
▲ 熊ノ台　　　　　　　

六枚沢　　　　　　　

▲ 相沢山　　　　　　　

▲ 貝吹岳　　　　　　　

仙岩峠　　　　　　　

国見峠　　　　　　　

▲ 地森　　　　　　　　

▲ 大坪沢山　　　　　　

安栖沢　　　　　　　

雫石町　　　　　　　

▲ 石黒山　　　　　　　

黒湯沢　　　　　　　

赤倉沢　　　　　　　

▲ 湯森山　　　　　　　

駒ヶ岳　　　　　　　

▲ 横岳　　　　　　　　

▲ 三角山　　　　　　　

▲ 笊森山　　　　　　　

▲ 烏帽子岳　　　　　　
乳頭温泉　　　　　　

橋場　　　　　　　　

安栖　　　　　　　　

小赤沢　　　　　　　

▲ 袖山　　　　　　　　

竜川　　　　　　　　

滝沢　　　　　　　　 御明神　　　　　　　
雫石川　　　　　　　

林　　　　　　　　　

籬野　　　　　　　　

晴山　　　　　　　　

雫石　　　　　　　　

岩持　　　　　　　　

和野　　　　　　　　

横欠　　　　　　　　

高前田　　　　　　　

葛根田　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

駒木野　　　　　　　

猿子　　　　　　　　

長山　　　　　　　　

西寄内　　　　　　　高八卦　　　　　　　

▲ 大鉢森　　　　　　　

西根　　　　　　　　

安庭　　　　　　　　

下葛根田　　　　　　

下春木場　　　　　　

黒沢川　　　　　　　山津田　　　　　　　

雫石晴山　　　　　　

雫石谷地　　　　　　

上葛根田　　　　　　

上春木場　　　　　　

上西根　　　　　　　

上野沢　　　　　　　

赤沢　　　　　　　　

赤渕　　　　　　　　

中沼　　　　　　　　

中南　　　　　　　　

長山晴山　　　　　　

長山谷地　　　　　　

天瀬　　　　　　　　

天川　　　　　　　　

土樋　　　　　　　　

南　　　　　　　　　

萩の台　　　　　　　

八丁野　　　　　　　

矢筈　　　　　　　　

陽和郷　　　　　　　

林の沢　　　　　　　

林崎　　　　　　　　

雫石　　　　　　　　

岩井花　　　　　　　

雫石町役場　　　　　

赤渕駅　　　　　　　

春木場駅　　　　　　

雫石駅　　　　　　　

葛根田川　　　　　　

堀切　　　　　　　　

盆花平　　　　　　　

篠ヶ森　　　　　　　

▲ 高倉山　　　　　　　

▲ 小高倉山　　　　　　

平ヶ倉沼　　　　　　

▲ 平ヶ倉山　　　　　　

鳥越ノ滝　　　　　　

▲ 小松倉山　　　　　　
▲ 鎌倉森　　　　　　　

篠崎　　　　　　　　

篠川原　　　　　　　

上駒木野　　　　　　
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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▲



