
木生　　　　　　　　

湾頭　　　　　　　　

梶谷　　　　　　　　

寒河　　　　　　　　

東奥　　　　　　　　

深谷　　　　　　　　

真尾鼻　　　　　　　

鹿久居島　　　　　　

鵜ノ石鼻　　　　　　

鶴島　　　　　　　　

大多府島　　　　　　

入鹿　　　　　　　　

頭島　　　　　　　　

曽島　　　　　　　　

鴻島　　　　　　　　

長島　　　　　　　　 楯崎　　　　　　　　

鷏和　　　　　　　　

鳥打峠　　　　　　　福浦　　　　　　　　
福浦峠　　　　　　　

古池　　　　　　　　

五軒屋　　　　　　　

外輪　　　　　　　　

亀ノ浦　　　　　　　

宮奥　　　　　　　　

現寺　　　　　　　　

古土手　　　　　　　

寺西　　　　　　　　寺東　　　　　　　　 真木　　　　　　　　
西　　　　　　　　　

中日生　　　　　　　

桃ノ木　　　　　　　

藤原新田　　　　　　

南小路　　　　　　　

日後　　　　　　　　

入電　　　　　　　　

梅灘　　　　　　　　

八軒屋　　　　　　　

浜山　　　　　　　　

片磯　　　　　　　　

朶山　　　　　　　　

西浜町　　　　　　　

日生町大多府　　　　

日生町日生　　　　　

邑久町虫明　　　　　

大土手　　　　　　　

天和駅　　　　　　　

備前福河駅　　　　　寒河駅　　　　　　　

日生駅　　　　　　　

船坂峠　　　　　　　

薮　　　　　　　　　
梨ヶ原　　　　　　　

▲ 石堂丸山　　　　　　

船坂　　　　　　　　

関川　　　　　　　　

守石　　　　　　　　

三石　　　　　　　　
五石　　　　　　　　

帆坂峠　　　　　　　

福石　　　　　　　　
備前ＩＣ　　　　　　八木山　　　　　　　

蕃山　　　　　　　　

蕃山ＩＣ　　　　　　

西有年　　　　　　　

東有年　　　　　　　

上菅生　　　　　　　

大津　　　　　　　　

▲ 黒鉄山　　　　　　　

折方　　　　　　　　

木生谷　　　　　　　

赤穂市　　　　　　　

榎町　　　　　　　　

加賀苧　　　　　　　

五軒家　　　　　　　

荒神町　　　　　　　

佐那高下　　　　　　
持田　　　　　　　　

七軒家　　　　　　　

十五軒家　　　　　　

上組　　　　　　　　西中野　　　　　　　

石ヶ崎　　　　　　　

石山　　　　　　　　

船渡　　　　　　　　

土師神根　　　　　　

土地谷　　　　　　　 東中野　　　　　　　

湯ノ内　　　　　　　

黒崎町　　　　　　　

日生町寺山　　　　　

宿　　　　　　　　　

三石駅　　　　　　　

千鳥　　　　　　　　

御崎　　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

西沖　　　　　　　　

千鳥町　　　　　　　

東沖　　　　　　　　さつき町　　　　　　

海浜町　　　　　　　元沖町　　　　　　　元禄橋町　　　　　　

松原町　　　　　　　

上仮屋南　　　　　　

正保橋町　　　　　　

清水町　　　　　　　

大橋町　　　　　　　

中広　　　　　　　　中浜町　　　　　　　

朝日町　　　　　　　
東浜町　　　　　　　

南宮町　　　　　　　

本水尾町　　　　　　

加里屋　　　　　　　

加里屋南　　　　　　
上仮屋北　　　　　　城西町　　　　　　　

富原　　　　　　　　

有年楢原　　　　　　有年原　　　　　　　

有年牟礼　　　　　　

有年横尾　　　　　　

周世　　　　　　　　

高雄　　　　　　　　

千種川　　　　　　　

木津　　　　　　　　

赤穂ＩＣ　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

赤穂　　　　　　　　

野中　　　　　　　　

砂子　　　　　　　　

浜市　　　　　　　　坂越　　　　　　　　
小島　　　　　　　　

壺根　　　　　　　　

相生湾　　　　　　　

高取峠　　　　　　　

千尋　　　　　　　　

佐方　　　　　　　　

青葉台　　　　　　　

入野　　　　　　　　
雨内　　　　　　　　

山陽本線　　　　　　

若狭野　　　　　　　 八洞　　　　　　　　

後明　　　　　　　　

龍泉　　　　　　　　

那波野　　　　　　　

野瀬　　　　　　　　

葛浜　　　　　　　　

金ヶ崎　　　　　　　

室津　　　　　　　　

相生　　　　　　　　

山陽自動車道　　　　

山陽新幹線　　　　　

夫婦池　　　　　　　

大池　　　　　　　　

播磨ＪＣＴ　　　　　

荒前　　　　　　　　

神保　　　　　　　　

磯浜町　　　　　　　

古浜町　　　　　　　

片浜町　　　　　　　

鰯浜　　　　　　　　

下高谷　　　　　　　

下高野　　　　　　　

荒戸　　　　　　　　

手能　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

上高谷　　　　　　　

上高野　　　　　　　

上浜市　　　　　　　

西川　　　　　　　　

大工村　　　　　　　

大黒　　　　　　　　

大鹿谷　　　　　　　

大泊　　　　　　　　

築地　　　　　　　　

竹岡　　　　　　　　

坪江　　　　　　　　

天神　　　　　　　　

田端　　　　　　　　

尼谷　　　　　　　　

柏　　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

ひかりが丘　　　　　

旭（一）　　　　　　

旭（五）　　　　　　

旭（三）　　　　　　

旭（四）　　　　　　

旭（二）　　　　　　

旭（六）　　　　　　

栄町　　　　　　　　

垣内町　　　　　　　

宮前町　　　　　　　
元町　　　　　　　　

古池（一）　　　　　

古池（二）　　　　　
古池本町　　　　　　

向陽台　　　　　　　

佐方（一）　　　　　

佐方（三）　　　　　
佐方（二）　　　　　

細野町　　　　　　　

桜ヶ丘町　　　　　　

三樋町　　　　　　　

山崎町　　　　　　　

山手（一）　　　　　

山手町　　　　　　　

汐見台　　　　　　　

若狭野町上松　　　　

若草町　　　　　　　

寿町　　　　　　　　

菅原町　　　　　　　

西谷町　　　　　　　

赤坂（一）　　　　　

赤坂（二）　　　　　

千尋町　　　　　　　 川原町　　　　　　　

双葉（一）　　　　　

双葉（三）　　　　　

双葉（二）　　　　　

惣門町　　　　　　　

相生　　　　　　　　

相生（一）　　　　　

相生（五）　　　　　

相生（四）　　　　　

大石町　　　　　　　

大谷町　　　　　　　

大町　　　　　　　　

池之内　　　　　　　

長池町　　　　　　　

那波西本町　　　　　

那波大浜町　　　　　

那波東本町　　　　　

那波南本町　　　　　

那波本町　　　　　　

那波野（一）　　　　

那波野（三）　　　　

那波野（二）　　　　

南野中　　　　　　　

農神町　　　　　　　

板屋町　　　　　　　

平成町　　　　　　　

北野中　　　　　　　

本郷町　　　　　　　

目坂　　　　　　　　

陸本町　　　　　　　

龍泉町　　　　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　緑ヶ丘（三）　　　　

緑ヶ丘（四）　　　　

緑ヶ丘（二）　　　　

六百目町　　　　　　

黒尾　　　　　　　　

三軒家　　　　　　　
成林　　　　　　　　

楢原新田　　　　　　
北畠　　　　　　　　 若狭野町出　　　　　

若狭野町東後明　　　若狭野町野々　　　　 揖西町土師（四）　　

相生市役所　　　　　

赤穂市役所　　　　　

有年駅　　　　　　　

相生駅　　　　　　　

西相生駅　　　　　　

坂越駅　　　　　　　

播州赤穂駅　　　　　

相生警察署

赤穂警察署
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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▲



太島　　　　　　　　

塩崎　　　　　　　　

天神鼻　　　　　　　

尾崎鼻　　　　　　　

真浦　　　　　　　　
保崎　　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

家島　　　　　　　　

タテ　　　　　　　　

阿曽　　　　　　　　

矢田部　　　　　　　

船代　　　　　　　　

岩見構　　　　　　　

下太田　　　　　　　

朝日谷　　　　　　　

和久　　　　　　　　
京見　　　　　　　　

西土井　　　　　　　

天満　　　　　　　　

山陽電鉄網干線　　　

田井　　　　　　　　

吉美　　　　　　　　

新在家　　　　　　　

興浜　　　　　　　　

浜田　　　　　　　　

揖保川　　　　　　　

福井　　　　　　　　

碇岩　　　　　　　　

苅屋　　　　　　　　

黒崎　　　　　　　　

釜屋　　　　　　　　

朝臣　　　　　　　　

伊津　　　　　　　　

岩見　　　　　　　　

藻振鼻　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

浦部　　　　　　　　

袋尻　　　　　　　　

金剛山　　　　　　　

山津屋　　　　　　　

黍田　　　　　　　　

神戸北山　　　　　　

今市　　　　　　　　

揖保　　　　　　　　
龍野西ＩＣ　　　　　

大津町　　　　　　　

太子東ＩＣ　　　　　

石角　　　　　　　　

ひばりヶ丘　　　　　

稲富　　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

下出　　　　　　　　

加家　　　　　　　　

間野　　　　　　　　

岩見構下　　　　　　

岩見構上　　　　　　

岩見港　　　　　　　

基山　　　　　　　　

原池団地　　　　　　

鼓ヶ原団地　　　　　

山王　　　　　　　　

初芝社宅　　　　　　

上袋尻　　　　　　　

成山新田　　　　　　

川島　　　　　　　　

太子ニュータウン　　

太子苑　　　　　　　

大久保　　　　　　　

竹広南　　　　　　　

町与　　　　　　　　

東出ヶ丘　　　　　　

東南　　　　　　　　

東本町　　　　　　　
美原台　　　　　　　

片　　　　　　　　　

沖代　　　　　　　　

下阿曽　　　　　　　

下余部　　　　　　　

垣内西町　　　　　　垣内東町　　　　　　
垣内南町　　　　　　

垣内北町　　　　　　

垣内本町　　　　　　
勘兵衛町（一）　　　

勘兵衛町（三）　　　

勘兵衛町（四）　　　

勘兵衛町（二）　　　

京見町　　　　　　　

熊見　　　　　　　　

恵美酒町（二）　　　

吾妻町（三）　　　　

高浜町（三）　　　　高浜町（四）　　　　

黒岡　　　　　　　　

坂出　　　　　　　　

山戸　　　　　　　　

糸井　　　　　　　　

勝原区　　　　　　　

勝原町　　　　　　　

勝山町　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

小松町（四）　　　　

上川原　　　　　　　

上余部　　　　　　　

常全　　　　　　　　

新町（二）　　　　　
真砂町　　　　　　　

早瀬町（三）　　　　

則直　　　　　　　　

大江島　　　　　　　

大津区　　　　　　　

大津町（一）　　　　
大津町（三）　　　　

大津町（二）　　　　

竹広　　　　　　　　
丁　　　　　　　　　

長松　　　　　　　　

津市場　　　　　　　

塚森　　　　　　　　

天神町（二）　　　　

天満山　　　　　　　

福地　　　　　　　　

米田　　　　　　　　

北新在家　　　　　　

北天満町　　　　　　

網干区　　　　　　　

網干浜　　　　　　　

揖保川町市場　　　　

揖保川町正條　　　　

揖保川町片島　　　　

揖保町栄　　　　　　

揖保町真砂　　　　　

揖保町西構　　　　　

揖保町東用　　　　　

揖保町萩原　　　　　

揖保町門前　　　　　

揖保町揖保中　　　　

余子浜　　　　　　　

余部区　　　　　　　

立岡　　　　　　　　

蓮常寺　　　　　　　

老原　　　　　　　　

中出　　　　　　　　東保　　　　　　　　東出　　　　　　　　揖保町揖保上　　　　
誉田町片吹　　　　　

太子　　　　　　　　

竜野駅　　　　　　　

網干駅　　　　　　　

山陽天満駅　　　　　

平松駅　　　　　　　

山陽網干駅　　　　　

はりま勝原駅　　　　

太子町役場　　　　　

上島　　　　　　　　

播磨灘　　　　　　　

クラ掛島　　　　　　

上原田　　　　　　　

御着　　　　　　　　

鈴　　　　　　　　　

見野　　　　　　　　

明田　　　　　　　　

東山　　　　　　　　

八家　　　　　　　　

木場　　　　　　　　的形　　　　　　　　

福泊　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

妻鹿　　　　　　　　

阿成　　　　　　　　

都倉　　　　　　　　

南条　　　　　　　　市川　　　　　　　　東阿保　　　　　　　

姫路　　　　　　　　

北条　　　　　　　　阿保　　　　　　　　

手柄　　　　　　　　

土山　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

苫編　　　　　　　　

高町　　　　　　　　

付城　　　　　　　　

西浜　　　　　　　　
夢前川　　　　　　　

夢前　　　　　　　　

才　　　　　　　　　

西蒲田　　　　　　　

勅旨　　　　　　　　

姫路港　　　　　　　

姫路東ＩＣ　　　　　

姫路ＪＣＴ　　　　　

花田ＩＣ　　　　　　

中地ＩＣ　　　　　　

姫路西ＩＣ　　　　　

吾妻町（一）　　　　

小松町（二）　　　　

早瀬町（二）　　　　

大町（一）　　　　　
大町（二）　　　　　

阿成下垣内　　　　　

阿成鹿古　　　　　　

阿成植木　　　　　　

阿成中垣内　　　　　

阿成渡場　　　　　　

安田（三）　　　　　
安田（四）　　　　　

井ノ口　　　　　　　

英賀　　　　　　　　

英賀宮町（二）　　　

英賀春日町（二）　　

英賀清水町（三）　　

英賀清水町（二）　　

英賀西町（二）　　　

英賀東町（二）　　　

延末　　　　　　　　

下寺町　　　　　　　

下野田（一）　　　　
下野田（三）　　　　下野田（四）　　　　

下野田（二）　　　　

加茂東　　　　　　　

加茂南　　　　　　　

花影町（二）　　　　 花田町加納原田　　　

蒲田（一）　　　　　

蒲田（五）　　　　　

蒲田（三）　　　　　

蒲田（四）　　　　　

蒲田（二）　　　　　

鎌倉町　　　　　　　 亀山（一）　　　　　亀山（二）　　　　　

宮上町（一）　　　　

宮西町（二）　　　　
京町（二）　　　　　

玉手（一）　　　　　

玉手（三）　　　　　玉手（四）　　　　　

玉地　　　　　　　　

玉地（一）　　　　　

栗山町　　　　　　　

恵美酒　　　　　　　

継　　　　　　　　　

元塩町　　　　　　　

御幸　　　　　　　　

御国野町西御着　　　

幸町　　　　　　　　広畑区　　　　　　　

構（一）　　　　　　

構（五）　　　　　　

構（四）　　　　　　

構（二）　　　　　　

高町（一）　　　　　

高町（二）　　　　　

高浜町（一）　　　　

今在家（三）　　　　

今在家（四）　　　　

今在家（二）　　　　

今在家（六）　　　　

今在家北（一）　　　
今在家北（二）　　　

妻鹿常盤町　　　　　

妻鹿東海町　　　　　

妻鹿日田町　　　　　

細江　　　　　　　　

三左衛門堀西の町　　三左衛門堀東の町　　

三条町（一）　　　　

三宅（一）　　　　　

三宅（三）　　　　　

山崎　　　　　　　　山崎台　　　　　　　

四郷町坂元　　　　　
四郷町上鈴　　　　　

四郷町中鈴　　　　　

市川台（一）　　　　

市之郷　　　　　　　

思案橋　　　　　　　

若宮町　　　　　　　

十二所前町　　　　　

小松町（一）　　　　

庄田　　　　　　　　

上野田（五）　　　　

上野田（三）　　　　

上野田（四）　　　　

上野田（二）　　　　

上野田（六）　　　　

城山町　　　　　　　

城南町（一）　　　　

城南町（三）　　　　

飾磨区　　　　　　　

神屋町（三）　　　　

神和町　　　　　　　

須加　　　　　　　　

正門通（四）　　　　

正門通（二）　　　　 清水（一）　　　　　清水（三）　　　　　清水町（一）　　　　

西延末　　　　　　　

西浜町（三）　　　　

西夢前台（七）　　　

西夢前台（六）　　　

千代田町　　　　　　

双葉町　　　　　　　

中地　　　　　　　　

中地南町　　　　　　

中浜町（一）　　　　

中浜町（三）　　　　

中野田（四）　　　　
中野田（二）　　　　

町坪　　　　　　　　

町坪南町　　　　　　

長町（一）　　　　　長町（二）　　　　　

佃町　　　　　　　　

鶴町（一）　　　　　
鶴町（二）　　　　　

都倉（一）　　　　　

都倉（二）　　　　　

土山（一）　　　　　
土山（二）　　　　　

東延末（四）　　　　

東延末（二）　　　　

東新町（一）　　　　東新町（三）　　　　

東堀　　　　　　　　

苫編南（二）　　　　

南条（一）　　　　　

南条（二）　　　　　

南畝町（二）　　　　 日出町（二）　　　　

入船町　　　　　　　

忍町　　　　　　　　

白浜町　　　　　　　
白浜町宇佐崎中（一）白浜町宇佐崎中（三）

白浜町宇佐崎南（一）

白浜町宇佐崎南（二）

白浜町宇佐崎北（一）

白浜町宇佐崎北（三）白浜町宇佐崎北（二）白浜町寺家（一）　　

白浜町寺家（二）　　

白浜町神田（二）　　

白浜町灘浜　　　　　

粕谷新町　　　　　　

飯田（三）　　　　　
飯田（二）　　　　　

付城（一）　　　　　

付城（二）　　　　　

富士見ヶ丘町　　　　

富士町　　　　　　　

福沢町　　　　　　　

福中町　　　　　　　

別所町佐土　　　　　

別所町佐土（一）　　

別所町佐土（三）　　

豊沢町　　　　　　　

北河原町　　　　　　

北条（一）　　　　　

北条永良町　　　　　
北条宮の町　　　　　

北条口（五）　　　　
北条口（三）　　　　

北条梅原町　　　　　

北野町（一）　　　　
北野町（二）　　　　

堀川町　　　　　　　

本町（一）　　　　　
本町（二）　　　　　本町（六）　　　　　

末広町（二）　　　　

夢前町（一）　　　　
夢前町（三）　　　　

綿町　　　　　　　　

木場十八反町　　　　

木場前七反町　　　　
木場前中町　　　　　

野田町　　　　　　　

矢倉町（一）　　　　
矢倉町（二）　　　　

立町　　　　　　　　

京口町　　　　　　　

坂田町　　　　　　　
市川台（三）　　　　

小姓町　　　　　　　

城見町　　　　　　　
城東町清水　　　　　西夢前台（四）　　　 船橋町（五）　　　　土山（五）　　　　　土山（六）　　　　　

南今宿　　　　　　　南車崎（一）　　　　 楠町　　　　　　　　

大塩別所ランプ　　　

姫路駅　　　　　　　

姫路市役所　　　　　

京口駅　　　　　　　

山陽姫路駅　　　　　

手柄駅　　　　　　　

御着駅　　　　　　　

英賀保駅　　　　　　

亀山駅　　　　　　　

西飾磨駅　　　　　　

夢前川駅　　　　　　広畑駅　　　　　　　
飾磨駅　　　　　　　

妻鹿駅　　　　　　　

白浜の宮駅　　　　　

八家駅　　　　　　　

的形駅　　　　　　　

東姫路駅　　　　　　

網干警察署

飾磨警察署

姫路警察署

250

133

442

29

27

421

441
415

437

2

179

9 725

250
540

552

551

402
517

399

502

2

516

312
417

414 62

418

415

554

397

401

219
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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▲



