ノ入　　　　　　　

西浦向　　　　　　　

西永渡　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

石ノ宮　　　　　　　

川子内　　　　　　　

浅田　　　　　　　　

前ざく　　　　　　　

前日向　　　　　　　

善徳　　　　　　　　

太田切　　　　　　　

対馬谷地　　　　　　

大学　　　　　　　　

大月平　　　　　　　

大日沢　　　　　　　

鷹巣　　　　　　　　

滝さく　　　　　　　

地蔵前　　　　　　　

中ノ坪　　　　　　　

中館　　　　　　　　

仲板　　　　　　　　

仲平後　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

追合　　　　　　　　

鶴位　　　　　　　　

鶴蒔田　　　　　　　

天神沢　　　　　　　

唐屋敷　　　　　　　

唐神　　　　　　　　

東永渡　　　　　　　

東藤木　　　　　　　

椴木沢　　　　　　　

南舘下　　　　　　　

入龍田　　　　　　　

馬見塚　　　　　　　

白坂前　　　　　　　

八幡林　　　　　　　

反町　　　　　　　　

尾張沢　　　　　　　

米々沢　　　　　　　

別当さく　　　　　　

豊田　　　　　　　　

北ノ入　　　　　　　

満中内　　　　　　　

野中　　　　　　　　

柚原　　　　　　　　

与手五郎内　　　　　

利正寺さく　　　　　

蕨跡　　　　　　　　

獺庭　　　　　　　　

永渡　　　　　　　　

鹿島区　　　　　　　

北右田　　　　　　　

常磐自動車道　　　　

南相馬鹿島ＳＩＣ　　

鹿島駅　　　　　　　

初野　　　　　　　　

石上　　　　　　　　

塚部　　　　　　　　

原釜　　　　　　　　

尾浜　　　　　　　　 鵜の尾岬　　　　　　

松川浦　　　　　　　

岩子　　　　　　　　

本笑　　　　　　　　

北小泉　　　　　　　

高池　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

相馬　　　　　　　　
百槻　　　　　　　　

飯渕　　　　　　　　

程田　　　　　　　　

磯部　　　　　　　　

赤木　　　　　　　　

日下石　　　　　　　立谷　　　　　　　　

馬場野　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

坪田　　　　　　　　

台町　　　　　　　　

池上　　　　　　　　

今田　　　　　　　　

粟津　　　　　　　　

須萱　　　　　　　　

▲ 塩手山　　　　　　　

相馬ＩＣ　　　　　　

遠藤　　　　　　　　

払川　　　　　　　　

ハツカラ　　　　　　

みさご沢　　　　　　

阿弥陀堂　　　　　　

一里坂　　　　　　　

稲荷前　　　　　　　

稲田　　　　　　　　

引沼　　　　　　　　

宇多川町　　　　　　

榎下　　　　　　　　

下り松　　　　　　　

下高松　　　　　　　

茄子小田　　　　　　

外並田　　　　　　　

観音前　　　　　　　

岩穴前　　　　　　　

鬼越　　　　　　　　

牛鼻毛　　　　　　　

曲渕　　　　　　　　

芹谷地　　　　　　　

金谷台　　　　　　　

金谷内　　　　　　　

古磯部　　　　　　　

五郎右工門橋　　　　

後和田　　　　　　　

御仮殿前　　　　　　

港町　　　　　　　　

高谷地　　　　　　　

高池前　　　　　　　

黒木町　　　　　　　

黒木田　　　　　　　

坂脇　　　　　　　　

桜ケ丘　　　　　　　

笹川　　　　　　　　

札ノ沢　　　　　　　

山越　　　　　　　　

山信田　　　　　　　

山野　　　　　　　　

鹿島前　　　　　　　

篠竹　　　　　　　　

柴迫　　　　　　　　

蛇山　　　　　　　　

手ノ沢　　　　　　　

宿仙木　　　　　　　

初野町　　　　　　　

小迫　　　　　　　　

小野町　　　　　　　

松道　　　　　　　　

沼尻　　　　　　　　

上泉　　　　　　　　

上立谷　　　　　　　

神明前　　　　　　　

須賀畑　　　　　　　

数馬　　　　　　　　

杉森　　　　　　　　

西新沼　　　　　　　

西田　　　　　　　　

千躰　　　　　　　　

川崎　　　　　　　　

川沼　　　　　　　　

川畑　　　　　　　　

潜石　　　　　　　　

銭上平　　　　　　　

前和田　　　　　　　

袋町　　　　　　　　

大迎　　　　　　　　

大師前　　　　　　　

大手先　　　　　　　

大洲　　　　　　　　

大竹　　　　　　　　

大津　　　　　　　　

大迫　　　　　　　　

大浜　　　　　　　　

大毛内　　　　　　　

地之内　　　　　　　

築港道　　　　　　　中曽根　　　　　　　

仲蛯沢　　　　　　　

朝日前　　　　　　　

追川　　　　　　　　

塚田　　　　　　　　

坪ケ迫　　　　　　　

天神前　　　　　　　

南萱倉　　　　　　　

南小野　　　　　　　

南城　　　　　　　　

南蛯沢　　　　　　　

二ノ宮　　　　　　　

二合田　　　　　　　

梅川　　　　　　　　

八幡前　　　　　　　

表西山　　　　　　　

表倉　　　　　　　　

福迫　　　　　　　　

平前　　　　　　　　

宝迫　　　　　　　　

北萱倉　　　　　　　

北小野　　　　　　　

北反町　　　　　　　

堀坂　　　　　　　　

明神　　　　　　　　

木関無　　　　　　　

薮内前　　　　　　　

立谷町　　　　　　　

緑ケ丘団地　　　　　

鷲塚　　　　　　　　

箒平　　　　　　　　

沖ノ内（一）　　　　
沖ノ内（三）　　　　

沖ノ内（二）　　　　

光陽（一）　　　　　
光陽（三）　　　　　光陽（二）　　　　　

西山　　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

大野台（二）　　　　

中村（一）　　　　　

中村（二）　　　　　

塚ノ町（一）　　　　塚ノ町（二）　　　　

南飯渕　　　　　　　

北飯渕　　　　　　　

北飯渕（一）　　　　
北飯渕（三）　　　　

北飯渕（二）　　　　

聖　　　　　　　　　
光陽（四）　　　　　

相馬市役所　　　　　

日立木駅　　　　　　

相馬駅　　　　　　　

相馬警察署
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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▲



金ヶ沢　　　　　　　

殿上崎　　　　　　　

久之浜　　　　　　　

いわき市　　　　　　

後三松　　　　　　　

代　　　　　　　　　

中浜　　　　　　　　

南町　　　　　　　　

浜川　　　　　　　　

北町　　　　　　　　

立　　　　　　　　　
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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