江川　　　　　　　　

上要害　　　　　　　

刈又　　　　　　　　

鹿鼻　　　　　　　　

菅沢　　　　　　　　

▲ 自鏡山　　　　　　　

芦ノ口　　　　　　　

老流　　　　　　　　

上大桑　　　　　　　

萩荘　　　　　　　　

中大桑　　　　　　　

久保川　　　　　　　

下大桑　　　　　　　

湯ノ沢　　　　　　　

宇南沢　　　　　　　

普賢前　　　　　　　

賢児　　　　　　　　

はぬ木沢　　　　　　

宮前　　　　　　　　

藤渡戸　　　　　　　 観音堂沢　　　　　　

不動堂　　　　　　　

鳥沢　　　　　　　　

石法花　　　　　　　

境ノ神　　　　　　　

徳沢　　　　　　　　

八森　　　　　　　　

羽根橋　　　　　　　

猿田　　　　　　　　

沖前　　　　　　　　

荻ノ沢　　　　　　　

屋敷田前　　　　　　

下吉目木　　　　　　

下川台　　　　　　　

下大沢田　　　　　　

下本郷　　　　　　　

花舘　　　　　　　　

霞ヶ沢　　　　　　　

外ノ目　　　　　　　

釜沢　　　　　　　　

萱刈　　　　　　　　

館下　　　　　　　　

岩ノ沢　　　　　　　

岩城　　　　　　　　

居留　　　　　　　　

境下　　　　　　　　

窪田沢　　　　　　　

熊田沖　　　　　　　

原沖　　　　　　　　

原田　　　　　　　　

古田　　　　　　　　

綱木　　　　　　　　

荒谷沖　　　　　　　

高松沖　　　　　　　

黒仁田　　　　　　　

佐野原　　　　　　　

三嶽堂　　　　　　　

山王下　　　　　　　

寺沖　　　　　　　　
鹿野前　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

手柄　　　　　　　　

十万　　　　　　　　

十万坂下　　　　　　

小谷地　　　　　　　

小田前　　　　　　　

松林　　　　　　　　

上ノ前　　　　　　　

上吉目木　　　　　　

上原前　　　　　　　

上本郷　　　　　　　

新山前　　　　　　　

新鹿野下　　　　　　

深沢　　　　　　　　

真根沢　　　　　　　

諏訪前　　　　　　　

清水尻　　　　　　　

青木田　　　　　　　

泉山　　　　　　　　

前沢田　　　　　　　

走居　　　　　　　　

蔵主沢　　　　　　　

打ノ目　　　　　　　

台下　　　　　　　　

大同　　　　　　　　

大日向　　　　　　　

大日前　　　　　　　

大梨　　　　　　　　

段ノ原　　　　　　　

中川　　　　　　　　 長竹　　　　　　　　

長泥　　　　　　　　

的場　　　　　　　　

伝童子　　　　　　　

東沢　　　　　　　　

日向山　　　　　　　

入ノ沢　　　　　　　

八瀬　　　　　　　　

八幡沢　　　　　　　

福田　　　　　　　　

牧　　　　　　　　　

本郷沢　　　　　　　

本桐　　　　　　　　

矢待沖　　　　　　　

要害前　　　　　　　

梨木平　　　　　　　

粒良田　　　　　　　

鈴ヶ沢　　　　　　　

椚　　　　　　　　　

椚田　　　　　　　　
金成赤児　　　　　　

金成藤渡戸　　　　　

金成普賢堂　　　　　 金成片馬合　　　　　

金成末野　　　　　　栗駒深谷　　　　　　

小繋　　　　　　　　

有壁駅　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

広滝　　　　　　　　

窟　　　　　　　　　

太田川　　　　　　　髢石　　　　　　　　

善阿弥　　　　　　　
毛越　　　　　　　　

祇園　　　　　　　　

平泉　　　　　　　　

山目　　　　　　　　

霜後　　　　　　　　

古内　　　　　　　　

越河　　　　　　　　

磐井川　　　　　　　

福泉　　　　　　　　赤荻　　　　　　　　
中条　　　　　　　　

▲ 烏森　　　　　　　　

笹谷　　　　　　　　

厳美　　　　　　　　

厳美溪　　　　　　　

入道　　　　　　　　

上中井　　　　　　　

宇津野　　　　　　　

広面　　　　　　　　

焼切　　　　　　　　

中尊寺　　　　　　　

一関ＩＣ　　　　　　

中町　　　　　　　　

結渡　　　　　　　　

鷹ノ巣　　　　　　　

宝塔谷地　　　　　　

黄金沢　　　　　　　

沖野々　　　　　　　

荻野　　　　　　　　

下モ田　　　　　　　

下宇津野　　　　　　

外谷地　　　　　　　