姫路市　　　　　　　

太子町　　　　　　　

六九谷　　　　　　　

口佐見　　　　　　　

新町　　　　　　　　

林田　　　　　　　　

上伊勢　　　　　　　

下伊勢　　　　　　　

太市中　　　　　　　

広坂　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

北ノ町　　　　　　　

福田　　　　　　　　

中臣　　　　　　　　

大道　　　　　　　　長真　　　　　　　　 誉田　　　　　　　　

四箇　　　　　　　　

たつの　　　　　　　
堂本　　　　　　　　

龍野　　　　　　　　

中井　　　　　　　　

片山　　　　　　　　

寄井　　　　　　　　

神岡　　　　　　　　

追分　　　　　　　　

北龍野　　　　　　　

中垣内　　　　　　　

構　　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　
佐江　　　　　　　　

龍子　　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

觜崎　　　　　　　　

仙正　　　　　　　　

曽我井　　　　　　　

市野保　　　　　　　

野田　　　　　　　　

本條　　　　　　　　

筒井　　　　　　　　

山陽姫路西ＩＣ　　　

龍野ＩＣ　　　　　　

太子上太田ＩＣ　　　太子北ＩＣ　　　　　
太子竜野バイパス　　

上太田ランプ　　　　

相野出屋敷ランプ　　

太市ランプ　　　　　

石倉ランプ　　　　　

下伊勢ランプ　　　　

相野ランプ　　　　　

鵜飼　　　　　　　　

助久　　　　　　　　

松田　　　　　　　　

松尾住宅　　　　　　

聖徳台　　　　　　　

平方　　　　　　　　

王子　　　　　　　　

佐用岡　　　　　　　
松ヶ下　　　　　　　

上太田　　　　　　　

新宮町井野原　　　　

新宮町下野田　　　　

新宮町段之上　　　　

新宮町中野庄　　　　

新宮町馬立　　　　　

新宮町北村　　　　　

神岡町横内　　　　　

神岡町上横内　　　　

神岡町西横内　　　　

神岡町西鳥井　　　　

神岡町大住寺　　　　

神岡町東觜崎　　　　神岡町北横内　　　　
神岡町野部　　　　　

石倉　　　　　　　　

揖西町小神　　　　　

揖西町清水　　　　　

揖西町清水新　　　　

揖西町竹万　　　　　

揖西町田井　　　　　

揖西町土師（一）　　
揖西町南山　　　　　揖西町南山（一）　　

揖西町南山（三）　　

揖西町尾崎　　　　　

揖西町北山　　　　　

揖保川町新在家　　　

揖保川町二塚　　　　

揖保川町養久　　　　
揖保町山下　　　　　

誉田町下沖　　　　　

誉田町広山　　　　　誉田町高駄　　　　　誉田町上沖　　　　　

誉田町内山　　　　　

誉田町誉　　　　　　

龍野町旭町　　　　　

龍野町下川原　　　　

龍野町宮脇　　　　　龍野町小宅北　　　　

龍野町上霞城　　　　
龍野町中霞城　　　　

龍野町中村　　　　　

龍野町島田　　　　　

龍野町日山　　　　　

龍野町日飼　　　　　

龍野町富永　　　　　龍野町本町　　　　　
龍野町末政　　　　　

龍野町立町　　　　　

林田町奥佐見　　　　

林田町下構　　　　　

林田町久保　　　　　

林田町上構　　　　　
林田町中構　　　　　

林田町林谷　　　　　

鵤　　　　　　　　　

新宮町芝田　　　　　
林田町八幡　　　　　

たつの市役所　　　　

東觜崎駅　　　　　　

本竜野駅　　　　　　
太市駅　　　　　　　

名坂　　　　　　　　

安志　　　　　　　　

三森　　　　　　　　

塩野　　　　　　　　

林田川　　　　　　　
植木野　　　　　　　

狭戸　　　　　　　　
瀬川　　　　　　　　

三坂　　　　　　　　

護持　　　　　　　　

大堤　　　　　　　　

大堤峠　　　　　　　

松山　　　　　　　　

中山下　　　　　　　

善定　　　　　　　　

福栖　　　　　　　　

西村　　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

下野　　　　　　　　

吉島　　　　　　　　下笹　　　　　　　　

上笹　　　　　　　　

篠首　　　　　　　　

香山　　　　　　　　下宇原　　　　　　　

宇原　　　　　　　　

比地　　　　　　　　

御名　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

山崎ＩＣ　　　　　　
須賀沢　　　　　　　

うすづく　　　　　　

奥護持　　　　　　　

奥善定　　　　　　　

横松　　　　　　　　

岡名坊　　　　　　　

家氏　　　　　　　　

才樫　　　　　　　　

札楽　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

鹿ノ子　　　　　　　

狩尾　　　　　　　　出口　　　　　　　　

出茶屋　　　　　　　

上円　　　　　　　　

森本　　　　　　　　

清水　　　　　　　　
西所　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

則清　　　　　　　　

大屋　　　　　　　　

大垣内　　　　　　　

中村　　　　　　　　

坪尻　　　　　　　　

鍋子　　　　　　　　

南所　　　　　　　　

能地　　　　　　　　

萩尾　　　　　　　　

尾端　　　　　　　　

平見　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

坊垣内　　　　　　　

北所　　　　　　　　

野入　　　　　　　　

柳森　　　　　　　　

安富町長野　　　　　

山崎町下広瀬　　　　

山崎町下比地　　　　

山崎町上比地　　　　

山崎町千本屋　　　　

山崎町船元　　　　　

山崎町中比地　　　　

山崎町鶴木　　　　　

山崎町野　　　　　　

新宮町新宮　　　　　

新宮町大屋　　　　　

新宮町能地　　　　　

新宮町平野　　　　　

山崎町鹿沢　　　　　山崎町春安　　　　　
山崎町中井　　　　　

播磨新宮駅　　　　　

岩部　　　　　　　　

香呂　　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

中仁野　　　　　　　

須加院　　　　　　　

宮置　　　　　　　　

置本　　　　　　　　

玉田　　　　　　　　

寺　　　　　　　　　

菅生澗　　　　　　　

刀出　　　　　　　　

打越　　　　　　　　

六角　　　　　　　　

菅生台　　　　　　　

書写　　　　　　　　

書写台　　　　　　　

町田　　　　　　　　

飾西　　　　　　　　

上手野　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

辻井　　　　　　　　

田寺　　　　　　　　

御立　　　　　　　　

伊伝居　　　　　　　

白国　　　　　　　　

高木　　　　　　　　
佐良和　　　　　　　

豊国　　　　　　　　

保城　　　　　　　　

砥堀　　　　　　　　

御蔭　　　　　　　　

仁豊野　　　　　　　

豊富ランプ　　　　　

山陽姫路東ＩＣ　　　

砥堀ランプ　　　　　

青山西（五）　　　　

青山南（四）　　　　

白鳥台（一）　　　　

白鳥台（三）　　　　

白鳥台（二）　　　　

緑台（二）　　　　　

奥須加院　　　　　　

澗　　　　　　　　　

口須加院　　　　　　

山冨団地　　　　　　

書写吹　　　　　　　

庄上　　　　　　　　

菅生小山　　　　　　
清水谷　　　　　　　

大村　　　　　　　　

置本東　　　　　　　

中須加院　　　　　　

町村　　　　　　　　

別車　　　　　　　　

鯰尾　　　　　　　　

威徳寺町　　　　　　

下手野（一）　　　　

下手野（五）　　　　

下手野（三）　　　　

下手野（四）　　　　

下手野（二）　　　　

下手野（六）　　　　

河間町　　　　　　　
花田町小川　　　　　

蒲田　　　　　　　　 丸尾町　　　　　　　

岩端町　　　　　　　

景福寺前　　　　　　
五軒邸（四）　　　　

御立西（一）　　　　

御立西（五）　　　　

御立西（三）　　　　

御立西（四）　　　　

御立西（二）　　　　

御立西（六）　　　　

御立中（一）　　　　

御立中（五）　　　　
御立中（三）　　　　御立中（四）　　　　

御立中（七）　　　　

御立中（二）　　　　

御立中（八）　　　　

御立中（六）　　　　

御立東（一）　　　　
御立東（五）　　　　

御立東（三）　　　　

御立東（二）　　　　

御立東（六）　　　　

御立北（一）　　　　
御立北（三）　　　　

御立北（二）　　　　

広峰（一）　　　　　

広峰（二）　　　　　

広嶺山　　　　　　　

香寺町犬飼　　　　　

高岡新町　　　　　　

材木町　　　　　　　
堺町　　　　　　　　

山吹（一）　　　　　

山吹（二）　　　　　

山畑新田　　　　　　
山野井町　　　　　　

実法寺　　　　　　　

書写台（一）　　　　

書写台（三）　　　　

書写台（二）　　　　 上大野（五）　　　　
上大野（六）　　　　

城見台（一）　　　　

城見台（三）　　　　

城見台（四）　　　　城見台（二）　　　　

城東町　　　　　　　
城東町五軒屋　　　　

城北新町（一）　　　

城北新町（二）　　　

城北本町　　　　　　

飾西台　　　　　　　

飾東町庄　　　　　　

新在家（一）　　　　

新在家（三）　　　　

新在家本町（三）　　
新在家本町（二）　　新在家本町（六）　　

西今宿（一）　　　　西今宿（三）　　　　

西今宿（二）　　　　

西今宿（八）　　　　
西今宿（六）　　　　

西新在家（二）　　　

西大寿台　　　　　　

西中島　　　　　　　

西八代町　　　　　　

西夢前台（一）　　　

西夢前台（三）　　　

西夢前台（二）　　　青山（一）　　　　　

青山（五）　　　　　

青山（三）　　　　　青山（四）　　　　　

青山（六）　　　　　

青山西（一）　　　　

青山西（四）　　　　青山西（二）　　　　

青山南（一）　　　　
青山南（三）　　　　

青山南（二）　　　　

青山北（一）　　　　

青山北（三）　　　　

青山北（二）　　　　
川西台　　　　　　　 増位新町（一）　　　

増位新町（二）　　　

増位本町（一）　　　

増位本町（二）　　　

大寿台（一）　　　　
大寿台（二）　　　　

大野町　　　　　　　

鷹匠町　　　　　　　

鍛冶町　　　　　　　

辻井（一）　　　　　

辻井（九）　　　　　
辻井（五）　　　　　

辻井（三）　　　　　辻井（四）　　　　　

辻井（七）　　　　　

辻井（八）　　　　　

辻井（六）　　　　　

田井台　　　　　　　

田寺（一）　　　　　

田寺（五）　　　　　

田寺（三）　　　　　

田寺（四）　　　　　田寺（七）　　　　　

田寺（二）　　　　　

田寺（八）　　　　　
田寺（六）　　　　　

田寺山手町　　　　　

田寺東（一）　　　　
田寺東（三）　　　　田寺東（四）　　　　

田寺東（二）　　　　

刀出栄立町　　　　　

東郷町　　　　　　　東今宿（三）　　　　

東今宿（六）　　　　

東辻井（一）　　　　

東辻井（三）　　　　

東辻井（四）　　　　

東夢前台（一）　　　

東夢前台（三）　　　

東夢前台（四）　　　

東夢前台（二）　　　

藤ヶ台　　　　　　　

南新在家　　　　　　

南八代町　　　　　　

梅ヶ谷町　　　　　　
白国（一）　　　　　

白国（三）　　　　　

白国（四）　　　　　

白国（二）　　　　　

八代　　　　　　　　

八代宮前町　　　　　

八代東光寺町　　　　

八代本町（一）　　　

豊富町甲丘（一）　　
豊富町甲丘（四）　　

坊主町　　　　　　　北今宿（一）　　　　

北今宿（三）　　　　
北今宿（二）　　　　

北新在家（一）　　　
北新在家（二）　　　

北八代（一）　　　　

北平野（一）　　　　

北平野（五）　　　　北平野（三）　　　　

北平野（四）　　　　

北平野奥垣内　　　　

北平野南の町　　　　

北夢前台（一）　　　

北夢前台（二）　　　

本町　　　　　　　　

夢前町山冨　　　　　

夢前町書写　　　　　

野里　　　　　　　　
野里上町（一）　　　

野里中町　　　　　　

龍野町（四）　　　　

緑台（一）　　　　　

御門　　　　　　　　

香呂駅　　　　　　　

仁豊野駅　　　　　　

砥堀駅　　　　　　　

野里駅　　　　　　　余部駅　　　　　　　

播磨高岡駅　　　　　

福崎町　　　　　　　

田口　　　　　　　　

板坂　　　　　　　　

西治　　　　　　　　

▲ 大倉山　　　　　　　

恒屋　　　　　　　　

中寺　　　　　　　　

又坂　　　　　　　　

荒木　　　　　　　　

塚本　　　　　　　　

小坪　　　　　　　　

芦田　　　　　　　　

古瀬畑　　　　　　　 古知之庄　　　　　　

杉之内　　　　　　　

野畑　　　　　　　　

四辻　　　　　　　　

前之庄　　　　　　　

神種　　　　　　　　

馬谷　　　　　　　　

▲ 明神山　　　　　　　

岡下　　　　　　　　

下垣内　　　　　　　

滑原　　　　　　　　

葛畑　　　　　　　　

宮垣内　　　　　　　

戸谷　　　　　　　　

菰生　　　　　　　　 三枝草　　　　　　　

寺家　　　　　　　　

宗安　　　　　　　　

宗元　　　　　　　　

松之本　　　　　　　

上岡　　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

西戸倉　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

中津田　　　　　　　

中林　　　　　　　　

東戸倉　　　　　　　

東荒木　　　　　　　

馬橋　　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

本条　　　　　　　　

野尻　　　　　　　　

油押　　　　　　　　

立延　　　　　　　　

両月　　　　　　　　

香寺町久畑　　　　　

香寺町土師　　　　　香寺町野田　　　　　

高岡　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

夢前町高長　　　　　

夢前町糸田　　　　　

夢前町莇野　　　　　

文殿　　　　　　　　

夢前スマートＩＣ　　

溝口駅　　　　　　　

たつの警察署

120

437

2
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420
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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▲



加古川バイパス　　　

播磨町　　　　　　　

播磨　　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

長砂　　　　　　　　
古大内　　　　　　　

二俣　　　　　　　　

新野辺　　　　　　　

口里　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

加古川　　　　　　　

東播磨港　　　　　　

宮西（一）　　　　　

宮西（三）　　　　　

宮西（二）　　　　　
宮北（一）　　　　　

宮北（三）　　　　　

宮北（二）　　　　　

金沢町　　　　　　　

古田（一）　　　　　

古田（三）　　　　　
古田（二）　　　　　

高砂町沖浜町　　　　

高砂町宮前町　　　　

高砂町向島町　　　　

高砂町高瀬町　　　　

高砂町相生町　　　　

高砂町東宮町　　　　

高砂町南本町　　　　

新島　　　　　　　　

西畑（一）　　　　　

大中（三）　　　　　

大中（四）　　　　　

大中（二）　　　　　

東新島　　　　　　　

東本荘（一）　　　　

東本荘（三）　　　　

東本荘（二）　　　　

南大中（一）　　　　

南大中（三）　　　　

尾上町旭（二）　　　

尾上町養田　　　　　
尾上町養田（一）　　

平岡町つつじ野　　　
平岡町一色　　　　　

平岡町一色西（一）　
平岡町一色西（二）　

平岡町一色東（一）　

平岡町一色東（三）　

平岡町八反田　　　　別府町宮田町　　　　

別府町元町　　　　　

別府町港町　　　　　

別府町新野辺北町（五

別府町新野辺北町（三
別府町新野辺北町（七

別府町新野辺北町（二

別府町西町　　　　　
別府町西脇　　　　　

別府町西脇（三）　　

別府町石町　　　　　
別府町中島町　　　　
別府町朝日町　　　　

別府町東町　　　　　

別府町緑町　　　　　

北古田（一）　　　　

北古田（二）　　　　

北本荘（一）　　　　

北本荘（五）　　　　

北本荘（七）　　　　

北本荘（二）　　　　

本荘　　　　　　　　

本荘（一）　　　　　

本荘（三）　　　　　

野口町坂井　　　　　

野口町二屋　　　　　

野添南（二）　　　　

荒井町新浜（二）　　

高砂町松波町　　　　

高砂町浜田町　　　　高砂町木曽町　　　　
西畑（三）　　　　　

尾上町安田　　　　　
尾上町今福　　　　　

播磨町役場　　　　　

高砂駅　　　　　　　

尾上の松駅　　　　　

東加古川駅　　　　　

浜の宮駅　　　　　　

別府駅　　　　　　　

播磨町駅　　　　　　

姫路バイパス　　　　

高砂市　　　　　　　

加古川市　　　　　　

廣尾　　　　　　　　

神木　　　　　　　　

西之山　　　　　　　

水足　　　　　　　　

加古川　　　　　　　

中津　　　　　　　　

出河原　　　　　　　

升田　　　　　　　　

天下原　　　　　　　

西井ノ口　　　　　　

大国　　　　　　　　

上冨木　　　　　　　

投松　　　　　　　　

西牧　　　　　　　　

山中　　　　　　　　氷室　　　　　　　　

横大路　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

岸　　　　　　　　　

友沢　　　　　　　　

稲屋　　　　　　　　

古新　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

高砂　　　　　　　　
梅井　　　　　　　　

伊保崎　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

中脇　　　　　　　　

阿弥陀　　　　　　　

地徳　　　　　　　　

天川　　　　　　　　
牛谷　　　　　　　　

北脇　　　　　　　　

大塩　　　　　　　　

北宿　　　　　　　　

佐土新　　　　　　　

深志野　　　　　　　
夕陽ヶ丘　　　　　　

志吹　　　　　　　　

山陽電鉄本線　　　　

高砂北ＩＣ　　　　　

高砂西ＩＣ　　　　　

別所ＩＣ　　　　　　

別所町家具町　　　　

別所町別所（一）　　

加古川中央ＪＣＴ　　

阿弥陀（一）　　　　
阿弥陀町魚橋　　　　

阿弥陀町生石　　　　

阿弥陀町南池　　　　

阿弥陀町北池　　　　

伊保（一）　　　　　

伊保（三）　　　　　

伊保（四）　　　　　

伊保港町（二）　　　

伊保崎（一）　　　　

伊保崎（五）　　　　
伊保崎（三）　　　　

伊保崎南　　　　　　

伊保東（一）　　　　

加古川町粟津　　　　

加古川町溝之口　　　

加古川町寺家町　　　
加古川町篠原町　　　

加古川町西河原　　　

加古川町大野　　　　

加古川町南備後　　　

加古川町備後　　　　

加古川町美乃利　　　

加古川町平野　　　　

加古川町北在家　　　

加古川町本町　　　　

加古川町木村　　　　

金ヶ田町　　　　　　

荒井町御旅（一）　　

荒井町紙町　　　　　

荒井町若宮町　　　　

荒井町小松原（一）　

荒井町小松原（三）　

荒井町小松原（四）　

荒井町新浜（一）　　

荒井町千鳥（三）　　

荒井町千鳥（二）　　

荒井町扇町　　　　　

荒井町中町　　　　　

荒井町東本町　　　　

荒井町蓮池（二）　　

高砂町朝日町（二）　

高須　　　　　　　　

今市（一）　　　　　

志方町永室　　　　　

志方町原　　　　　　

志方町広尾　　　　　

志方町高畑　　　　　

志方町志方町　　　　

志方町成井　　　　　

志方町西山　　　　　

志方町西中　　　　　

志方町西飯坂　　　　

志方町大宗　　　　　

志方町東中　　　　　

時光寺町　　　　　　
春日野町　　　　　　

松陽（一）　　　　　

松陽（三）　　　　　
松陽（四）　　　　　

松陽（二）　　　　　

新神野（一）　　　　

新神野（六）　　　　
神爪（一）　　　　　

神爪（五）　　　　　

神爪（三）　　　　　

神野町日岡苑　　　　

西神吉町宮前　　　　

西神吉町中西　　　　

西神吉町鼎　　　　　

曽根町　　　　　　　
大塩町　　　　　　　

大塩町宮前　　　　　

大塩町汐咲（三）　　

中筋（一）　　　　　

中筋（五）　　　　　

中筋（二）　　　　　

中島（一）　　　　　

中島（三）　　　　　

中島（二）　　　　　

東神吉町砂部　　　　

東神吉町神吉　　　　

梅井（一）　　　　　

梅井（五）　　　　　

梅井（三）　　　　　

梅井（四）　　　　　

梅井（二）　　　　　

梅井（六）　　　　　

美保里　　　　　　　

百合丘　　　　　　　

平荘町一本松　　　　

平荘町新中山　　　　

平荘町池尻　　　　　

平荘町養老　　　　　

平荘町里　　　　　　

米田団地　　　　　　

米田町塩市　　　　　

米田町船頭　　　　　

米田町島　　　　　　
米田町平津　　　　　

米田町米田新　　　　

別所町小林　　　　　

別所町別所（五）　　
別所町別所（三）　　

北浜町西浜　　　　　

末広町　　　　　　　

野口町野口　　　　　野口町良野　　　　　

竜山（一）　　　　　
竜山（二）　　　　　

緑丘（二）　　　　　

志方町大沢　　　　　志方町東飯坂　　　　

飾東町唐端新　　　　

高砂市役所　　　　　

加古川市役所　　　　

曽根駅　　　　　　　

宝殿駅　　　　　　　

加古川駅　　　　　　

大塩駅　　　　　　　

山陽曽根駅　　　　　

伊保駅　　　　　　　

荒井駅　　　　　　　

日岡駅　　　　　　　

ひめじ別所駅　　　　

神戸市　　　　　　　

第二神明道路　　　　

明石市　　　　　　　

神出　　　　　　　　

紫合　　　　　　　　

西戸田　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

慶明　　　　　　　　

玉津ＩＣ　　　　　　

高津橋　　　　　　　

印南　　　　　　　　

六分　　　　　　　　

国安　　　　　　　　

稲美　　　　　　　　

菊徳　　　　　　　　
向山　　　　　　　　

山之上　　　　　　　

山手台　　　　　　　

高丘　　　　　　　　

大久保ＩＣ　　　　　

八木　　　　　　　　

明石西ＩＣ　　　　　

西二見　　　　　　　

二見　　　　　　　　

西島　　　　　　　　

西区　　　　　　　　

古宮　　　　　　　　

西野添（五）　　　　
西野添（三）　　　　

二見町南二見　　　　

平岡町西谷　　　　　

野添南（一）　　　　

下条　　　　　　　　

琴池　　　　　　　　古北山　　　　　　　

御旅　　　　　　　　
向条　　　　　　　　

広ヶ沢　　　　　　　

合石　　　　　　　　

国安県住　　　　　　

十七丁　　　　　　　

出新田　　　　　　　

上場　　　　　　　　

新開　　　　　　　　

西場　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

川北　　　　　　　　

谷条　　　　　　　　

池の下　　　　　　　

中場　　　　　　　　
中条　　　　　　　　

東山団地　　　　　　

蕩ヶ谷　　　　　　　

南場　　　　　　　　

百丁場　　　　　　　

瓢　　　　　　　　　

野際　　　　　　　　

六分一山　　　　　　

丸塚（一）　　　　　

丸塚（二）　　　　　

岩岡町印路　　　　　
岩岡町岩岡　　　　　

岩岡町古郷　　　　　

宮下（一）　　　　　

宮下（三）　　　　　

魚住町鴨池　　　　　
魚住町錦が丘（一）　

魚住町錦が丘（三）　
魚住町錦が丘（二）　

魚住町金ヶ崎　　　　魚住町住吉（一）　　

魚住町住吉（三）　　

魚住町住吉（四）　　

魚住町住吉（二）　　

魚住町西岡　　　　　

魚住町中尾　　　　　

魚住町長坂寺　　　　

玉津町居住　　　　　

玉津町今津　　　　　

玉津町出合　　　　　

玉津町田中　　　　　

幸竹　　　　　　　　

国岡（一）　　　　　
国岡（三）　　　　　国岡（二）　　　　　

国北（一）　　　　　

国北（二）　　　　　

持子（二）　　　　　

春日台（九）　　　　

春日台（五）　　　　

春日台（四）　　　　

春日台（八）　　　　

春日台（六）　　　　

曙町　　　　　　　　

小山（一）　　　　　
小山（三）　　　　　

小山（二）　　　　　

上新地（一）　　　　

上新地（三）　　　　
上新地（二）　　　　

上野添（一）　　　　
上野添（三）　　　　

森安　　　　　　　　

神出町池田　　　　　

神出町宝勢　　　　　

水谷（三）　　　　　

水谷（二）　　　　　

西明石北町（一）　　

西野添（一）　　　　

西野添（四）　　　　

西野添（二）　　　　

ゆりのき通（二）　　

大久保町わかば　　　

大久保町江井島　　　

大久保町高丘（一）　
大久保町高丘（五）　

大久保町高丘（三）　

大久保町高丘（七）　

大久保町高丘（二）　

大久保町高丘（六）　

大久保町山手台（一）

大久保町山手台（三）
大久保町山手台（四）

大久保町山手台（二）

大久保町松陰　　　　

大久保町松陰新田　　

大久保町森田　　　　大久保町大久保町　　

大久保町大窪　　　　

大久保町福田（二）　

大久保町緑が丘　　　

大沢（一）　　　　　大沢（二）　　　　　

大中（一）　　　　　

沢野（一）　　　　　

沢野（二）　　　　　

中野（一）　　　　　

中野（二）　　　　　

長畑町　　　　　　　

天が岡　　　　　　　

東野添（一）　　　　

東野添（三）　　　　
東野添（二）　　　　

二ッ屋（一）　　　　

二ッ屋（二）　　　　

二見町福里　　　　　二子　　　　　　　　

福吉台（一）　　　　
福吉台（二）　　　　

平岡町高畑　　　　　

平岡町土山　　　　　

平野町印路　　　　　

平野町向井　　　　　

平野町芝崎　　　　　

平野町常本　　　　　
平野町大畑　　　　　

平野町大野　　　　　

平野町中津　　　　　

北野添（一）　　　　

北野添（三）　　　　

北野添（二）　　　　

明南町（三）　　　　

明南町（二）　　　　

野添城（二）　　　　

竜が岡（一）　　　　

竜が岡（五）　　　　

竜が岡（三）　　　　
竜が岡（四）　　　　

竜が岡（二）　　　　

六分一　　　　　　　

四ッ塚　　　　　　　

王塚台（一）　　　　

王塚台（五）　　　　
王塚台（三）　　　　

王塚台（七）　　　　

愛宕　　　　　　　　稲美野荘園　　　　　

国岡　　　　　　　　西和田　　　　　　　
池の内　　　　　　　

国岡（五）　　　　　

国岡（六）　　　　　

神出町東　　　　　　蛸草　　　　　　　　
中一色　　　　　　　

平岡町新在家　　　　

稲美町役場　　　　　

土山駅　　　　　　　

魚住駅　　　　　　　

東二見駅　　　　　　

山陽魚住駅　　　　　

西江井ケ島駅　　　　

江井ケ島駅　　　　　

大久保駅　　　　　　

中八木駅　　　　　　

西二見駅　　　　　　

小野市　　　　　　　

三木市　　　　　　　

稲美町　　　　　　　

久留美　　　　　　　

鳥町　　　　　　　　

美嚢川　　　　　　　 三木　　　　　　　　

朝日ヶ丘　　　　　　

興治　　　　　　　　
小林　　　　　　　　

這田　　　　　　　　石野　　　　　　　　

下石野　　　　　　　

広谷　　　　　　　　

草谷　　　　　　　　

下草谷　　　　　　　

上条　　　　　　　　

野寺　　　　　　　　

上新田　　　　　　　

中新田　　　　　　　

船町　　　　　　　　

宗佐　　　　　　　　

都台　　　　　　　　

見土呂　　　　　　　

中西条　　　　　　　
西条　　　　　　　　

石守　　　　　　　　

下来住　　　　　　　

三木小野ＩＣ　　　　

新神野（五）　　　　

新神野（二）　　　　

新神野（八）　　　　

神野町石守（三）　　

平荘町山角　　　　　

下野谷　　　　　　　

学校前　　　　　　　

旧飛行場　　　　　　

金守　　　　　　　　

見谷　　　　　　　　
見谷山　　　　　　　

古垣内　　　　　　　

高薗　　　　　　　　

七軒屋　　　　　　　

上野谷　　　　　　　

千和池　　　　　　　

相野　　　　　　　　

八幡町上西条　　　　

北新田　　　　　　　

本田　　　　　　　　

野谷町住　　　　　　

練部屋　　　　　　　

六軒屋　　　　　　　

育ヶ丘町　　　　　　

下来住町　　　　　　

加古　　　　　　　　

加佐　　　　　　　　

樫山町　　　　　　　

岩宮　　　　　　　　

黍田町　　　　　　　

君が峰町　　　　　　

榊町　　　　　　　　

山手（三）　　　　　
山手（二）　　　　　

市場町　　　　　　　

芝町　　　　　　　　

匠台　　　　　　　　

上の丸町　　　　　　

上荘町井ノ口　　　　

上荘町国包　　　　　

上荘町小野　　　　　

上荘町都染　　　　　

上荘町都台（一）　　上荘町都台（三）　　

上荘町都台（二）　　

上荘町白沢　　　　　

上荘町薬栗　　　　　

新神野（三）　　　　新神野（四）　　　　

新神野（七）　　　　

神出町小束野　　　　

神野町神野　　　　　

神野町石守（一）　　

神野町福留　　　　　

神野町福留（一）　　

西条山手（一）　　　

西条山手（二）　　　

跡部　　　　　　　　

大村（一）　　　　　

大塚（一）　　　　　

大塚（二）　　　　　

池尻町　　　　　　　

八幡町野村　　　　　

府内町　　　　　　　

福井（一）　　　　　

福井（三）　　　　　

福井（二）　　　　　

平荘町磐　　　　　　

別所町近藤　　　　　

別所町正法寺　　　　

別所町西這田　　　　別所町東這田　　　　

別所町巴　　　　　　

本町（三）　　　　　

末広（一）　　　　　
末広（三）　　　　　

末広（二）　　　　　

山田町　　　　　　　大島町　　　　　　　 二葉町　　　　　　　

県立加古川医療センタ

八幡稲美ランプ　　　

神野ランプ　　　　　

三木市役所　　　　　

小野町駅　　　　　　

樫山駅　　　　　　　
市場駅　　　　　　　

大村駅　　　　　　　

三木駅　　　　　　　三木上の丸駅　　　　

神野駅　　　　　　　

厄神駅　　　　　　　

高砂警察署

加古川警察署

三木警察署
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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▲