釜ヶ渕　　　　　　　

舘前　　　　　　　　

鬼吉　　　　　　　　

亀田　　　　　　　　

曲渕　　　　　　　　

金ヶ崎　　　　　　　

月町　　　　　　　　

古釜場　　　　　　　

更ノ上　　　　　　　

高田　　　　　　　　

高田前　　　　　　　

高梨　　　　　　　　

鴻ノ巣　　　　　　　

才天　　　　　　　　

堺　　　　　　　　　

桜川　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

三反田　　　　　　　

志羅山　　　　　　　

舟卸　　　　　　　　

十二神　　　　　　　

小河原　　　　　　　

小金沢　　　　　　　

小萩　　　　　　　　

松木　　　　　　　　

上窟　　　　　　　　

上山口　　　　　　　

上袋　　　　　　　　

新井田　　　　　　　

西郷　　　　　　　　

泉屋　　　　　　　　

噌味　　　　　　　　

鼠沢　　　　　　　　

増沢　　　　　　　　

大袋　　　　　　　　

大平山　　　　　　　

滝ノ上　　　　　　　

沢内　　　　　　　　

谷起島　　　　　　　

長倉　　　　　　　　

槻本　　　　　　　　
泥田　　　　　　　　

田代　　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

日照田　　　　　　　

箱清水　　　　　　　

八日講　　　　　　　

宝竜　　　　　　　　

豊料　　　　　　　　

北沢　　　　　　　　

本町　　　　　　　　

野手倍　　　　　　　

柳御所　　　　　　　

立沢　　　　　　　　

鈴沢　　　　　　　　

厳美町　　　　　　　

平泉　　　　　　　　

末広（二）　　　　　

坂下　　　　　　　　

平泉スマートＩＣ　　

平泉町役場　　　　　
平泉駅　　　　　　　

横石　　　　　　　　

久保田　　　　　　　

弥栄　　　　　　　　

蕎麦沢　　　　　　　二ノ沢　　　　　　　

水口　　　　　　　　

泥畑　　　　　　　　

沢　　　　　　　　　

燕沢　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

五合田　　　　　　　

大槻　　　　　　　　

菅ノ平　　　　　　　

金沢　　　　　　　　

郷の目　　　　　　　

蛭沢　　　　　　　　

汁足　　　　　　　　

植立峠　　　　　　　

竹の仲前　　　　　　

中山　　　　　　　　

馳場　　　　　　　　

払田　　　　　　　　

穴山　　　　　　　　

下通　　　　　　　　

上通　　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

はの木立　　　　　　

一ノ沢　　　　　　　

宇内沢　　　　　　　

丑子畑　　　　　　　

運南田　　　　　　　

永沢前　　　　　　　

沖　　　　　　　　　
下田　　　　　　　　

釜ノ沢　　　　　　　

岩下　　　　　　　　

寄合　　　　　　　　

機場　　　　　　　　

貴船前　　　　　　　

吉野沢　　　　　　　

郷ノ目　　　　　　　

苦木　　　　　　　　

熊口　　　　　　　　

穴ノ沢　　　　　　　

原下　　　　　　　　

四日市場　　　　　　

寺田下　　　　　　　

柴沢　　　　　　　　

小間木　　　　　　　

小西　　　　　　　　

沼ノ沢　　　　　　　

上金森　　　　　　　

上在郷　　　　　　　

上大沢田　　　　　　

上野沢　　　　　　　

水沢屋敷　　　　　　

清水原　　　　　　　

西の沢　　　　　　　

石法華　　　　　　　

石名坂　　　　　　　

川戸　　　　　　　　

川底　　　　　　　　

膳棚　　　　　　　　

草刈場　　　　　　　

足町　　　　　　　　

大川原　　　　　　　

大奈良　　　　　　　

竹ノ仲前　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

仲ノ前　　　　　　　

銚子　　　　　　　　

鶴ヶ沢　　　　　　　

田沢　　　　　　　　

湯ノ尻　　　　　　　

藤　　　　　　　　　

動目記　　　　　　　

内沢　　　　　　　　

南沢　　　　　　　　

南町　　　　　　　　

二又沢　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

飯倉　　　　　　　　