淡路市　　　　　　　

田之代　　　　　　　

鵜崎　　　　　　　　

▲ 篝場山　　　　　　　

楠本東　　　　　　　

淡路ＩＣ　　　　　　

神戸淡路鳴門自動車道

淡路ＨＯ　　　　　　
西田　　　　　　　　

小磯　　　　　　　　

鵜崎　　　　　　　　

別處　　　　　　　　

大磯　　　　　　　　

夢舞台　　　　　　　

淡路北スマートＩＣ　

垂水区　　　　　　　明石市　　　　　　　
神戸市　　　　　　　

須磨区　　　　　　　

第二神明道路　　　　

明石　　　　　　　　

朝霧丘　　　　　　　

潤和　　　　　　　　

山陽新幹線　　　　　

大蔵谷ＩＣ　　　　　多聞台　　　　　　　

本多聞　　　　　　　

高丸ＩＣ　　　　　　

小束山　　　　　　　

名谷　　　　　　　　

名谷ＩＣ　　　　　　

下畑　　　　　　　　

友が丘　　　　　　　

▲ 横尾山　　　　　　　

須磨ＩＣ　　　　　　

須磨の浦　　　　　　

▲ 鉢伏山　　　　　　　

山陽電鉄本線　　　　
山陽本線　　　　　　

垂水　　　　　　　　

舞子台　　　　　　　

西舞子　　　　　　　

明石海峡　　　　　　

松帆の浦　　　　　　

松帆　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

岩屋　　　　　　　　

垂水ＪＣＴ・ＩＣ　　

名谷ＪＣＴ　　　　　

上ノ丸（一）　　　　

相生町（一）　　　　

天文町（二）　　　　

神ノ前　　　　　　　

西ノ町　　　　　　　

茶間　　　　　　　　
中ノ町　　　　　　　

片浜　　　　　　　　

つつじが丘（七）　　

つつじが丘（六）　　

旭が丘（一）　　　　

旭が丘（三）　　　　

伊川谷町有瀬　　　　

一ノ谷町（一）　　　

一ノ谷町（四）　　　

一ノ谷町（二）　　　
塩屋台（一）　　　　

塩屋台（三）　　　　

塩屋町（一）　　　　

塩屋町（九）　　　　

塩屋町（五）　　　　

塩屋町（三）　　　　塩屋町（七）　　　　

塩屋町（二）　　　　
塩屋町（六）　　　　

塩屋北町（一）　　　
塩屋北町（三）　　　

塩屋北町（四）　　　

王居殿（一）　　　　

王居殿（三）　　　　

乙木（二）　　　　　

下畑町　　　　　　　

歌敷山（一）　　　　

歌敷山（三）　　　　

荷山町　　　　　　　

霞ヶ丘（五）　　　　

霞ヶ丘（三）　　　　霞ヶ丘（七）　　　　

海岸通　　　　　　　

学が丘（一）　　　　

学が丘（五）　　　　
学が丘（四）　　　　

学が丘（七）　　　　

学が丘（二）　　　　

関守町（二）　　　　

五色山（四）　　　　五色山（七）　　　　
五色山（二）　　　　

御霊町　　　　　　　

向陽（二）　　　　　

行幸町（三）　　　　

高丸（五）　　　　　

高丸（四）　　　　　
高丸（六）　　　　　

高倉台（一）　　　　

高倉台（五）　　　　

高倉台（三）　　　　

高倉台（七）　　　　
高倉台（二）　　　　

高倉台（八）　　　　

高倉台（六）　　　　

高倉町（一）　　　　

高尾台（三）　　　　
高尾台（二）　　　　

坂上（三）　　　　　

桜木町（二）　　　　

山手（五）　　　　　

山手（二）　　　　　

狩口台（五）　　　　

狩口台（七）　　　　

狩口台（二）　　　　

狩口台（六）　　　　

小束山本町（二）　　

松が丘（一）　　　　

松が丘（五）　　　　

松が丘（三）　　　　

松が丘（二）　　　　

松が丘北町　　　　　

松風台（二）　　　　

上高丸（一）　　　　

上高丸（三）　　　　

城が山（一）　　　　

城が山（五）　　　　

神陵台（五）　　　　

神陵台（七）　　　　

人丸町　　　　　　　

須磨浦通（五）　　　

須磨寺町（三）　　　

須磨本町（一）　　　

水野町　　　　　　　

瑞穂通　　　　　　　

星が丘（三）　　　　

星陵台（五）　　　　

星陵台（七）　　　　

清玄町　　　　　　　

清水が丘（一）　　　
清水が丘（三）　　　

西朝霧丘　　　　　　

西舞子（五）　　　　
西舞子（三）　　　　

西舞子（四）　　　　

西舞子（二）　　　　

西舞子（八）　　　　

青山台（五）　　　　

青山台（七）　　　　

青山台（二）　　　　

千守町（一）　　　　
千代が丘（二）　　　

千鳥が丘（三）　　　

千鳥が丘（二）　　　

泉が丘（三）　　　　

多井畑　　　　　　　

多井畑東町　　　　　

多井畑南町　　　　　

多聞台（五）　　　　

多聞台（三）　　　　
多聞台（四）　　　　
多聞台（二）　　　　

太寺（一）　　　　　

太寺（四）　　　　　太寺（二）　　　　　
太寺大野町　　　　　

太寺天王町　　　　　

大蔵海岸通（一）　　大蔵海岸通（二）　　

大蔵谷　　　　　　　

大蔵中町　　　　　　大蔵町　　　　　　　
大蔵八幡町　　　　　

大町（五）　　　　　

中道（三）　　　　　

仲田（一）　　　　　

朝谷町　　　　　　　

朝霧町（一）　　　　

朝霧町（二）　　　　

潮見が丘（一）　　　

潮見台町（三）　　　

天ノ下町　　　　　　

天神町（三）　　　　

東垂水（二）　　　　

東朝霧丘　　　　　　

東舞子町　　　　　　

東野町　　　　　　　 桃山台（一）　　　　

桃山台（五）　　　　

桃山台（六）　　　　

南多聞台（五）　　　

南多聞台（八）　　　

美山台（一）　　　　

美山台（二）　　　　

舞子坂（一）　　　　

舞子坂（四）　　　　

舞子坂（二）　　　　

舞子台（一）　　　　

舞子台（三）　　　　
舞子台（二）　　　　

舞子台（八）　　　　
舞子台（六）　　　　

舞多聞東（一）　　　
舞多聞東（三）　　　

福田（一）　　　　　

福田（四）　　　　　

福田（二）　　　　　

平磯（三）　　　　　

北朝霧丘（一）　　　
北朝霧丘（二）　　　

北舞子（二）　　　　

本多聞（一）　　　　
本多聞（五）　　　　

本多聞（三）　　　　
本多聞（四）　　　　

本多聞（七）　　　　

本多聞（二）　　　　

本多聞（六）　　　　

名谷町　　　　　　　

野田通　　　　　　　

離宮西町（二）　　　

離宮前町（二）　　　

横尾（四）　　　　　

今寺　　　　　　　　 小束山（四）　　　　
小束山（六）　　　　

神陵台（九）　　　　

菅の台（五）　　　　
菅の台（七）　　　　

大津和（一）　　　　大津和（三）　　　　
大津和（二）　　　　南別府（三）　　　　

南別府（四）　　　　
白水（三）　　　　　 友が丘（五）　　　　

友が丘（二）　　　　
友が丘（八）　　　　

明石市役所　　　　　

人丸前駅　　　　　　

朝霧駅　　　　　　　

大蔵谷駅　　　　　　

舞子駅　　　　　　　
舞子公園駅　　　　　

西舞子駅　　　　　　

霞ヶ丘駅　　　　　　
垂水駅　　　　　　　東垂水駅　　　　　　

滝の茶屋駅　　　　　

塩屋駅　　　　　　　

須磨浦公園駅　　　　

須磨駅　　　　　　　
山陽須磨駅　　　　　

須磨寺駅　　　　　　

山陽塩屋駅　　　　　

月見山駅　　　　　　

兵庫区　　　　　　　 中央区　　　　　　　

阪神高速三号神戸線　

月見山出入口　　　　

若宮出入口　　　　　

妙法寺川　　　　　　

湊川出入口　　　　　

新湊川　　　　　　　

和田岬線　　　　　　

柳原出入口　　　　　

和田岬　　　　　　　

神戸港　　　　　　　

ポ－トアイランド線　

神戸長田出入口　　　

阪神高速神戸山手線　

長田区　　　　　　　

駒栄出入口　　　　　

地下鉄西神線　　　　

神戸高速東西線　　　

地下鉄海岸線　　　　

地下鉄山手線　　　　

若木町（一）　　　　

上細沢町　　　　　　

駅南通（二）　　　　

遠矢浜町　　　　　　

海運町（三）　　　　

外浜町（三）　　　　

苅藻通（七）　　　　

苅藻島町（一）　　　
苅藻島町（三）　　　

吉田町（二）　　　　久保町（三）　　　　

駒ヶ林町（一）　　　
駒ヶ林町（五）　　　

駒ヶ林南町　　　　　

古川町（二）　　　　

御屋敷通（三）　　　

御崎町（二）　　　　

御蔵通（七）　　　　

港島（九）　　　　　

港島（八）　　　　　

港島中町（八）　　　
港島南町（一）　　　

港島南町（五）　　　

港島南町（三）　　　

行平町（二）　　　　

若宮町（一）　　　　

出在家町（二）　　　

松風町（三）　　　　

松野通（二）　　　　

切戸町　　　　　　　

川西通（五）　　　　

前池町（四）　　　　
大手町（五）　　　　

大谷町（三）　　　　

大田町（五）　　　　

築地町　　　　　　　

東尻池町（四）　　　

東町（三）　　　　　

南駒栄町　　　　　　

梅ヶ香町（二）　　　

板宿町（三）　　　　

浜中町（二）　　　　

明和通（二）　　　　

和田崎町（一）　　　

駅前通（二）　　　　
港島（六）　　　　　

港島中町（六）　　　

三番町（三）　　　　上池田（三）　　　　

神戸中央市場　　　　

池田広町　　　　　　

池田上町　　　　　　長尾町（二）　　　　
南仲町　　　　　　　浜崎通　　　　　　　

明神町（四）　　　　

湊川ＪＣＴ　　　　　

兵庫駅　　　　　　　

鷹取駅　　　　　　　

東須磨駅　　　　　　

和田岬駅　　　　　　新長田駅　　　　　　

板宿駅　　　　　　　

南公園駅　　　　　　

みなとじま駅　　　　中埠頭駅　　　　　　

市民広場駅　　　　　

西代駅　　　　　　　

高速長田駅　　　　　
長田駅　　　　　　　

板宿駅　　　　　　　

新長田駅　　　　　　

駒ヶ林駅　　　　　　
苅藻駅　　　　　　　

御崎公園駅　　　　　

和田岬駅　　　　　　

中央市場前駅　　　　

神戸空港駅　　　　　

医療センター駅　　　

京コンピュータ前駅　

須磨海浜公園駅　　　

淡路警察署

垂水警察署

長田警察署

須磨警察署
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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▲



垂水区　　　　　　　

第二神明道路　　　　

神戸電鉄粟生線　　　

星和台　　　　　　　

ひよどり台　　　　　

妙法寺　　　　　　　

落合　　　　　　　　

白川台　　　　　　　

布施畑　　　　　　　

木見峠　　　　　　　

木見　　　　　　　　

木幡　　　　　　　　

桜が丘　　　　　　　

寺谷　　　　　　　　

太山寺　　　　　　　

名谷　　　　　　　　

前開　　　　　　　　

前開出入口　　　　　

小寺　　　　　　　　

長坂　　　　　　　　別府　　　　　　　　

永井谷ＪＣＴ　　　　

井吹　　　　　　　　

福谷　　　　　　　　

高和　　　　　　　　

明石川　　　　　　　

繁田　　　　　　　　

西神ニュ－タウン　　

池谷　　　　　　　　

櫨谷　　　　　　　　

栃木　　　　　　　　

菅野　　　　　　　　

松本　　　　　　　　

伊川谷ＪＣＴ・ＩＣ　
地下鉄西神線　　　　

伊川谷　　　　　　　

布施畑西出入口　　　
地下鉄西神延伸線　　

妙法寺出入口　　　　

阪神高速神戸山手線　

白川南出入口　　　　

しあわせの村出入口　

学園南ＩＣ　　　　　

布施畑東出入口　　　

白川ＪＣＴ　　　　　

神戸西ＩＣ　　　　　

布施畑ＪＣＴ・ＩＣ　

長坂ＩＣ　　　　　　

第二神明道路北線　　

神戸淡路鳴門自動車道

樫野台（三）　　　　樫野台（四）　　　　

樫野台（二）　　　　

春日台（三）　　　　

春日台（二）　　　　

水谷（一）　　　　　

ひよどり台（一）　　

ひよどり台（五）　　

ひよどり台（二）　　

ひよどり台南町（四）

伊川谷町上脇　　　　

井吹台西町（一）　　

井吹台西町（五）　　
井吹台西町（三）　　

井吹台西町（四）　　

井吹台西町（二）　　

井吹台西町（六）　　

井吹台東町（一）　　

井吹台東町（五）　　

井吹台東町（三）　　

井吹台東町（四）　　

井吹台東町（七）　　

井吹台東町（二）　　

井吹台東町（六）　　

井吹台北町（一）　　

井吹台北町（五）　　

井吹台北町（四）　　
井吹台北町（二）　　

押部谷町近江　　　　

押部谷町木津　　　　

押部谷町養田　　　　

横尾（五）　　　　　
横尾（三）　　　　　横尾（七）　　　　　

横尾（二）　　　　　

学園西町（五）　　　

学園西町（三）　　　学園西町（四）　　　

学園西町（七）　　　

学園西町（二）　　　

学園西町（八）　　　

学園西町（六）　　　
学園東町（一）　　　

学園東町（九）　　　

学園東町（五）　　　
学園東町（三）　　　

学園東町（四）　　　

学園東町（七）　　　

学園東町（二）　　　

学園東町（八）　　　
学園東町（六）　　　

樫野台（一）　　　　
樫野台（五）　　　　

樫野台（六）　　　　

見津が丘（一）　　　見津が丘（三）　　　
見津が丘（二）　　　

桜が丘西町（五）　　

桜が丘西町（三）　　

桜が丘西町（四）　　

桜が丘西町（二）　　

桜が丘中町（四）　　

桜が丘中町（六）　　

桜が丘東町（三）　　

桜が丘東町（四）　　
山田町小河　　　　　

山田町藍那　　　　　

室谷（一）　　　　　

室谷（二）　　　　　

車　　　　　　　　　
若草町（一）　　　　

若草町（二）　　　　

狩場台（一）　　　　狩場台（五）　　　　

狩場台（三）　　　　
狩場台（四）　　　　

狩場台（二）　　　　

秋葉台（一）　　　　

秋葉台（三）　　　　

秋葉台（二）　　　　

春日台（一）　　　　

小束山（二）　　　　

小束台　　　　　　　

神の谷（一）　　　　

神の谷（五）　　　　

神の谷（三）　　　　

神の谷（七）　　　　

神和台（一）　　　　

神和台（三）　　　　
神和台（二）　　　　

菅の台（四）　　　　

星和台（五）　　　　

星和台（七）　　　　

星和台（六）　　　　

清水台　　　　　　　

西落合（五）　　　　西落合（七）　　　　

西落合（六）　　　　

前開南町（一）　　　

前開南町（二）　　　

多聞町　　　　　　　池上（一）　　　　　池上（三）　　　　　池上（二）　　　　　

竹の台（一）　　　　

竹の台（五）　　　　

竹の台（三）　　　　

竹の台（四）　　　　
竹の台（二）　　　　

竹の台（六）　　　　

天王山　　　　　　　

東白川台（三）　　　

東白川台（四）　　　

東白川台（二）　　　

東落合（一）　　　　

東落合（三）　　　　東落合（二）　　　　

道正台（一）　　　　

南別府（一）　　　　
南別府（二）　　　　

南落合（一）　　　　
白水（一）　　　　　

白水（二）　　　　　

白川　　　　　　　　

白川台（一）　　　　
白川台（五）　　　　

白川台（三）　　　　白川台（四）　　　　

白川台（七）　　　　

白川台（六）　　　　

櫨谷町谷口　　　　　

櫨谷町友清　　　　　

美賀多台（一）　　　

美賀多台（九）　　　

美賀多台（五）　　　

美賀多台（三）　　　美賀多台（四）　　　

美賀多台（七）　　　

美賀多台（二）　　　

美賀多台（八）　　　
美賀多台（六）　　　

平野町堅田　　　　　

北別府（一）　　　　

北別府（五）　　　　北別府（三）　　　　

北別府（四）　　　　

北落合（一）　　　　

北落合（五）　　　　

北落合（三）　　　　

北落合（四）　　　　

北落合（二）　　　　

北落合（六）　　　　

名谷町　　　　　　　

弥栄台（一）　　　　

弥栄台（五）　　　　
弥栄台（三）　　　　

弥栄台（四）　　　　

弥栄台（二）　　　　

友が丘（九）　　　　友が丘（七）　　　　

竜が台（一）　　　　竜が台（四）　　　　

竜が台（七）　　　　

竜が台（二）　　　　

竜が台（六）　　　　

緑台　　　　　　　　

和井取　　　　　　　

糀台（一）　　　　　
糀台（五）　　　　　

糀台（三）　　　　　

糀台（四）　　　　　

糀台（二）　　　　　

糀台（六）　　　　　

小束山手（一）　　　

高塚台（六）　　　　

高塚台（二）　　　　

高塚台（七）　　　　

高塚台（四）　　　　

高塚台（三）　　　　

高塚台（五）　　　　

高塚台（一）　　　　

押部谷町押部　　　　

押部谷町細田　　　　
桜が丘中町（二）　　桜が丘東町（一）　　

永井谷出入口　　　　

木津駅　　　　　　　

藍那駅　　　　　　　

妙法寺駅　　　　　　

総合運動公園駅　　　学園都市駅　　　　　

名谷駅　　　　　　　

西神中央駅　　　　　

伊川谷駅　　　　　　

西神南駅　　　　　　

西区　　　　　　　　

細川中　　　　　　　

久留美　　　　　　　

与呂木　　　　　　　

宿原　　　　　　　　

小林　　　　　　　　
自由が丘　　　　　　

緑が丘　　　　　　　

志染川　　　　　　　

志染　　　　　　　　

増田　　　　　　　　

垂穂　　　　　　　　

井上　　　　　　　　

御坂　　　　　　　　

三津田　　　　　　　

戸田　　　　　　　　

中里　　　　　　　　 僧尾　　　　　　　　

▲ 論破山　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

淡河　　　　　　　　

淡河川　　　　　　　

▲ 帝釈山　　　　　　　

衝原　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

西下　　　　　　　　

▲ シフレ山　　　　　　
美穂が丘　　　　　　

西盛　　　　　　　　

▲ 雄岡山　　　　　　　

三木東ＩＣ　　　　　

三木ＪＣＴ　　　　　

さつき台（一）　　　

神出町古神　　　　　

神出町勝成　　　　　

さつき台（二）　　　

押部谷町栄　　　　　押部谷町福住　　　　

月が丘（一）　　　　

月が丘（五）　　　　
月が丘（三）　　　　
月が丘（四）　　　　

月が丘（七）　　　　
月が丘（六）　　　　高雄台　　　　　　　

細川町西　　　　　　

細川町豊地　　　　　

志染町安福田　　　　

志染町窟屋　　　　　

志染町広野（三）　　

志染町広野（四）　　

志染町広野（二）　　

志染町広野（六）　　

志染町高男寺　　　　
志染町細目　　　　　

志染町四合谷　　　　

志染町志染中　　　　

志染町西自由が丘（一

志染町西自由が丘（二

志染町青山（一）　　

志染町青山（五）　　

志染町青山（三）　　

志染町青山（四）　　

志染町青山（二）　　

志染町青山（六）　　

志染町大谷　　　　　

志染町中自由が丘（一

志染町中自由が丘（三

志染町中自由が丘（二

志染町東自由が丘（一

志染町東自由が丘（三

志染町東自由が丘（二

自由が丘本町（一）　

自由が丘本町（三）　

自由が丘本町（二）　

神出町五百蔵　　　　

淡河町勝雄　　　　　

淡河町南僧尾　　　　

淡河町北畑　　　　　

美穂が丘（四）　　　

美穂が丘（二）　　　
富士見が丘（一）　　

富士見が丘（三）　　

北山台（一）　　　　
北山台（三）　　　　

北山台（二）　　　　

緑が丘町西（一）　　

緑が丘町西（三）　　

緑が丘町西（四）　　

緑が丘町西（二）　　

緑が丘町中（一）　　

緑が丘町中（三）　　

緑が丘町中（二）　　

緑が丘町東（一）　　

緑が丘町東（三）　　

緑が丘町東（四）　　

緑が丘町東（二）　　

緑が丘町本町（一）　緑が丘町本町（二）　

淡河町北僧尾　　　　

志染駅　　　　　　　

恵比須駅　　　　　　

緑が丘駅　　　　　　

広野ゴルフ場前駅　　

押部谷駅　　　　　　
栄駅　　　　　　　　

ポ－トアイランド　　
山陽本線　　　　　　

須磨区　　　　　　　 神戸高速東西線　　　▲ 高取山　　　　　　　

相生　　　　　　　　

神戸駅　　　　　　　

長田区　　　　　　　湊川　　　　　　　　地下鉄山手線　　　　

神戸港　　　　　　　京橋出入口　　　　　

大日丘　　　　　　　
神戸　　　　　　　　

三宮　　　　　　　　兵庫区　　　　　　　 生田川出入口　　　　

山麓バイパス　　　　

摩耶出入口　　　　　

大石　　　　　　　　

新神戸駅　　　　　　

神戸電鉄有馬線　　　

▲ 高尾山　　　　　　　

▲ 菊水山　　　　　　　

▲ 再度山　　　　　　　

南五葉　　　　　　　

鈴蘭台　　　　　　　

灘区　　　　　　　　

北五葉　　　　　　　

▲ 摩耶山　　　　　　　

鶴甲　　　　　　　　

東灘区　　　　　　　
奥摩耶ドライブウェイ

広陵　　　　　　　　
▲ 石楠花山　　　　　　

ポートアイランド線　

阪神高速七号北神戸線

ハーバーハイウェイ　
摩耶ランプ　　　　　

浜手バイパス　　　　
地下鉄海岸線　　　　

天王谷ＩＣ　　　　　

鵯ＩＣ　　　　　　　

藍那出入口　　　　　

表六甲道路　　　　　

新港ランプ　　　　　

ひよどり台（三）　　

ひよどり台南町（一）

旭通（二）　　　　　

一王山町　　　　　　

烏原町　　　　　　　

渦森台（四）　　　　

雲雀ヶ丘（一）　　　

雲雀ヶ丘（三）　　　

下河原通（三）　　　

下祇園町　　　　　　

下山手通（三）　　　
下山手通（四）　　　

下山手通（八）　　　

加納町（五）　　　　

加納町（三）　　　　

花隈町　　　　　　　

花山町（二）　　　　

会下山町（一）　　　
会下山町（三）　　　

丸山町（四）　　　　

岩屋中町（二）　　　

菊水町（五）　　　　

菊水町（十）　　　　

宮丘町（一）　　　　

熊内橋通（一）　　　

熊内町（五）　　　　

熊内町（四）　　　　

君影町（一）　　　　

君影町（五）　　　　君影町（三）　　　　

桂木（二）　　　　　

元町通（五）　　　　

元町通（三）　　　　源平町　　　　　　　

五宮町　　　　　　　

五毛　　　　　　　　

五毛通（二）　　　　

御影山手（五）　　　

御影山手（三）　　　

御影山手（二）　　　

御影石町（三）　　　

御幸通（二）　　　　

港島（一）　　　　　

港島（五）　　　　　
港島（三）　　　　　

港島（四）　　　　　

港島（七）　　　　　

港島（二）　　　　　
港島中町（一）　　　

港島中町（三）　　　
港島中町（二）　　　

甲栄台（一）　　　　

甲栄台（五）　　　　

甲栄台（三）　　　　

荒田町（一）　　　　

荒田町（三）　　　　

高羽町（三）　　　　

高取山町　　　　　　

高取山町（一）　　　

高東町（一）　　　　

高徳町（三）　　　　

国香通（五）　　　　

佐比江町　　　　　　

三宮町（一）　　　　

山田町小部　　　　　

山本通（五）　　　　

山本通（三）　　　　

山本通（四）　　　　

山本通（二）　　　　

寺口町　　　　　　　

鹿松町（二）　　　　

七宮町（二）　　　　

篠原台　　　　　　　

篠原中町（五）　　　

篠原伯母野山町（三）

篠原北町（一）　　　
篠原北町（三）　　　

篠原本町（三）　　　

若葉台（一）　　　　

若葉台（三）　　　　

小倉台（六）　　　　

小野浜町　　　　　　

松宮台（一）　　　　

松宮台（二）　　　　

松本通（四）　　　　

上祇園町　　　　　　

上沢通（六）　　　　

上池田（五）　　　　

上筒井通（四）　　　

上野通（三）　　　　

城の下通（二）　　　

城内通（四）　　　　

新開地（四）　　　　

新港町　　　　　　　

新在家南町（三）　　

神仙寺通（一）　　　

神田町　　　　　　　

水道筋（二）　　　　

杉尾台（二）　　　　

星和台（一）　　　　
星和台（三）　　　　

星和台（二）　　　　

西山町（四）　　　　

西出町（二）　　　　

青谷町（四）　　　　

雪御所町　　　　　　

泉台（一）　　　　　

泉台（五）　　　　　

泉台（三）　　　　　

泉台（七）　　　　　

前原町（一）　　　　

禅昌寺町（一）　　　

曽和町（二）　　　　

惣山町（一）　　　　

惣山町（三）　　　　惣山町（四）　　　　
惣山町（二）　　　　

相生町（四）　　　　

大月台　　　　　　　

大原（一）　　　　　

大原（三）　　　　　

大原（二）　　　　　

大石東町（五）　　　

大石南町（二）　　　

大日丘町（三）　　　

大日通（二）　　　　

大和町（三）　　　　

大脇台　　　　　　　

滝山町　　　　　　　

滝谷町（二）　　　　

筑紫が丘（一）　　　

筑紫が丘（五）　　　

筑紫が丘（四）　　　

筑紫が丘（七）　　　

筑紫が丘（二）　　　

筑紫が丘（八）　　　筑紫が丘（六）　　　

中山手通（一）　　　

中山手通（八）　　　

中里町（一）　　　　

中里町（二）　　　　

長者町　　　　　　　

長峰台（一）　　　　

鶴甲（一）　　　　　

鶴甲（五）　　　　　

鶴甲（三）　　　　　
鶴甲（二）　　　　　

天王町（二）　　　　

都通（二）　　　　　

東丸山町　　　　　　
東山町（一）　　　　

東出町（一）　　　　

東川崎町（一）　　　

筒井町（三）　　　　

徳井町（五）　　　　

灘浜町　　　　　　　灘浜東町　　　　　　

灘北通（五）　　　　

南五葉（五）　　　　
南五葉（三）　　　　

南五葉（二）　　　　

楠丘町（四）　　　　

楠谷町　　　　　　　

楠町（一）　　　　　

二宮町（二）　　　　

波止場町　　　　　　

梅元町　　　　　　　

畑原通（三）　　　　

八幡町（三）　　　　

琵琶町（二）　　　　

氷室町（一）　　　　

葺合町　　　　　　　

福原町　　　　　　　

平野町　　　　　　　

片山町（三）　　　　

房王寺町（三）　　　

北五葉（五）　　　　

北五葉（七）　　　　
北五葉（二）　　　　

北山町　　　　　　　

北野町（四）　　　　

北野町（二）　　　　

摩耶海岸通（一）　　

摩耶海岸通（二）　　

摩耶山町　　　　　　

味泥町　　　　　　　

箕岡通（三）　　　　

湊山町　　　　　　　

湊川町（九）　　　　

湊川町（十）　　　　

湊町（二）　　　　　

夢野町（三）　　　　

名倉町（四）　　　　

明石町　　　　　　　

鳴子（三）　　　　　

鳴子（二）　　　　　

矢部町　　　　　　　

緑町（一）　　　　　
緑町（五）　　　　　

緑町（七）　　　　　

林山町　　　　　　　

鈴蘭台西町（一）　　

鈴蘭台西町（四）　　

鈴蘭台西町（六）　　

鈴蘭台東町（九）　　鈴蘭台東町（五）　　

鈴蘭台東町（三）　　
鈴蘭台東町（二）　　

鈴蘭台南町（九）　　

鈴蘭台南町（五）　　

鈴蘭台南町（三）　　

鈴蘭台南町（七）　　

鈴蘭台北町（九）　　

鈴蘭台北町（五）　　

鈴蘭台北町（三）　　
鈴蘭台北町（七）　　

六甲山町　　　　　　

六甲台町　　　　　　

六甲町（四）　　　　

脇浜海岸通（一）　　
脇浜海岸通（三）　　

脇浜海岸通（四）　　

脇浜海岸通（二）　　

脇浜町（二）　　　　

籠池通（三）　　　　

籠池通（七）　　　　

鶯町（二）　　　　　

鵯越筋　　　　　　　

鵯越町　　　　　　　

塚本通（五）　　　　

御影塚町（四）　　　

桂木（三）　　　　　
広陵町（一）　　　　

広陵町（五）　　　　

広陵町（三）　　　　
小倉台（四）　　　　

小倉台（七）　　　　
小倉台（二）　　　　

緑町（三）　　　　　

新神戸駅出口　　　　

神若出口　　　　　　

国道２号出入口　　　

二宮入口　　　　　　

布引ＪＣＴ　　　　　

兵庫県庁　　　　　　
神戸市役所　　　　　

神戸駅　　　　　　　

元町駅　　　　　　　

三ノ宮駅　　　　　　

新神戸駅　　　　　　

ポートターミナル駅　

丸山駅　　　　　　　

鵯越駅　　　　　　　
三宮駅　　　　　　　

春日野道駅　　　　　
新神戸駅　　　　　　

大石駅　　　　　　　

六甲駅　　　　　　　

鈴蘭台駅　　　　　　

鈴蘭台西口駅　　　　

北鈴蘭台駅　　　　　

山の街駅　　　　　　

六甲山上駅　　　　　

西鈴蘭台駅　　　　　

灘駅　　　　　　　　

王子公園駅　　　　　

六甲道駅　　　　　　

新在家駅　　　　　　

西灘駅　　　　　　　
岩屋駅　　　　　　　

北埠頭駅　　　　　　中公園駅　　　　　　

長田駅　　　　　　　

上沢駅　　　　　　　
大開駅　　　　　　　

湊川駅　　　　　　　湊川公園駅　　　　　
高速神戸駅　　　　　

西元町駅　　　　　　大倉山駅　　　　　　

県庁前駅　　　　　　

元町駅　　　　　　　

三宮駅　　　　　　　神戸三宮駅　　　　　

春日野道駅　　　　　

花隈駅　　　　　　　

貿易センター駅　　　

六甲ケーブル下駅　　

新開地駅　　　　　　

神戸三宮駅　　　　　
三宮・花時計前駅　　

旧居留地・大丸前駅　

みなと元町駅　　　　

ハーバーランド駅　　

摩耶ケーブル駅　　　

虹駅　　　　　　　　

摩耶駅　　　　　　　

神戸市　　　　　　　

有馬街道　　　　　　

六甲北有料道路　　　

山口　　　　　　　　
結場　　　　　　　　

神戸電鉄三田線　　　

五社　　　　　　　　

▲ 逢ヶ山　　　　　　　

唐櫃　　　　　　　　

吉尾　　　　　　　　

附物　　　　　　　　

柳谷　　　　　　　　

大池　　　　　　　　

幸陽　　　　　　　　

花山台　　　　　　　

谷上　　　　　　　　

▲ 金剛童子山　　　　　

屏風　　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

野瀬　　　　　　　　

神影　　　　　　　　

行原　　　　　　　　

▲ 椎子ヶ墓山　　　　　

青葉台　　　　　　　

箕谷　　　　　　　　松が枝　　　　　　　

原野　　　　　　　　

福地　　　　　　　　

東下　　　　　　　　

箕谷ＪＣＴ　　　　　

からと西出入口　　　

からと東出入口　　　

有馬口出入口　　　　

五社出入口　　　　　

北神急行北神線　　　

山陽自動車道　　　　

有馬口ＪＣＴ　　　　

柳谷ＪＣＴ　　　　　

すみれ台（一）　　　
すみれ台（三）　　　

すみれ台（二）　　　

花山中尾台（一）　　

花山中尾台（三）　　

花山中尾台（二）　　

花山東町　　　　　　

桂木（四）　　　　　

幸陽町（三）　　　　
幸陽町（二）　　　　

山口町下山口（四）　

山口町香花園　　　　

山口町阪神流通（一）
山口町阪神流通（二）

山口町上山口（一）　

山口町上山口（二）　

山田町下谷上　　　　

山田町上谷上　　　　

山田町与佐衛門新田　

小倉台（三）　　　　

松が枝町（一）　　　

松が枝町（二）　　　

西大池（一）　　　　

西大池（二）　　　　

大池見山台　　　　　

谷上西町　　　　　　
谷上東町　　　　　　谷上南町　　　　　　

淡河町中山　　　　　

淡河町東畑　　　　　

唐櫃台（一）　　　　

唐櫃台（三）　　　　

唐櫃台（四）　　　　

唐櫃台（二）　　　　

唐櫃六甲台　　　　　

東大池（三）　　　　

東大池（二）　　　　

東有野台（一）　　　東有野台（三）　　　

東有野台（四）　　　

東有野台（二）　　　

藤原台中町（一）　　

藤原台中町（五）　　

藤原台中町（三）　　藤原台中町（四）　　

藤原台中町（七）　　

藤原台中町（二）　　

藤原台中町（六）　　

藤原台南町（一）　　

藤原台南町（五）　　

藤原台南町（三）　　

藤原台南町（四）　　

藤原台南町（二）　　

藤原台北町（一）　　

藤原台北町（五）　　

藤原台北町（三）　　
藤原台北町（四）　　

藤原台北町（二）　　

藤原台北町（六）　　

日の峰（一）　　　　日の峰（三）　　　　

日の峰（四）　　　　

日の峰（二）　　　　

柏尾台　　　　　　　

八多町深谷　　　　　

北六甲台（五）　　　

有馬町　　　　　　　

有野台（一）　　　　

有野台（九）　　　　

有野台（三）　　　　

有野台（四）　　　　

有野台（七）　　　　有野台（八）　　　　

有野台（六）　　　　

有野中町（一）　　　

有野中町（三）　　　

有野中町（二）　　　

有野町唐櫃　　　　　

有野町有野　　　　　

緑町（四）　　　　　

京地（一）　　　　　

京地（二）　　　　　

山口町阪神流通（三）

八多町上小名田　　　 北六甲台（一）　　　

有野中町（四）　　　

箕谷出入口　　　　　

箕谷駅　　　　　　　

谷上駅　　　　　　　

大池駅　　　　　　　

神鉄六甲駅　　　　　

唐櫃台駅　　　　　　

有馬温泉駅　　　　　

五社駅　　　　　　　

田尾寺駅　　　　　　

有馬口駅　　　　　　

岡場駅　　　　　　　

花山駅　　　　　　　

神戸西警察署

生田警察署

神戸水上警察署

神戸北警察署

葺合警察署

兵庫県警察本部

灘警察署

兵庫警察署

有馬警察署
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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▲



三木市　　　　　　　

久米　　　　　　　　
上久米　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　

長貞　　　　　　　　

永福　　　　　　　　

森尾　　　　　　　　
栄枝　　　　　　　　

厚利　　　　　　　　

松沢　　　　　　　　東垂水　　　　　　　
吉井　　　　　　　　

新定　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

脇本　　　　　　　　

大開　　　　　　　　

細川　　　　　　　　

桃坂　　　　　　　　

東中　　　　　　　　

桾原　　　　　　　　

保木　　　　　　　　

▲ 石上山　　　　　　　

南畑　　　　　　　　

口吉川　　　　　　　

大島　　　　　　　　
吉祥寺　　　　　　　

里脇　　　　　　　　

上松　　　　　　　　

山上　　　　　　　　

渡瀬　　　　　　　　

貸潮　　　　　　　　

法光寺　　　　　　　

湯谷　　　　　　　　 西奥　　　　　　　　

吉川ＩＣ　　　　　　

実楽　　　　　　　　

ひょうご東条ＩＣ　　

小野市　　　　　　　

大開町　　　　　　　

横谷　　　　　　　　

吉川町みなぎ台（一）

吉川町みなぎ台（二）

吉川町古市　　　　　

吉川町古川　　　　　

吉川町大沢　　　　　

吉川町大畑　　　　　吉川町鍛治屋　　　　

吉川町田谷　　　　　

吉川町有安　　　　　

口吉川町久次　　　　

口吉川町笹原　　　　

口吉川町西中　　　　

口吉川町善祥寺　　　

口吉川町殿畑　　　　

口吉川町東　　　　　
口吉川町馬場　　　　

口吉川町蓮花寺　　　

口吉川町槇　　　　　

細川町高篠　　　　　

細川町高畑　　　　　

細川町瑞穂　　　　　
細川町桃津　　　　　

細川町脇川　　　　　

小沢　　　　　　　　

曽根町　　　　　　　

池田町　　　　　　　

中谷町　　　　　　　

南山（一）　　　　　

南山（三）　　　　　

南山（四）　　　　　南山（二）　　　　　

脇本町　　　　　　　

掎鹿谷　　　　　　　

藪　　　　　　　　　

加東市　　　　　　　

西脇市　　　　　　　

上比延　　　　　　　

比延　　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　
塚口　　　　　　　　

上鴨川　　　　　　　

平木　　　　　　　　

下鴨川　　　　　　　

馬瀬　　　　　　　　

▲ 三草山　　　　　　　

山ノ口　　　　　　　

上三草　　　　　　　

下久米　　　　　　　
池之内　　　　　　　

廻渕　　　　　　　　

東条湖　　　　　　　
秋津　　　　　　　　

東条川　　　　　　　

今田新田　　　　　　

蘆原新田　　　　　　

大川瀬　　　　　　　

鹿野町　　　　　　　

今田町間新田　　　　

少分谷　　　　　　　

比延町　　　　　　　

塚口町　　　　　　　

日本へそ公園駅　　　

奥谷　　　　　　　　

水上　　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

楠原　　　　　　　　

東田　　　　　　　　

市野瀬　　　　　　　

米田　　　　　　　　

稲田　　　　　　　　

金会　　　　　　　　

吉安　　　　　　　　

畑枝　　　　　　　　

上荒川　　　　　　　

上内神　　　　　　　

沢谷　　　　　　　　

東野上　　　　　　　

福島　　　　　　　　

高次　　　　　　　　

下田中　　　　　　　

三田　　　　　　　　

川除　　　　　　　　

貴志　　　　　　　　

天神　　　　　　　　

深田　　　　　　　　

池尻　　　　　　　　

赤松峠　　　　　　　

市原　　　　　　　　

簾　　　　　　　　　

日西原　　　　　　　

中大沢　　　　　　　

上大沢　　　　　　　

神付　　　　　　　　 小名田　　　　　　　

宅原　　　　　　　　

道場　　　　　　　　

平田　　　　　　　　

西宮北ＩＣ　　　　　

吉川ＪＣＴ　　　　　

神戸三田ＩＣ　　　　

大沢ＩＣ　　　　　　

神戸電鉄公園都市線　

西宮北ＩＣ　　　　　

神戸北ＩＣ　　　　　

神戸ＪＣＴ　　　　　

あかしあ台（一）　　

あかしあ台（五）　　

あかしあ台（三）　　
あかしあ台（四）　　

あかしあ台（二）　　

けやき台（一）　　　

けやき台（五）　　　けやき台（三）　　　

けやき台（四）　　　

けやき台（二）　　　

けやき台（六）　　　

さくら坂　　　　　　

すずかけ台（一）　　

すずかけ台（三）　　すずかけ台（四）　　

すずかけ台（二）　　

ゆりのき台（一）　　

ゆりのき台（三）　　ゆりのき台（四）　　

ゆりのき台（二）　　

駅前町　　　　　　　

横山町　　　　　　　

下深田　　　　　　　

学園（五）　　　　　

学園（三）　　　　　

学園（七）　　　　　

学園（二）　　　　　

学園（八）　　　　　

学園（六）　　　　　

吉川町毘沙門　　　　

吉川町福吉　　　　　

狭間が丘（一）　　　

狭間が丘（五）　　　

狭間が丘（三）　　　

狭間が丘（四）　　　狭間が丘（二）　　　

高次（一）　　　　　

高次（二）　　　　　

三田町　　　　　　　

三輪（一）　　　　　

三輪（三）　　　　　

三輪（四）　　　　　

三輪（二）　　　　　

山口町下山口（一）　

山口町名来（一）　　

山口町名来（二）　　

寺村町　　　　　　　

鹿の子台南町（一）　

鹿の子台南町（五）　

鹿の子台南町（三）　
鹿の子台南町（四）　

鹿の子台南町（二）　

鹿の子台南町（六）　

鹿の子台北町（一）　
鹿の子台北町（五）　

鹿の子台北町（三）　鹿の子台北町（四）　

鹿の子台北町（七）　
鹿の子台北町（二）　

鹿の子台北町（八）　

鹿の子台北町（六）　

菖蒲が丘（一）　　　

菖蒲が丘（二）　　　

上深田　　　　　　　

上津台（一）　　　　

上津台（三）　　　　

上津台（四）　　　　

上津台（二）　　　　

上津台（六）　　　　

成谷　　　　　　　　

西山（一）　　　　　

西山（二）　　　　　

西野上　　　　　　　

赤松台（一）　　　　

赤松台（二）　　　　

相生町　　　　　　　

対中町　　　　　　　

中央町　　　　　　　天神（三）　　　　　

道場町日下部　　　　

南が丘（一）　　　　

南が丘（二）　　　　

馬渡　　　　　　　　

八景町　　　　　　　

八多町下小名田　　　

富士が丘（一）　　　

富士が丘（五）　　　

富士が丘（三）　　　

富士が丘（四）　　　
富士が丘（二）　　　富士が丘（六）　　　

武庫が丘（一）　　　

武庫が丘（三）　　　

武庫が丘（四）　　　

武庫が丘（七）　　　

武庫が丘（二）　　　

武庫が丘（八）　　　

武庫が丘（六）　　　弥生が丘（一）　　　

弥生が丘（五）　　　

弥生が丘（三）　　　

弥生が丘（四）　　　

弥生が丘（二）　　　

弥生が丘（六）　　　

友が丘（一）　　　　

友が丘（三）　　　　友が丘（二）　　　　

有野町二郎　　　　　

ゆりのき台（五）　　

三田市役所　　　　　

横山駅　　　　　　　

二郎駅　　　　　　　

道場南口駅　　　　　

神鉄道場駅　　　　　

三田本町駅　　　　　

三田駅　　　　　　　

新三田駅　　　　　　

フラワータウン駅　　

南ウッディタウン駅　

ウッディタウン中央駅

三田市　　　　　　　

新田　　　　　　　　

釜屋　　　　　　　　

東庄　　　　　　　　

立杭　　　　　　　　

▲ 虚空蔵山　　　　　　

休場　　　　　　　　

古森　　　　　　　　

▲ 奥山　　　　　　　　

上本庄　　　　　　　

藍本　　　　　　　　

三本峠　　　　　　　

相野　　　　　　　　

▲ 穴口山　　　　　　　

四ツ辻　　　　　　　

東本庄　　　　　　　

▲ 茗荷谷山　　　　　　

須磨田　　　　　　　

上青野　　　　　　　

▲ 千丈寺山　　　　　　

乙原　　　　　　　　

下青野　　　　　　　

尼寺　　　　　　　　

琴引峠　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

末　　　　　　　　　

東山　　　　　　　　

井ノ草　　　　　　　

溝口　　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

井沢　　　　　　　　

中内神　　　　　　　

▲ 城ヶ岡　　　　　　　

三田西ＩＣ　　　　　

つつじが丘南（四）　
つつじが丘北（三）　

吉川町冨岡　　　　　

つつじが丘南（一）　

つつじが丘南（三）　

つつじが丘南（二）　

つつじが丘北（一）　
つつじが丘北（四）　

つつじが丘北（二）　

テクノパーク　　　　

ゆりのき台（六）　　
下井沢　　　　　　　

下相野　　　　　　　

下内神　　　　　　　

宮脇　　　　　　　　

広沢　　　　　　　　

今田町下立杭　　　　

今田町上立杭　　　　

上井沢　　　　　　　

上相野　　　　　　　

西相野　　　　　　　

草野　　　　　　　　

大畑　　　　　　　　
洞　　　　　　　　　

相野駅　　　　　　　

藍本駅　　　　　　　

草野駅　　　　　　　

広野駅　　　　　　　

三田警察署
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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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芦屋市　　　　　　　