北町　　　　　　　　

堀場　　　　　　　　

面門　　　　　　　　

木ノ川　　　　　　　

矢ノ目沢　　　　　　

狼ノ掛　　　　　　　

籠ノ沢　　　　　　　

金成有壁　　　　　　

真柴　　　　　　　　

千代田町　　　　　　

滝沢　　　　　　　　

機織山　　　　　　　
関が丘　　　　　　　

台町　　　　　　　　

清水原駅　　　　　　

真滝駅　　　　　　　

田頭　　　　　　　　

館岡　　　　　　　　

長島　　　　　　　　

俄坂　　　　　　　　

▲ 観音山　　　　　　　

東岳峠　　　　　　　

長平　　　　　　　　

▲ 狭山　　　　　　　　

滝ノ沢　　　　　　　

野平　　　　　　　　

奈良坂峠　　　　　　

三室平　　　　　　　

岩ノ下　　　　　　　

布佐　　　　　　　　

七曲峠　　　　　　　

蛙沢　　　　　　　　

穴倉　　　　　　　　

▲ 中貝山　　　　　　　

▲ 烏兎ヶ森　　　　　　

舞川　　　　　　　　

舘ノ越　　　　　　　

三枚屋敷　　　　　　

駒ヶ峯　　　　　　　

▲ 石蔵山　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

狐禅寺　　　　　　　

山田　　　　　　　　

草ヶ沢　　　　　　　

小和巻　　　　　　　

西平　　　　　　　　

上大林　　　　　　　

三関　　　　　　　　

一関　　　　　　　　

一関市　　　　　　　

東北新幹線　　　　　

寺前　　　　　　　　

大佐　　　　　　　　

脇田郷　　　　　　　

幸町　　　　　　　　青葉（一）　　　　　
末広（一）　　　　　

ぶなの木　　　　　　

榎木　　　　　　　　

塩沢　　　　　　　　

下西風　　　　　　　

下平　　　　　　　　

河賀慶　　　　　　　

河岸　　　　　　　　

荷掛場　　　　　　　

舘岡　　　　　　　　

雁田　　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

原沢　　　　　　　　

左違　　　　　　　　砂子沢　　　　　　　

細田　　　　　　　　

三ッ森　　　　　　　

三室　　　　　　　　

山王　　　　　　　　

山根　　　　　　　　

舟場　　　　　　　　

宿ノ前　　　　　　　

小戸　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

小倉沢　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

上日照　　　　　　　

深入　　　　　　　　

神明　　　　　　　　

須崎　　　　　　　　

水無沢　　　　　　　

石合　　　　　　　　

石蔵　　　　　　　　
石畑　　　　　　　　

赤伏前　　　　　　　
折ノ口　　　　　　　

大槻田　　　　　　　

滝ノ沢平　　　　　　

谷地　　　　　　　　

中ノ森　　　　　　　

中島　　　　　　　　

中入　　　　　　　　

仲田　　　　　　　　

町浦　　　　　　　　

釣山　　　　　　　　

唐ノ子　　　　　　　

東岳　　　　　　　　

湯坪　　　　　　　　

道場　　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

南山谷　　　　　　　

南白幡　　　　　　　

二本木　　　　　　　

日影　　　　　　　　

馬洗渕　　　　　　　

白崎　　　　　　　　

八郎沢　　　　　　　

半行　　　　　　　　

番台　　　　　　　　

不動塚　　　　　　　

舞台　　　　　　　　

平石　　　　　　　　

平石沢　　　　　　　

蓬田　　　　　　　　

北山谷　　　　　　　

鳴神　　　　　　　　

門畑　　　　　　　　
野谷起　　　　　　　

矢崎　　　　　　　　

蘭梅町　　　　　　　

竜ヶ沢　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

宮下町　　　　　　　

宮坂町　　　　　　　

宮前町　　　　　　　
五代町　　　　　　　

高崎町　　　　　　　

桜木町　　　　　　　

山目町（一）　　　　

山目町（三）　　　　

山目町（二）　　　　

上大槻街　　　　　　

上坊　　　　　　　　

城内　　　　　　　　新大町　　　　　　　

青葉（二）　　　　　

大手町　　　　　　　

地主町　　　　　　　

竹山町　　　　　　　中央町（一）　　　　

田村町　　　　　　　

東五代　　　　　　　

東山町田河津　　　　

銅谷町　　　　　　　

南新町　　　　　　　

磐井町　　　　　　　

生江田　　　　　　　 束稲　　　　　　　　

一関市役所　　　　　

一ノ関駅　　　　　　

陸中松川駅　　　　　

山ノ目駅　　　　　　

岩ノ下駅　　　　　　

一関警察署
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東北自動車道　　　　

狼ケ志田　　　　　　
鞍骨　　　　　　　　

徳岡　　　　　　　　

駒籠　　　　　　　　 養ヶ森　　　　　　　

西窪　　　　　　　　

天田　　　　　　　　

北股川　　　　　　　

懸田　　　　　　　　

菖蒲平　　　　　　　

桧山沢　　　　　　　

長嚢　　　　　　　　

旧殿　　　　　　　　
豊巻　　　　　　　　

六道　　　　　　　　

上川内　　　　　　　

南股川　　　　　　　

後滝ノ沢　　　　　　

衣川　　　　　　　　

寺袋　　　　　　　　

下衣川　　　　　　　

瀬原　　　　　　　　

横道　　　　　　　　

板子沢　　　　　　　

箕輪　　　　　　　　

養ケ森　　　　　　　

前野　　　　　　　　

平泉前沢ＩＣ　　　　

萱田　　　　　　　　畦畑　　　　　　　　

馬懸　　　　　　　　

平泉町　　　　　　　
東北本線　　　　　　

並木前　　　　　　　

大原　　　　　　　　

安寺沢　　　　　　　

鞍掛　　　　　　　　

衣関　　　　　　　　

堰下　　　　　　　　

下河内　　　　　　　

下寺田　　　　　　　
下小路　　　　　　　

下大森　　　　　　　

夏秋　　　　　　　　

夏梨　　　　　　　　

干場　　　　　　　　

舘城　　　　　　　　

岩の上　　　　　　　

駒水　　　　　　　　

月山　　　　　　　　

狐石　　　　　　　　

五十人町　　　　　　

高保呂　　　　　　　

合ノ沢　　　　　　　

山下　　　　　　　　

七日市場　　　　　　

女石　　　　　　　　

小安代　　　　　　　

小正板　　　　　　　

沼野　　　　　　　　

照井舘　　　　　　　

上寺田　　　　　　　

上小路　　　　　　　

上大森　　　　　　　

上徳沢　　　　　　　

森下　　　　　　　　

陣場　　　　　　　　

陣場下　　　　　　　

杉野　　　　　　　　

星屋　　　　　　　　

正板　　　　　　　　

西裏　　　　　　　　

石神　　　　　　　　

石生　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

泉ヶ城　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大石ヶ沢　　　　　　

池田　　　　　　　　

中河内　　　　　　　

張山　　　　　　　　

長板沢　　　　　　　

堤田　　　　　　　　

天土　　　　　　　　

土屋　　　　　　　　

塔ヶ崎　　　　　　　

東裏　　　　　　　　

南塔ヶ崎　　　　　　

二ノ台　　　　　　　

日除松　　　　　　　

八幡堂　　　　　　　

百ヶ袋　　　　　　　

表　　　　　　　　　

苗代沢　　　　　　　

富田　　　　　　　　
富田前　　　　　　　本巻　　　　　　　　

本田原　　　　　　　

裏新田　　　　　　　

簾森　　　　　　　　

六日市場　　　　　　

衣川区　　　　　　　

胆沢区　　　　　　　

下狼ヶ志田　　　　　細入　　　　　　　　
四ツ屋　　　　　　　小田切　　　　　　　

上狼ヶ志田　　　　　

鳥の海　　　　　　　

二ッ谷　　　　　　　

永栄　　　　　　　　

胆沢川　　　　　　　

春宮田　　　　　　　

小歩　　　　　　　　

香取　　　　　　　　

五松林　　　　　　　熊野　　　　　　　　
堰田　　　　　　　　

津倉田　　　　　　　供養塚　　　　　　　

南都田　　　　　　　
界田　　　　　　　　

野山田　　　　　　　
若柳　　　　　　　　

広岡　　　　　　　　
濁川　　　　　　　　

蓬平　　　　　　　　

横屋　　　　　　　　

蛸ノ手　　　　　　　

大畑平　　　　　　　

後嘉藤　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

柴山　　　　　　　　