阪神高速三号神戸線　

山陽新幹線　　　　　

御影　　　　　　　　

本山　　　　　　　　
深江　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

魚崎　　　　　　　　

六甲アイランド　　　

大阪湾　　　　　　　

芦屋　　　　　　　　

阪神電鉄本線　　　　

阪急神戸線　　　　　

岩園　　　　　　　　殿山　　　　　　　　

阪急甲陽線　　　　　
南郷　　　　　　　　

西宮　　　　　　　　

阪急今津線　　　　　

西宮ＩＣ　　　　　　

甲子園　　　　　　　

尼崎西宮芦屋港　　　

深江出入口　　　　　

芦屋出入口　　　　　
西宮出入口　　　　　

六甲アイランド線　　

六甲アイランド北出入

鳴尾浜出入口　　　　

魚崎浜出入口　　　　
住吉浜出入口　　　　

甲子園浜出入口　　　深江浜出入口　　　　

南芦屋浜出入口　　　

西宮浜出入口　　　　
阪神高速五号湾岸線　

魚崎出入口　　　　　

渦森台（二）　　　　

鴨子ヶ原（三）　　　

御影町西平野　　　　

御影塚町（一）　　　

安井町　　　　　　　

伊勢町　　　　　　　

羽衣町　　　　　　　

雲井町　　　　　　　

越水町　　　　　　　

奥山　　　　　　　　

岡本（一）　　　　　岡本（三）　　　　　

岡本（七）　　　　　

岡本（八）　　　　　

岡本（六）　　　　　

屋敷町　　　　　　　

下葭原町　　　　　　

海洋町　　　　　　　

鴨子ヶ原（二）　　　

瓦林町　　　　　　　岩園町　　　　　　　
久出ヶ谷町　　　　　

久保町　　　　　　　

宮西町　　　　　　　

宮川町　　　　　　　

宮塚町　　　　　　　

弓場町　　　　　　　

魚崎西町（二）　　　

魚崎中町（一）　　　

魚崎中町（三）　　　魚崎南町（一）　　　

魚崎南町（三）　　　
魚崎南町（四）　　　

魚崎浜町　　　　　　

魚崎北町（三）　　　

魚崎北町（七）　　　

郷免町　　　　　　　

業平町　　　　　　　

月若町　　　　　　　

建石町　　　　　　　

古川町　　　　　　　

呉川町　　　　　　　
御影山手（一）　　　

御影石町（一）　　　

御影中町（一）　　　
御影中町（四）　　　

御影中町（六）　　　

御影町郡家　　　　　

御影浜町　　　　　　

御影本町（三）　　　

御影本町（四）　　　御影本町（八）　　　

公光町　　　　　　　

向洋町西（一）　　　

向洋町西（五）　　　

向洋町西（三）　　　
向洋町西（四）　　　

向洋町西（二）　　　

向洋町西（六）　　　

向洋町中（一）　　　向洋町中（五）　　　

向洋町中（三）　　　
向洋町中（四）　　　向洋町中（七）　　　

向洋町中（二）　　　

向洋町中（八）　　　

向洋町中（六）　　　

向洋町東（一）　　　
向洋町東（三）　　　

向洋町東（四）　　　

向洋町東（二）　　　

江上町　　　　　　　

甲子園浦風町　　　　

甲子園九番町　　　　

甲子園五番町　　　　

甲子園口（四）　　　
甲子園口（六）　　　

甲子園三番町　　　　

甲子園七番町　　　　甲子園町　　　　　　

甲子園浜（一）　　　

甲子園浜田町　　　　

甲南町（三）　　　　

甲風園（一）　　　　

荒戎町　　　　　　　

高須町（一）　　　　

高須町（二）　　　　

今津久寿川町　　　　

今津出在家町　　　　

今津真砂町　　　　　

今津西浜町　　　　　今津巽町　　　　　　

桜谷町　　　　　　　

三条南町　　　　　　

山芦屋町　　　　　　

山手町　　　　　　　

枝川町　　　　　　　

室川町　　　　　　　

若宮町　　　　　　　

若松町　　　　　　　

若葉町　　　　　　　

住吉宮町（五）　　　

住吉宮町（三）　　　

住吉宮町（二）　　　住吉宮町（六）　　　

住吉山手（九）　　　

住吉山手（五）　　　

住吉山手（二）　　　

住吉山手（八）　　　

住吉山手（六）　　　

住吉台　　　　　　　

住吉東町（三）　　　
住吉東町（四）　　　

住吉南町（一）　　　

住吉南町（三）　　　
住吉南町（二）　　　

住吉浜町　　　　　　

住吉本町（一）　　　
住吉本町（三）　　　

住吉本町（二）　　　

松ヶ丘町　　　　　　

松ノ内町　　　　　　

松園町　　　　　　　

松山町　　　　　　　

松浜町　　　　　　　

上甲子園（一）　　　
上甲子園（五）　　　

上甲子園（三）　　　

上田西町　　　　　　

上鳴尾町　　　　　　

上葭原町　　　　　　

城山　　　　　　　　

新浜町　　　　　　　

森下町　　　　　　　

森南町（一）　　　　
森南町（二）　　　　

森北町（四）　　　　

森北町（七）　　　　

森北町（六）　　　　

深江南町（一）　　　

深江南町（四）　　　

深江浜町　　　　　　

深江北町（一）　　　

深江北町（二）　　　

深江本町（三）　　　

深谷町　　　　　　　

神垣町　　　　　　　

神楽町　　　　　　　

神祇官町　　　　　　

親王塚町　　　　　　翠ヶ丘町　　　　　　

清水町　　　　　　　

精道町　　　　　　　

西芦屋町　　　　　　

西岡本（一）　　　　

西岡本（五）　　　　
西岡本（四）　　　　

西岡本（七）　　　　

西岡本（二）　　　　

西宮浜（一）　　　　

西宮浜（三）　　　　

西宮浜（四）　　　　
西宮浜（二）　　　　

西山町　　　　　　　

西蔵町　　　　　　　

西田町　　　　　　　

西福町　　　　　　　

青木（五）　　　　　
青木（四）　　　　　

青木（二）　　　　　

青木町　　　　　　　

石在町　　　　　　　
川西町　　　　　　　 川添町　　　　　　　

川東町　　　　　　　

船戸町　　　　　　　

前田町　　　　　　　

前浜町　　　　　　　

打出小槌町　　　　　

大井手町　　　　　　

大屋町　　　　　　　

大原町　　　　　　　

大東町　　　　　　　

大畑町　　　　　　　

大桝町　　　　　　　

竹園町　　　　　　　

茶屋之町　　　　　　

中須佐町　　　　　　
中前田町　　　　　　

中島町　　　　　　　

朝日ヶ丘町　　　　　

潮見町　　　　　　　

津知町　　　　　　　

津田町　　　　　　　

津門綾羽町　　　　　
津門仁辺町　　　　　

津門西口町　　　　　津門大箇町　　　　　

津門大塚町　　　　　津門飯田町　　　　　

殿山町　　　　　　　
田代町　　　　　　　

田中町（一）　　　　
田中町（三）　　　　

田中町（四）　　　　

東芦屋町　　　　　　

東町（一）　　　　　

東町（二）　　　　　

南宮町　　　　　　　

南甲子園（二）　　　

南昭和町　　　　　　

南浜町　　　　　　　

楠町　　　　　　　　

浜芦屋町　　　　　　

浜甲子園（一）　　　浜甲子園（三）　　　

浜松原町　　　　　　

浜風町　　　　　　　

分銅町　　　　　　　

平松町　　　　　　　

平田町　　　　　　　

平木町　　　　　　　

北昭和町　　　　　　

北青木（四）　　　　
北青木（二）　　　　

堀切町　　　　　　　

本山中町（三）　　　
本山中町（四）　　　

本山南町（三）　　　

本山南町（六）　　　

本山北町（五）　　　

本山北町（二）　　　

本庄町（二）　　　　

満池谷町　　　　　　

鳴尾町（五）　　　　

鳴尾町（二）　　　　

鳴尾浜（一）　　　　鳴尾浜（三）　　　　

鳴尾浜（二）　　　　

柳本町　　　　　　　

陽光町　　　　　　　

両度町　　　　　　　

涼風町　　　　　　　

和上町　　　　　　　

高塚町　　　　　　　

丸橋町　　　　　　　

菊谷町　　　　　　　

剣谷　　　　　　　　
広田町　　　　　　　高木西町　　　　　　高木東町　　　　　　

石刎町　　　　　　　大社町　　　　　　　
大森町　　　　　　　

能登町　　　　　　　
樋之池町　　　　　　 北口町　　　　　　　

北名次町　　　　　　
老松町　　　　　　　

芦屋市役所　　　　　

西宮市役所　　　　　

西宮北口駅　　　　　

鳴尾武庫川女子大前駅

深江駅　　　　　　　

芦屋駅　　　　　　　

今津駅　　　　　　　

阪神国道駅　　　　　

夙川駅　　　　　　　

苦楽園口駅　　　　　

西宮駅　　　　　　　

魚崎駅　　　　　　　

青木駅　　　　　　　

御影駅　　　　　　　

岡本駅　　　　　　　

摂津本山駅　　　　　

打出駅　　　　　　　

久寿川駅　　　　　　

香櫨園駅　　　　　　

石屋川駅　　　　　　

甲子園駅　　　　　　

芦屋川駅　　　　　　

芦屋駅　　　　　　　

西宮駅　　　　　　　

マリンパーク駅　　　

アイランドセンター駅

アイランド北口駅　　

南魚崎駅　　　　　　

住吉駅　　　　　　　

甲南山手駅　　　　　

さくら夙川駅　　　　

伊丹市　　　　　　　
西宮市　　　　　　　

中国自動車道　　　　

芦有ドライブウェイ　

中山台　　　　　　　

今里　　　　　　　　

宝塚ＩＣ　　　　　　
小浜　　　　　　　　

宝塚　　　　　　　　

高松　　　　　　　　

高司　　　　　　　　

野上　　　　　　　　

湯本　　　　　　　　

川面　　　　　　　　

▲ 岩倉山　　　　　　　

名塩　　　　　　　　

東久保　　　　　　　

▲ 畑山　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

蓬莱峡　　　　　　　

鷲林寺　　　　　　　
▲ 甲山　　　　　　　　

段上　　　　　　　　

樋之口　　　　　　　

大市　　　　　　　　

門戸　　　　　　　　

上ヶ原　　　　　　　甲陽園　　　　　　　

苦楽園　　　　　　　

▲ ごろごろ岳　　　　　

▲ 六甲山　　　　　　　

有馬　　　　　　　　

西宮山口南出入口　　

西宮山口東出入口　　

西宮山口ＪＣＴ　　　

山口町上山口（三）　

山口町上山口（四）　

山口町中野　　　　　

北六甲　　　　　　　

北六甲台（四）　　　

すみれガ丘（一）　　

すみれガ丘（三）　　
すみれガ丘（二）　　

ゆずり葉台（一）　　

ゆずり葉台（二）　　

愛宕山　　　　　　　

旭町（一）　　　　　

旭町（三）　　　　　

旭町（二）　　　　　

安倉西（二）　　　　

安倉中（一）　　　　

安倉北（二）　　　　

伊孑志（三）　　　　

一ヶ谷町　　　　　　

一里山町　　　　　　

栄町（一）　　　　　

栄町（三）　　　　　

塩瀬町生瀬　　　　　

奥池町　　　　　　　奥池南町　　　　　　

奥畑　　　　　　　　

下大市東町　　　　　

花の峯　　　　　　　

亀井町　　　　　　　

逆瀬川（一）　　　　

逆瀬台（一）　　　　

逆瀬台（五）　　　　

逆瀬台（二）　　　　
逆瀬台（六）　　　　

宮の町　　　　　　　

苦楽園一番町　　　　苦楽園五番町　　　　

苦楽園三番町　　　　
苦楽園二番町　　　　

駒の町　　　　　　　

月見山（二）　　　　

剣谷町　　　　　　　

五月ヶ丘　　　　　　

御所の前町　　　　　

御殿山（三）　　　　

御殿山（四）　　　　

御殿山（二）　　　　

光ガ丘（一）　　　　

光ガ丘（二）　　　　

光明町　　　　　　　

向月町　　　　　　　

甲山町　　　　　　　

甲東園（一）　　　　

甲陽園山王町　　　　甲陽園西山町　　　　

甲陽園東山町　　　　

甲陽園本庄町　　　　

甲陽園目神山町　　　

紅葉ガ丘　　　　　　

荒木町　　　　　　　

高座町　　　　　　　

高司（一）　　　　　高司（五）　　　　　

高司（三）　　　　　

高松町　　　　　　　

甑岩町　　　　　　　

今里町　　　　　　　

桜ガ丘　　　　　　　

山口町下山口　　　　

山口町金仙寺　　　　

山口町上山口　　　　

獅子ヶ口町　　　　　

鹿塩（二）　　　　　

社町　　　　　　　　

寿楽荘　　　　　　　

小浜（一）　　　　　

小浜（五）　　　　　

小浜（三）　　　　　

小林（一）　　　　　

小林（五）　　　　　

小林（三）　　　　　

松風町　　　　　　　

上ヶ原一番町　　　　

上ヶ原九番町　　　　

上ヶ原三番町　　　　

上ヶ原山手町　　　　

上ヶ原七番町　　　　

上ヶ平　　　　　　　

上甲東園（一）　　　上甲東園（三）　　　 上大市（五）　　　　

上大市（四）　　　　上大市（二）　　　　

上之町　　　　　　　

新甲陽町　　　　　　

神園町　　　　　　　

神原　　　　　　　　

神呪町　　　　　　　

仁川月見ガ丘　　　　
仁川高丸（一）　　　

仁川高丸（三）　　　

仁川高台（一）　　　

仁川台　　　　　　　

仁川団地　　　　　　

仁川町（一）　　　　

仁川町（五）　　　　仁川町（三）　　　　

仁川町（六）　　　　

仁川百合野町　　　　

仁川北（二）　　　　

星の荘　　　　　　　

清荒神（一）　　　　

清荒神（三）　　　　清荒神（二）　　　　

清瀬台　　　　　　　

生瀬高台　　　　　　

生瀬町（一）　　　　
生瀬町（二）　　　　

生瀬東町　　　　　　

生瀬武庫川町　　　　

西平町　　　　　　　

青葉台（一）　　　　

青葉台（二）　　　　

千種（一）　　　　　
千種（三）　　　　　

千種（四）　　　　　

川面（一）　　　　　

川面（五）　　　　　

川面（三）　　　　　

川面（六）　　　　　

泉ガ丘　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

大吹町　　　　　　　
大成町　　　　　　　

段上町（一）　　　　

段上町（五）　　　　

段上町（七）　　　　
段上町（二）　　　　

中筋山手（七）　　　

中筋山手（二）　　　中筋山手（六）　　　

中山五月台（一）　　

中山桜台（三）　　　

中山桜台（二）　　　

中山寺（三）　　　　

中山台（一）　　　　中山台（二）　　　　

中州（二）　　　　　

中野町　　　　　　　

長寿ガ丘　　　　　　

鶴の荘　　　　　　　

田近野町　　　　　　

東山台（一）　　　　
東山台（二）　　　　

東洋町　　　　　　　

湯元町　　　　　　　

湯本町　　　　　　　

南口（二）　　　　　

売布（一）　　　　　

売布ガ丘　　　　　　

売布きよしガ丘　　　

売布東の町　　　　　

柏堂西町　　　　　　
柏堂町　　　　　　　

樋ノ口町（二）　　　

美座（二）　　　　　

美作町　　　　　　　

武庫山（一）　　　　

武庫山（二）　　　　武庫川町　　　　　　

伏原町　　　　　　　

福井町　　　　　　　

米谷（一）　　　　　

米谷（二）　　　　　

宝松苑　　　　　　　

宝生ヶ丘（一）　　　
宝生ヶ丘（二）　　　

宝梅（二）　　　　　

豊楽町　　　　　　　

本山町森　　　　　　

末成町　　　　　　　

名塩（一）　　　　　

名塩（三）　　　　　

名塩（二）　　　　　名塩ガーデン　　　　
名塩山荘　　　　　　 名塩新町　　　　　　

名塩南台（一）　　　

名塩南台（三）　　　
名塩南台（四）　　　

名塩南台（二）　　　

名塩平成台　　　　　

名塩木之元　　　　　

門戸岡田町　　　　　

門戸荘　　　　　　　

門戸東町　　　　　　

門前町　　　　　　　

野上（一）　　　　　

野上（五）　　　　　
野上（三）　　　　　

野上（四）　　　　　

野上（六）　　　　　

薬師町　　　　　　　

緑川　　　　　　　　

六軒町　　　　　　　

六麓荘町　　　　　　

鷲林寺（一）　　　　
鷲林寺（二）　　　　

鷲林寺町　　　　　　

鷲林寺南町　　　　　

北六甲台（三）　　　
北六甲台（二）　　　

中山五月台（三）　　
中山桜台（四）　　　東山台（三）　　　　名塩茶園町　　　　　名塩東久保　　　　　

宝塚市役所　　　　　

甲陽園駅　　　　　　

仁川駅　　　　　　　

小林駅　　　　　　　

逆瀬川駅　　　　　　

清荒神駅　　　　　　

売布神社駅　　　　　

生瀬駅　　　　　　　

門戸厄神駅　　　　　

中山観音駅　　　　　

甲東園駅　　　　　　

宝塚駅　　　　　　　

宝塚南口駅　　　　　

西宮名塩駅　　　　　

汐見橋　　　　　　　波除出入口　　　　　
安治川出入口　　　　 四つ橋入口　　　　　

港区　　　　　　　　島屋　　　　　　　　 九条　　　　　　　　 四ッ橋　　　　　　　

九條出口　　　　　　本田入口　　　　　　桜島線　　　　　　　

阿波座出入口　　　　阿波座駅　　　　　　西本町　　　　　　　此花区　　　　　　　梅香　　　　　　　　

川口１　　　　　　　
中之島西出入口　　　

大阪環状線　　　　　尼崎港　　　　　　　 地下鉄千日前線　　　

地下鉄四つ橋線　　　

福島区　　　　　　　肥後橋　　　　　　　中之島入口　　　　　
野田阪神　　　　　　阪神西大阪線　　　　 海老江出入口　　　　西島　　　　　　　　

浄正橋　　　　　　　

桜橋　　　　　　　　福島出入口　　　　　梅田出入口　　　　　

大阪駅　　　　　　　姫島　　　　　　　　神崎川　　　　　　　大和田西　　　　　　

姫島出入口　　　　　
第二阪神国道　　　　

済生会病院　　　　　西淀川区　　　　　　大和田出入口　　　　
野里　　　　　　　　高速西宮線　　　　　

尼崎東出口　　　　　 歌島橋　　　　　　　
阪神武庫川線　　　　 塚本出入口　　　　　

佃　　　　　　　　　

新北野　　　　　　　塚本　　　　　　　　
尼崎西出入口　　　　

武庫川出入口　　　　 御幣島　　　　　　　
十三　　　　　　　　

長洲　　　　　　　　
加島出入口　　　　　

北方貨物線　　　　　

三津屋　　　　　　　難波　　　　　　　　 淀川区　　　　　　　西大島　　　　　　　
加島　　　　　　　　

尼崎市　　　　　　　
尼崎　　　　　　　　

七松　　　　　　　　

三国　　　　　　　　
立花　　　　　　　　

尼崎ＩＣ　　　　　　

上坂部　　　　　　　 豊南　　　　　　　　
庄内　　　　　　　　豊中南出入口　　　　

豊中ＩＣ　　　　　　武庫　　　　　　　　

中島出入口　　　　　

尼崎末広出入口　　　

尼崎東海岸出入口　　

西長堀出入口　　　　

島屋出入口　　　　　

正蓮寺川出入口　　　

大開出入口　　　　　

海老江ＪＣＴ　　　　

地下鉄長堀鶴見緑地線

東西線　　　　　　　

ＪＲ東西線　　　　　

京阪中之島線　　　　

阪神なんば線　　　　

笠屋町　　　　　　　

甲子園一番町　　　　

甲子園口（三）　　　

松並町　　　　　　　

上田中町　　　　　　

二見町　　　　　　　

平左衛門町　　　　　

鳴尾町（一）　　　　

里中町（一）　　　　 昭和通　　　　　　　
神田南通　　　　　　神田北通　　　　　　

阿波座（一）　　　　

稲葉元町（三）　　　

稲葉元町（二）　　　

稲葉荘（一）　　　　

稲葉荘（四）　　　　

稲葉荘（二）　　　　

下坂部（三）　　　　
下坂部（二）　　　　

加島（一）　　　　　

加島（三）　　　　　
加島（四）　　　　　

歌島（三）　　　　　

歌島（四）　　　　　

歌島（二）　　　　　

花川（一）　　　　　

花川（二）　　　　　

海老江（三）　　　　

海老江（七）　　　　
海老江（二）　　　　海老江（八）　　　　

開明町（二）　　　　

梶ヶ島　　　　　　　

丸島町　　　　　　　

吉野（一）　　　　　

吉野（五）　　　　　

吉野（三）　　　　　

吉野（四）　　　　　

久々知（一）　　　　

久々知（三）　　　　
久々知西町（二）　　

宮原（五）　　　　　
宮原（四）　　　　　

宮内町（二）　　　　

京町堀（二）　　　　

境川（二）　　　　　

玉川（二）　　　　　

琴浦町　　　　　　　

金楽寺町（一）　　　

金楽寺町（二）　　　

九条（三）　　　　　

九条南（一）　　　　

九条南（三）　　　　
九条南（四）　　　　

九条南（二）　　　　

栗山町（一）　　　　
栗山町（二）　　　　

建家町　　　　　　　

元浜町（一）　　　　

元浜町（五）　　　　

元浜町（三）　　　　

戸ノ内町（五）　　　

戸ノ内町（三）　　　戸ノ内町（六）　　　

戸崎町　　　　　　　

御幣島（一）　　　　

御幣島（五）　　　　

御幣島（三）　　　　御幣島（四）　　　　

御幣島（二）　　　　

御幣島（六）　　　　
杭瀬寺島（一）　　　

杭瀬南新町（二）　　

杭瀬北新町（三）　　

杭瀬本町（一）　　　

江戸堀（一）　　　　

江戸堀（三）　　　　

甲子園口（一）　　　甲子園口（二）　　　

甲子園口北町　　　　

高見（一）　　　　　

高見（三）　　　　　

高見（二）　　　　　

高田町　　　　　　　

今福（一）　　　　　
今福（二）　　　　　菜切山町　　　　　　

鷺洲（一）　　　　　

鷺洲（五）　　　　　

鷺洲（三）　　　　　

鷺洲（二）　　　　　

三国（二）　　　　　

三国本町（一）　　　

三国本町（三）　　　

三津屋中（二）　　　

三津屋南（三）　　　
三津屋南（二）　　　

三津屋北（一）　　　

三津屋北（二）　　　

三反田町（三）　　　三反田町（二）　　　

三和町（三）　　　　

四貫島（二）　　　　

次屋（一）　　　　　

次屋（三）　　　　　

次屋（二）　　　　　

七松町（一）　　　　
七松町（三）　　　　七松町（二）　　　　

若王寺（三）　　　　

十三元今里（一）　　

十三東（一）　　　　

十三東（三）　　　　

十三本町（一）　　　

十三本町（二）　　　

十八条（一）　　　　
十八条（三）　　　　

十八条（二）　　　　

出来島（三）　　　　

春日出中（二）　　　

春日出南（二）　　　

春日出北（三）　　　

小松西町（二）　　　小松町（二）　　　　
小松東町（二）　　　

小松南町（一）　　　

小松北町（二）　　　

小曽根町（三）　　　

小中島（三）　　　　

庄内栄町（五）　　　

庄内栄町（三）　　　庄内幸町（三）　　　

庄内西町（四）　　　

庄内東町（四）　　　
庄内宝町（一）　　　

庄内宝町（二）　　　

庄本町（三）　　　　

昭和通（一）　　　　

上ノ島町（三）　　　

上ノ島町（二）　　　 上坂部（三）　　　　上坂部（二）　　　　

上田東町　　　　　　

常吉（一）　　　　　

常光寺（一）　　　　常光寺（四）　　　　

常光寺（二）　　　　

新高（一）　　　　　

新高（五）　　　　　

新高（三）　　　　　

新高（四）　　　　　

新高（二）　　　　　

新町（一）　　　　　
新町（三）　　　　　

新北野（三）　　　　

新北野（二）　　　　

神崎町　　　　　　　

神州町　　　　　　　

水堂町（一）　　　　

水堂町（三）　　　　
水堂町（四）　　　　水堂町（二）　　　　

水明町　　　　　　　

崇徳院（三）　　　　

崇徳院（二）　　　　

西宮原（一）　　　　

西宮原（二）　　　　

西九条（一）　　　　

西九条（五）　　　　

西九条（六）　　　　

西向島町　　　　　　

西高洲町　　　　　　

西三国（一）　　　　

西三国（三）　　　　

西三国（四）　　　　

西三国（二）　　　　

西松島町　　　　　　

西川（一）　　　　　

西川（二）　　　　　

西大物町　　　　　　

西中島（二）　　　　

西中島（六）　　　　

西長洲町（一）　　　

西長洲町（三）　　　西長洲町（二）　　　

西島（一）　　　　　

西島（二）　　　　　

西難波町（一）　　　

西難波町（五）　　　

西難波町（三）　　　

西本町（一）　　　　

西本町（三）　　　　

西立花町（一）　　　

西立花町（三）　　　

西立花町（二）　　　

千舟（一）　　　　　
千舟（三）　　　　　

千成町（二）　　　　

千代崎（一）　　　　

千代崎（二）　　　　

川口（四）　　　　　

川口（二）　　　　　

扇町　　　　　　　　

善法寺町　　　　　　

大開（一）　　　　　大開（三）　　　　　

大開（四）　　　　　

大高洲町　　　　　　

大黒町（一）　　　　

大黒町（三）　　　　

大庄西町（一）　　　

大庄西町（三）　　　

大庄西町（四）　　　

大庄西町（二）　　　
大庄川田町　　　　　

大庄中通（二）　　　

大庄北（一）　　　　

大庄北（五）　　　　

大庄北（三）　　　　

大庄北（四）　　　　

大西町（二）　　　　

大島（一）　　　　　
大島（三）　　　　　

大島（二）　　　　　

大島町（三）　　　　

大島町（二）　　　　

大浜町（一）　　　　
大浜町（二）　　　　

大物町（一）　　　　

大野（三）　　　　　

大野（二）　　　　　

大淀中（一）　　　　

大淀中（五）　　　　
大淀中（三）　　　　

大淀北（一）　　　　

大和田（一）　　　　

大和田（四）　　　　

大和田（六）　　　　

池開町　　　　　　　

築地（五）　　　　　
築地（二）　　　　　

竹島（二）　　　　　

中津（三）　　　　　

中津（六）　　　　　

中島（一）　　　　　

中島（二）　　　　　

中之島（五）　　　　

中之島（四）　　　　

中浜町　　　　　　　

朝日（二）　　　　　

潮江（一）　　　　　潮江（五）　　　　　

潮江（三）　　　　　

潮江（二）　　　　　

長洲西通（一）　　　

長洲中通（三）　　　

長洲中通（二）　　　

長洲東通（一）　　　長洲本通（一）　　　

佃（一）　　　　　　

佃（五）　　　　　　
佃（三）　　　　　　

佃（四）　　　　　　

佃（七）　　　　　　

佃（二）　　　　　　

鶴町　　　　　　　　

伝法（一）　　　　　伝法（五）　　　　　伝法（二）　　　　　

伝法（六）　　　　　

田川（三）　　　　　

田川（二）　　　　　田川北（三）　　　　
田川北（二）　　　　

島屋（一）　　　　　

島屋（五）　　　　　

島屋（三）　　　　　島屋（二）　　　　　

島屋（六）　　　　　

島江町（一）　　　　島江町（二）　　　　

東園田町（八）　　　

東海岸町　　　　　　

東向島西之町　　　　
東向島東之町　　　　

東高洲町　　　　　　

東桜木町　　　　　　

東三国（四）　　　　

東三国（六）　　　　

東七松町（一）　　　

東初島町　　　　　　

東大物町（二）　　　

東難波町（五）　　　

東難波町（三）　　　

東難波町（四）　　　

東浜町　　　　　　　

東本町（四）　　　　

東鳴尾町（一）　　　

東鳴尾町（二）　　　

堂島（二）　　　　　

道意町（三）　　　　

道意町（七）　　　　道意町（六）　　　　

酉島（一）　　　　　

酉島（五）　　　　　

酉島（三）　　　　　

酉島（四）　　　　　

酉島（六）　　　　　

南七松町（一）　　　

南初島町　　　　　　

南竹谷町（二）　　　

南武庫之荘（九）　　
南武庫之荘（五）　　

南武庫之荘（三）　　

南武庫之荘（四）　　

南武庫之荘（七）　　

南武庫之荘（十）　　

南武庫之荘（十二）　

南武庫之荘（二）　　

南堀江（一）　　　　
南堀江（三）　　　　

南堀江（四）　　　　

二葉町（一）　　　　

二葉町（二）　　　　

日出町（二）　　　　

波除（四）　　　　　

波除（二）　　　　　

梅香（一）　　　　　梅香（三）　　　　　

梅田（一）　　　　　
梅田（三）　　　　　

柏里（三）　　　　　

尾浜町（一）　　　　
尾浜町（三）　　　　尾浜町（二）　　　　

姫島（一）　　　　　

姫島（三）　　　　　

姫島（四）　　　　　

姫島（二）　　　　　
姫島（六）　　　　　

姫里（一）　　　　　

姫里（三）　　　　　

姫里（二）　　　　　

百島（一）　　　　　百島（二）　　　　　

浜田町（五）　　　　

浜田町（三）　　　　

浜田町（二）　　　　
扶桑町　　　　　　　

福町（一）　　　　　

福町（三）　　　　　

福町（二）　　　　　

福島（四）　　　　　

福島（七）　　　　　

福島（六）　　　　　

弁天（一）　　　　　弁天（四）　　　　　

弁天（六）　　　　　

蓬川町　　　　　　　

豊南町西（五）　　　
豊南町南（一）　　　

豊南町南（五）　　　

北港（一）　　　　　

北初島町　　　　　　

北城内　　　　　　　

北大物町　　　　　　
北竹谷町（三）　　　

北堀江（一）　　　　

北堀江（四）　　　　

末広町（二）　　　　

名神町（二）　　　　

木川西（一）　　　　

木川西（四）　　　　
木川東（四）　　　　

木川東（二）　　　　

野中南（一）　　　　

野田（五）　　　　　野田（二）　　　　　

野田（六）　　　　　

野里（一）　　　　　
野里（二）　　　　　

立花町（一）　　　　

立花町（三）　　　　

立花町（二）　　　　

立売堀（一）　　　　
立売堀（四）　　　　

立売堀（六）　　　　

靱本町（一）　　　　
靱本町（三）　　　　

塚本（二）　　　　　

塚本（四）　　　　　
塚本（三）　　　　　

塚本（五）　　　　　

塚本（一）　　　　　

南塚口町（六）　　　南塚口町（七）　　　南塚口町（四）　　　東塚口町（二）　　　

日野町　　　　　　　

瓦宮（二）　　　　　御園（三）　　　　　
口田中（二）　　　　 今在家町　　　　　　

若王寺（一）　　　　

庄内栄町（一）　　　

庄内幸町（二）　　　
庄内西町（二）　　　

上ノ島町（一）　　　

東園田町（九）　　　東園田町（六）　　　
南武庫之荘（一）　　

富松町（一）　　　　

武庫町（四）　　　　

武庫之荘（二）　　　
武庫之荘西（二）　　 豊南町西（二）　　　豊南町東（二）　　　

名神口（三）　　　　南塚口町（八）　　　

南塚口町（三）　　　南塚口町（一）　　　

出入橋出口　　　　　

ユニバーサルシティ出

中之島ＪＣＴ　　　　

阿波座ＪＣＴ　　　　

尼崎市役所　　　　　

大阪駅　　　　　　　

安治川口駅　　　　　

千鳥橋駅　　　　　　

淀川駅　　　　　　　

大阪梅田駅　　　　　
福駅　　　　　　　　

姫島駅　　　　　　　武庫川団地前駅　　　

洲先駅　　　　　　　
中津駅　　　　　　　

塚本駅　　　　　　　東鳴尾駅　　　　　　

尼崎センタ―プ―ル前出屋敷駅　　　　　　尼崎駅　　　　　　　

神崎川駅　　　　　　

立花駅　　　　　　　 三国駅　　　　　　　
甲子園口駅　　　　　

庄内駅　　　　　　　
園田駅　　　　　　　武庫之荘駅　　　　　

伝法駅　　　　　　　

出来島駅　　　　　　

千船駅　　　　　　　

十三駅　　　　　　　

西九条駅　　　　　　

野田駅　　　　　　　

福島駅　　　　　　　

四ツ橋駅　　　　　　

肥後橋駅　　　　　　

西梅田駅　　　　　　

野田阪神駅　　　　　

玉川駅　　　　　　　

西長堀駅　　　　　　

塚口駅　　　　　　　

弁天町駅　　　　　　

大物駅　　　　　　　
武庫川駅　　　　　　 杭瀬駅　　　　　　　

阿波座駅　　　　　　

九条駅　　　　　　　

中津駅　　　　　　　

加島駅　　　　　　　

御幤島駅　　　　　　

海老江駅　　　　　　新福島駅　　　　　　

北新地駅　　　　　　

ドーム前千代崎駅　　

西大橋駅　　　　　　

渡辺橋駅　　　　　　

中之島駅　　　　　　

ドーム前駅　　　　　

上津島　　　　　　　
御園　　　　　　　　

吹田市　　　　　　　
服部　　　　　　　　稲野　　　　　　　　

椎堂　　　　　　　　 江坂　　　　　　　　

原田　　　　　　　　
北大阪急行電鉄　　　美鈴　　　　　　　　

服部緑地　　　　　　東有岡　　　　　　　

森本　　　　　　　　
桜塚　　　　　　　　

阪神高速十一号池田線

豊中北出入口　　　　豊中　　　　　　　　

伊丹　　　　　　　　

広畑　　　　　　　　
大阪国際空港　　　　大鹿　　　　　　　　

大阪空港出入口　　　 熊野　　　　　　　　

瑞穂　　　　　　　　

池田出入口　　　　　

安倉　　　　　　　　鴻池　　　　　　　　
池田ＩＣ　　　　　　

柴原　　　　　　　　東野　　　　　　　　 中国豊中ＩＣ　　　　

荻野　　　　　　　　

久代　　　　　　　　

千里ＩＣ　　　　　　
宮山　　　　　　　　

神田　　　　　　　　荘園　　　　　　　　
千里中央　　　　　　

緑丘　　　　　　　　

口谷　　　　　　　　 井口堂　　　　　　　
阪急宝塚線　　　　　 阪急箕面線　　　　　

鉢塚　　　　　　　　

池田市　　　　　　　
室町　　　　　　　　池田　　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　 船場　　　　　　　　
牧落　　　　　　　　

渋谷　　　　　　　　

箕面　　　　　　　　
萱野　　　　　　　　

新稲　　　　　　　　川西　　　　　　　　

花屋敷　　　　　　　

箕面　　　　　　　　木部　　　　　　　　火打　　　　　　　　

神田出入口　　　　　

川西小花出入口　　　

阪急伊丹線　　　　　

中国池田ＩＣ　　　　

安倉中（三）　　　　

安倉中（四）　　　　

安倉南（二）　　　　

山手台西（二）　　　

西昆陽（四）　　　　

西野（五）　　　　　

中筋（二）　　　　　

中筋（八）　　　　　

中筋山手（三）　　　

旭丘　　　　　　　　

旭丘（一）　　　　　

旭丘（三）　　　　　

旭丘（二）　　　　　

安倉南（四）　　　　

安堂寺町（四）　　　
安堂寺町（二）　　　安堂寺町（六）　　　

伊丹（一）　　　　　

伊丹（五）　　　　　

伊丹（三）　　　　　

伊丹（四）　　　　　

伊丹（八）　　　　　

井口堂（一）　　　　

井口堂（二）　　　　

稲（一）　　　　　　

稲（五）　　　　　　

稲（三）　　　　　　

稲（四）　　　　　　

稲（二）　　　　　　

稲（六）　　　　　　

稲津町（一）　　　　

稲野町（一）　　　　稲野町（五）　　　　

稲野町（二）　　　　

稲野町（八）　　　　

宇保町　　　　　　　

雲雀丘（一）　　　　

雲雀丘（三）　　　　

雲雀丘山手（二）　　

栄根（一）　　　　　
栄根（二）　　　　　

栄本町　　　　　　　

永楽荘（一）　　　　

永楽荘（三）　　　　

奥畑（一）　　　　　
奥畑（五）　　　　　

奥畑（二）　　　　　

岡上の町（四）　　　

岡上の町（二）　　　

岡町南（一）　　　　

岡町南（二）　　　　

岡町北（三）　　　　

岡町北（二）　　　　

荻野（一）　　　　　

荻野（三）　　　　　

荻野（七）　　　　　

荻野（六）　　　　　

荻野西（一）　　　　

下加茂（一）　　　　

下河原（一）　　　　

下河原（三）　　　　
下河原（二）　　　　

加茂（一）　　　　　

加茂（五）　　　　　

加茂（三）　　　　　

加茂（四）　　　　　

加茂（二）　　　　　

加茂（六）　　　　　

花屋敷（一）　　　　

花屋敷（二）　　　　

花屋敷山手町　　　　

萱野（一）　　　　　

萱野（五）　　　　　
萱野（三）　　　　　

萱野（四）　　　　　

萱野（二）　　　　　

岩屋（一）　　　　　

岩屋（二）　　　　　

久代（一）　　　　　

久代（五）　　　　　

久代（三）　　　　　

久代（四）　　　　　

久代（二）　　　　　

久代（六）　　　　　

宮ノ前（三）　　　　

宮山町（一）　　　　

宮山町（三）　　　　

宮山町（四）　　　　

宮山町（二）　　　　

玉井町（三）　　　　

玉井町（二）　　　　

空港（一）　　　　　空港（二）　　　　　

熊野町（一）　　　　

熊野町（三）　　　　
熊野町（四）　　　　

栗ケ丘町　　　　　　

桑津（一）　　　　　桑津（三）　　　　　

桑津（四）　　　　　

桑津（二）　　　　　

原田元町（一）　　　

原田元町（二）　　　

原田西町　　　　　　

原田中（一）　　　　

原田南（一）　　　　

五月丘（一）　　　　

五月丘（五）　　　　

五月丘（三）　　　　五月丘（二）　　　　

呉服町　　　　　　　

御園（一）　　　　　

御園（二）　　　　　

御願塚（五）　　　　

御願塚（二）　　　　

御願塚（六）　　　　

口酒井（一）　　　　
口酒井（三）　　　　

口酒井（二）　　　　

口谷西（三）　　　　

口谷東（二）　　　　

口田中（一）　　　　

向丘（一）　　　　　

向丘（三）　　　　　

広畑（五）　　　　　

江の木町　　　　　　

江坂町（三）　　　　

江坂町（四）　　　　

江坂町（二）　　　　

荒牧（一）　　　　　

荒牧（五）　　　　　
荒牧（三）　　　　　

荒牧（四）　　　　　

荒牧（七）　　　　　

荒牧（六）　　　　　

荒牧南（三）　　　　
荒牧南（四）　　　　荒牧南（二）　　　　

行基町（四）　　　　
行基町（二）　　　　

高台（三）　　　　　

鴻池（一）　　　　　
鴻池（三）　　　　　

鴻池（四）　　　　　

鴻池（二）　　　　　

鴻池（六）　　　　　

今宮（四）　　　　　

昆陽（五）　　　　　昆陽（三）　　　　　

昆陽（七）　　　　　

昆陽泉町（三）　　　

昆陽池（一）　　　　

昆陽池（二）　　　　

昆陽東（一）　　　　昆陽東（四）　　　　

昆陽東（二）　　　　昆陽東（六）　　　　昆陽南（一）　　　　

昆陽南（五）　　　　

昆陽南（三）　　　　
昆陽南（四）　　　　

昆陽北（一）　　　　

桜（一）　　　　　　

桜（五）　　　　　　

桜（四）　　　　　　

桜ヶ丘（一）　　　　

桜ヶ丘（五）　　　　
桜ヶ丘（三）　　　　

桜ヶ丘（四）　　　　
桜ヶ丘（二）　　　　

桜の町（五）　　　　
桜の町（三）　　　　

桜の町（六）　　　　

桜井（一）　　　　　

山ノ上町　　　　　　

山手台西（一）　　　
山手台東（一）　　　

山手台東（二）　　　

山田（五）　　　　　

山田（三）　　　　　山田（四）　　　　　山田（二）　　　　　
山田（六）　　　　　

山本丸橋（一）　　　

山本台（一）　　　　

山本台（三）　　　　山本台（二）　　　　

山本中（三）　　　　

山本中（二）　　　　

山本東（一）　　　　

山本南（一）　　　　

山本野里（二）　　　

寺内（一）　　　　　

寺畑（一）　　　　　寺畑（二）　　　　　

寺本（一）　　　　　

寺本（五）　　　　　

寺本（三）　　　　　

寺本（四）　　　　　
寺本（六）　　　　　

寺本東（二）　　　　

柴原町（五）　　　　

柴原町（三）　　　　

柴原町（二）　　　　

車塚（一）　　　　　
車塚（二）　　　　　

若竹町（一）　　　　

若菱町（五）　　　　若菱町（二）　　　　

住吉（一）　　　　　

渋谷（一）　　　　　

渋谷（三）　　　　　

春日（一）　　　　　

春日（三）　　　　　

春日（二）　　　　　

春日丘（五）　　　　

春日町（四）　　　　

春日町（二）　　　　

勝部（一）　　　　　勝部（二）　　　　　

小花（一）　　　　　小花（二）　　　　　

小戸（一）　　　　　
小戸（三）　　　　　

小戸（二）　　　　　

小曽根（三）　　　　

小曽根（四）　　　　

小曽根（二）　　　　

少路（一）　　　　　

少路（二）　　　　　

庄内幸町（一）　　　

松ヶ丘（三）　　　　

上新田（一）　　　　

上津島（二）　　　　

上野坂（一）　　　　上野西（三）　　　　

上野西（二）　　　　

上野東（一）　　　　

上野東（三）　　　　

上野東（二）　　　　

城山町　　　　　　　

城山町（一）　　　　
城山町（三）　　　　

城南（一）　　　　　
城南（三）　　　　　

常吉（二）　　　　　

常松（一）　　　　　

常松（二）　　　　　

食満（一）　　　　　
食満（五）　　　　　

食満（三）　　　　　

食満（七）　　　　　

食満（二）　　　　　

食満（六）　　　　　

新稲（五）　　　　　
新稲（三）　　　　　

新稲（四）　　　　　
新稲（六）　　　　　

新千里西町（三）　　

新千里西町（二）　　

新千里南町（一）　　

新千里南町（三）　　

新千里南町（二）　　

新千里北町（一）　　

新町　　　　　　　　

森本（一）　　　　　

森本（九）　　　　　

森本（五）　　　　　

森本（三）　　　　　
森本（七）　　　　　

森本（八）　　　　　

森本（六）　　　　　

神田（一）　　　　　

神田（三）　　　　　

神田（四）　　　　　

神田（二）　　　　　

瑞ヶ丘（三）　　　　

瑞ヶ丘（二）　　　　

瑞原（二）　　　　　

瑞穂町（五）　　　　

瑞穂町（二）　　　　

瀬川（五）　　　　　

瀬川（四）　　　　　

清水（四）　　　　　

清風荘（一）　　　　

西昆陽（一）　　　　

西昆陽（三）　　　　
西昆陽（二）　　　　

西宿（一）　　　　　

西宿（三）　　　　　

西宿（二）　　　　　

西泉丘（一）　　　　

西台（一）　　　　　

西台（四）　　　　　

西野（一）　　　　　

西野（三）　　　　　

西緑丘（三）　　　　

西緑丘（二）　　　　

石橋（一）　　　　　
石橋（三）　　　　　

石橋（四）　　　　　

石橋（二）　　　　　

千僧（五）　　　　　

千僧（三）　　　　　
千僧（二）　　　　　

千里園（一）　　　　

千里園（三）　　　　

船原（二）　　　　　

船場西（一）　　　　

船場西（三）　　　　

船場西（二）　　　　

船場東（一）　　　　

船場東（三）　　　　

船場東（二）　　　　

曽根西町（三）　　　曽根西町（四）　　　

曽根西町（二）　　　
曽根東町（一）　　　

曽根東町（四）　　　

曽根東町（六）　　　曽根南町（一）　　　

曽根南町（二）　　　

荘園（一）　　　　　

荘園（二）　　　　　

走井（一）　　　　　

走井（三）　　　　　

走井（二）　　　　　

待兼山町　　　　　　

大鹿（三）　　　　　

大野（一）　　　　　

大和町　　　　　　　

池尻（一）　　　　　

池尻（五）　　　　　

池尻（三）　　　　　

池尻（七）　　　　　

池尻（二）　　　　　
池尻（六）　　　　　

中央（一）　　　　　

中央（五）　　　　　

中筋（六）　　　　　

中筋山手（五）　　　

中桜塚（一）　　　　

中桜塚（五）　　　　
中桜塚（三）　　　　

中桜塚（四）　　　　中桜塚（二）　　　　

中野西（一）　　　　

中野西（二）　　　　
中野東（一）　　　　
中野東（二）　　　　中野北（三）　　　　

中野北（二）　　　　

鋳物師（五）　　　　
鋳物師（三）　　　　

鋳物師（二）　　　　

猪名寺（一）　　　　

猪名寺（三）　　　　
猪名寺（二）　　　　

長興寺南（四）　　　

長興寺南（二）　　　

長興寺北（二）　　　

長尾町　　　　　　　

椎堂（一）　　　　　

椎堂（二）　　　　　

天神（一）　　　　　

天神（二）　　　　　

田能（一）　　　　　

田能（五）　　　　　

田能（三）　　　　　
田能（四）　　　　　田能（二）　　　　　

田能（六）　　　　　

刀根山（一）　　　　
刀根山（五）　　　　

刀根山（二）　　　　

刀根山元町　　　　　

東園田町（一）　　　

東園田町（五）　　　

東園田町（三）　　　

東園田町（四）　　　

東園田町（二）　　　

東久代（一）　　　　東久代（二）　　　　

東泉丘（一）　　　　

東豊中町（一）　　　

東豊中町（五）　　　

東豊中町（三）　　　

東豊中町（二）　　　

東豊中町（六）　　　

東野（三）　　　　　
東野（七）　　　　　

東有岡（一）　　　　

東有岡（五）　　　　

東有岡（三）　　　　

桃園（一）　　　　　

桃山台（五）　　　　

藤ノ木（一）　　　　

藤ノ木（三）　　　　

南花屋敷（一）　　　

南花屋敷（三）　　　

南花屋敷（四）　　　
南花屋敷（二）　　　

南桜塚（一）　　　　
南桜塚（三）　　　　南桜塚（四）　　　　

南清水　　　　　　　

南町（一）　　　　　

南町（二）　　　　　

南本町（五）　　　　

南本町（三）　　　　

南野（一）　　　　　
南野（五）　　　　　

南野（二）　　　　　

南野北（一）　　　　南野北（三）　　　　

南鈴原（四）　　　　

南鈴原（二）　　　　

梅ノ木（五）　　　　

梅ノ木（四）　　　　

柏木町（二）　　　　

畑（一）　　　　　　

畑（三）　　　　　　畑（四）　　　　　　

畑（二）　　　　　　

八王寺（一）　　　　

半町（一）　　　　　

半町（四）　　　　　

半町（二）　　　　　

美鈴町（二）　　　　

姫室町　　　　　　　

百楽荘（二）　　　　

浜（一）　　　　　　

浜（三）　　　　　　

富松町（三）　　　　

富松町（四）　　　　

富松町（二）　　　　

武庫の里（一）　　　

武庫の里（二）　　　

武庫元町（一）　　　

武庫元町（三）　　　武庫元町（二）　　　

武庫町（一）　　　　武庫町（三）　　　　
武庫之荘（一）　　　

武庫之荘（九）　　　

武庫之荘（五）　　　
武庫之荘（三）　　　

武庫之荘（四）　　　

武庫之荘（七）　　　

武庫之荘（八）　　　

武庫之荘東（二）　　

武庫之荘本町（一）　

武庫之荘本町（三）　

武庫豊町（二）　　　
服部元町（一）　　　

服部寿町（五）　　　服部寿町（三）　　　
服部寿町（二）　　　

服部西町（五）　　　
服部西町（三）　　　服部西町（二）　　　

服部南町（三）　　　服部南町（四）　　　

服部豊町（二）　　　
服部本町（一）　　　

服部本町（五）　　　
服部本町（三）　　　

服部緑地　　　　　　

平井（五）　　　　　

平井（四）　　　　　

平井（二）　　　　　

平井山荘　　　　　　

平松（二）　　　　　

平松（六）　　　　　

穂積（二）　　　　　

宝山町　　　　　　　

芳野町　　　　　　　

豊津町　　　　　　　

豊島南（一）　　　　

豊島北（一）　　　　豊島北（二）　　　　

豊南町西（一）　　　

坊島（一）　　　　　

北伊丹（三）　　　　

北伊丹（二）　　　　

北園（二）　　　　　

北河原（三）　　　　

北河原（四）　　　　
北河原（二）　　　　

北河原（六）　　　　

北桜塚（二）　　　　

北条町（一）　　　　

北条町（三）　　　　

北条町（二）　　　　

北本町（三）　　　　
北本町（二）　　　　

北野（一）　　　　　

北野（三）　　　　　
北野（六）　　　　　

北緑丘（一）　　　　

北緑丘（三）　　　　

北緑丘（二）　　　　

牧落（一）　　　　　

牧落（三）　　　　　

堀池（四）　　　　　

本町（九）　　　　　

本町（五）　　　　　

本町（六）　　　　　

末広町（一）　　　　

末広町（三）　　　　

満寿美町　　　　　　

箕面（五）　　　　　
箕面（四）　　　　　箕面（六）　　　　　

箕輪（一）　　　　　
箕輪（二）　　　　　

名神口（一）　　　　

野間（五）　　　　　

野間（七）　　　　　

野間（二）　　　　　

野間（六）　　　　　

野間北（四）　　　　
野間北（二）　　　　

夕日丘（一）　　　　

夕日丘（二）　　　　

利倉（一）　　　　　

利倉（三）　　　　　

利倉（二）　　　　　
利倉西（一）　　　　

利倉西（二）　　　　

利倉東（一）　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　

緑ヶ丘（七）　　　　

緑ヶ丘（二）　　　　

緑ヶ丘（六）　　　　

緑丘（一）　　　　　

緑丘（三）　　　　　

緑丘（四）　　　　　

緑丘（二）　　　　　

鈴原町（九）　　　　
鈴原町（五）　　　　

鈴原町（三）　　　　

螢池西町（一）　　　

螢池西町（三）　　　

螢池西町（二）　　　螢池中町（一）　　　
螢池中町（二）　　　

螢池東町（一）　　　

螢池東町（三）　　　

螢池南町（二）　　　

螢池北町（一）　　　螢池北町（三）　　　

塚口本町（六）　　　
塚口本町（八）　　　

塚口本町（二）　　　塚口本町（七）　　　

塚口本町（四）　　　

塚口本町（三）　　　

塚口本町（一）　　　

塚口町（六）　　　　

塚口町（四）　　　　

塚口町（三）　　　　
塚口町（五）　　　　

塚口町（一）　　　　

鉢塚（二）　　　　　鉢塚（三）　　　　　

山手台西（三）　　　

ふじガ丘　　　　　　 火打（一）　　　　　火打（二）　　　　　
花屋敷つつじガ丘　　

霞ヶ丘（二）　　　　

絹延町　　　　　　　
新稲（一）　　　　　新稲（二）　　　　　長尾台（一）　　　　

如意谷（一）　　　　
如意谷（二）　　　　

白島（一）　　　　　

白島（二）　　　　　

畑（五）　　　　　　
美園町　　　　　　　

坊島（三）　　　　　坊島（四）　　　　　
坊島（二）　　　　　

箕面（三）　　　　　木部町　　　　　　　

蛍池ＪＣＴ　　　　　

豊中市役所　　　　　

伊丹市役所　　　　　

池田市役所　　　　　

箕面市役所　　　　　

川西市役所　　　　　

千里中央駅　　　　　

服部天神駅　　　　　
稲野駅　　　　　　　

新伊丹駅　　　　　　

伊丹駅　　　　　　　

豊中駅　　　　　　　

石橋阪大前駅　　　　

中山寺駅　　　　　　

池田駅　　　　　　　山本駅　　　　　　　
牧落駅　　　　　　　

川西池田駅　　　　　

絹延橋駅　　　　　　

曽根駅　　　　　　　

蛍池駅　　　　　　　

緑地公園駅　　　　　

猪名寺駅　　　　　　

桜井駅　　　　　　　

川西能勢口駅　　　　

箕面駅　　　　　　　

岡町駅　　　　　　　

江坂駅　　　　　　　

北伊丹駅　　　　　　

雲雀丘花屋敷駅　　　

千里中央駅　　　　　

少路駅　　　　　　　

柴原阪大前駅　　　　

大阪空港駅　　　　　

東灘警察署

甲子園警察署

芦屋警察署

西宮警察署

宝塚警察署

淀川警察署

豊中南警察署

西淀川警察署

西警察署此花警察署

尼崎北警察署

大淀警察署

尼崎東警察署

尼崎南警察署

福島警察署

箕面警察署

池田警察署

豊中警察署

伊丹警察署
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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▲



北区　　　　　　　　

香下　　　　　　　　

武庫川　　　　　　　

▲ 中山　　　　　　　　

▲ 大峰山　　　　　　　

切畑　　　　　　　　

玉瀬　　　　　　　　

境野　　　　　　　　

▲ 大岩岳　　　　　　　

神戸水道千刈水源池　

波豆　　　　　　　　 芝辻新田　　　　　　

北田原　　　　　　　

南田原　　　　　　　

猪渕　　　　　　　　

肝川　　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

北野　　　　　　　　

つつじが丘（一）　　つつじが丘（五）　　

つつじが丘（三）　　

つつじが丘（四）　　つつじが丘（二）　　

塩瀬町名塩　　　　　

銀山　　　　　　　　

山手台西（四）　　　

若葉（一）　　　　　

若葉（二）　　　　　

中山五月台（五）　　

中山五月台（四）　　

中山五月台（七）　　
中山五月台（六）　　

中山桜台（七）　　　中山桜台（六）　　　

道場町生野　　　　　

白金（一）　　　　　

白金（三）　　　　　

白金（二）　　　　　

名塩さくら台（二）　名塩赤坂　　　　　　

名塩美山　　　　　　

万善　　　　　　　　

宝塚北スマートＩＣ　道場駅　　　　　　　

武田尾駅　　　　　　

猪名川町　　　　　　

末吉　　　　　　　　

布木　　　　　　　　

川原　　　　　　　　

羽束川　　　　　　　
十倉　　　　　　　　

酒井　　　　　　　　

▲ 大船山　　　　　　　

鈴鹿　　　　　　　　

上槻瀬　　　　　　　

大坂峠　　　　　　　

波豆川　　　　　　　

木器　　　　　　　　

下槻瀬　　　　　　　

切詰峠　　　　　　　

志手原　　　　　　　

下佐曽利　　　　　　

上佐曽利　　　　　　

香合新田　　　　　　

杉生　　　　　　　　

鎌倉　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

仁頂寺　　　　　　　

清水東　　　　　　　

笹尾　　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

林田　　　　　　　　木間生　　　　　　　

▲ 三蔵山　　　　　　　
木津　　　　　　　　

槻並　　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

下里　　　　　　　　

市之瀬　　　　　　　

杤原　　　　　　　　

川西市　　　　　　　

▲ 石切山　　　　　　　

紫合　　　　　　　　

松尾台　　　　　　　

猪名川　　　　　　　

広根　　　　　　　　

赤松　　　　　　　　

芋生　　　　　　　　

湯山台　　　　　　　

西多田　　　　　　　

矢問　　　　　　　　

多田院　　　　　　　

清和台　　　　　　　
向陽台　　　　　　　

能勢電鉄妙見線　　　

▲ 舎羅林山　　　　　　

西畦野　　　　　　　

猪名川　　　　　　　

能勢電鉄日生線　　　

笹部　　　　　　　　

一庫　　　　　　　　

▲ 高代寺山　　　　　　

豊能　　　　　　　　

▲ 天台山　　　　　　　

吉川　　　　　　　　

ときわ台　　　　　　

光風台　　　　　　　

高山　　　　　　　　

▲ 明ヶ田尾山　　　　　
上止々呂美　　　　　

下止々呂美　　　　　

勝尾寺　　　　　　　

箕面大滝　　　　　　

箕面公園　　　　　　▲ 六個山　　　　　　　

伏尾　　　　　　　　

中川原　　　　　　　

古江　　　　　　　　

宝塚市　　　　　　　

箕面有料道路　　　　

猪名川台（一）　　　

猪名川台（二）　　　

けやき坂（一）　　　

けやき坂（五）　　　

けやき坂（三）　　　

けやき坂（四）　　　

けやき坂（二）　　　

ときわ台（四）　　　

ときわ台（二）　　　

ときわ台（六）　　　

一庫（一）　　　　　

一庫（三）　　　　　
一庫（二）　　　　　

鴬が丘　　　　　　　
鴬の森町　　　　　　

鴬台（一）　　　　　
鴬台（二）　　　　　

温泉町　　　　　　　

下財町　　　　　　　

花屋敷松ガ丘　　　　丸の内町　　　　　　

丸山台（一）　　　　

丸山台（三）　　　　

丸山台（二）　　　　

吉田町　　　　　　　

錦松台　　　　　　　

見野（一）　　　　　
見野（三）　　　　　

見野（二）　　　　　

原　　　　　　　　　

古江町　　　　　　　

鼓が滝（一）　　　　

鼓が滝（三）　　　　

鼓が滝（二）　　　　

光風台（一）　　　　

光風台（五）　　　　
光風台（三）　　　　

光風台（四）　　　　

光風台（二）　　　　

光風台（六）　　　　

向陽台（一）　　　　
向陽台（三）　　　　

向陽台（二）　　　　

差組　　　　　　　　

笹部（一）　　　　　
笹部（三）　　　　　

笹部（二）　　　　　山下町　　　　　　　
山原（一）　　　　　山原（二）　　　　　

若宮　　　　　　　　

出在家町　　　　　　松が丘町　　　　　　

松尾台（三）　　　　

松尾台（四）　　　　

松尾台（二）　　　　 新光風台（五）　　　

新光風台（三）　　　

新光風台（四）　　　
新光風台（二）　　　

新田（一）　　　　　

新田（三）　　　　　新田（二）　　　　　

水明台（一）　　　　

水明台（三）　　　　
水明台（四）　　　　

水明台（二）　　　　

清流台　　　　　　　

清和台西（一）　　　

清和台西（五）　　　
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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▲