恩俗　　　　　　　　
油地　　　　　　　　

白川田　　　　　　　

見分森　　　　　　　

上衣川　　　　　　　

芦ノ随　　　　　　　

一ノ台　　　　　　　

一本松　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

丑転　　　　　　　　

堰袋　　　　　　　　

荻之窪　　　　　　　

下十文字　　　　　　

下松原　　　　　　　

下足の口　　　　　　

下沢田　　　　　　　

下中沢　　　　　　　

下昼沢　　　　　　　

下田中　　　　　　　

下野中　　　　　　　

化粧坂　　　　　　　

化粧野　　　　　　　

加賀谷地　　　　　　

外ヶ沢　　　　　　　

滑志田　　　　　　　

岩洞沢　　　　　　　
宮沢　　　　　　　　

宮沢原　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

郷田　　　　　　　　

駒堂　　　　　　　　

駒木　　　　　　　　

窪　　　　　　　　　

古道下　　　　　　　

五反町　　　　　　　

五味田　　　　　　　五木田　　　　　　　

午房谷地　　　　　　

後大畑　　　　　　　

広表　　　　　　　　

国分　　　　　　　　

作屋敷　　　　　　　

三反町　　　　　　　 四ツ柱　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

寺村　　　　　　　　
漆町　　　　　　　　

十文字目　　　　　　

出店　　　　　　　　

小十文字　　　　　　

松ノ木沢　　　　　　

焼山　　　　　　　　

上一ノ台　　　　　　

上堰　　　　　　　　

上十文字　　　　　　

上代　　　　　　　　

上中沢　　　　　　　

上昼沢　　　　　　　

上長根　　　　　　　

上田中　　　　　　　

上油地　　　　　　　

新中　　　　　　　　

森　　　　　　　　　

森小　　　　　　　　

菅谷地　　　　　　　

清水下　　　　　　　

西高山　　　　　　　

斉藤　　　　　　　　

石行　　　　　　　　

石仏　　　　　　　　

赤斎美　　　　　　　

赤剥　　　　　　　　

浅野　　　　　　　　

銭倉　　　　　　　　

前川端　　　　　　　

前大畑　　　　　　　

前昼沢　　　　　　　

曽根田　　　　　　　

倉舘　　　　　　　　

大師堂　　　　　　　

大道　　　　　　　　
大歩　　　　　　　　

蛸の手　　　　　　　

丹波　　　　　　　　

中谷地　　　　　　　

中昼沢　　　　　　　

猪川　　　　　　　　

塚田　　　　　　　　

兎口　　　　　　　　

道下　　　　　　　　

独光　　　　　　　　

南丑転　　　　　　　

南下高梨　　　　　　

南台　　　　　　　　

南蛸ノ手　　　　　　

南長檀　　　　　　　

二丁目　　　　　　　

二枚橋　　　　　　　

萩屋敷　　　　　　　

柏木田　　　　　　　
箸塚　　　　　　　　

八幡屋敷　　　　　　

半入　　　　　　　　

板谷　　　　　　　　

片子沢　　　　　　　

弁天堤下　　　　　　

北丑転　　　　　　　

北笹森　　　　　　　

北柴山　　　　　　　

北上高梨　　　　　　

北赤堰　　　　　　　

北台　　　　　　　　

面塚　　　　　　　　

野中　　　　　　　　

林福野　　　　　　　

糀谷田　　　　　　　

寺領　　　　　　　　

西光田　　　　　　　

前谷地　　　　　　　

造道　　　　　　　　

袖谷地　　　　　　　

鶴淵　　　　　　　　

北半郷　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　
松本舘　　　　　　　

野崎　　　　　　　　

奥州スマートＩＣ　　

吹張　　　　　　　　

二渡　　　　　　　　

下柳　　　　　　　　

白石沢　　　　　　　

兵士沢　　　　　　　

古城　　　　　　　　

丑ノ子　　　　　　　
学堂　　　　　　　　

水神野　　　　　　　

姥屋敷　　　　　　　

迎畑　　　　　　　　

前沢　　　　　　　　

目呂木　　　　　　　

大桜　　　　　　　　

白鳥舘　　　　　　　

長根　　　　　　　　

簑輪　　　　　　　　

南在　　　　　　　　

天王　　　　　　　　

生母　　　　　　　　

成岡田　　　　　　　

▲ 富士の根山　　　　　

月舘　　　　　　　　

竜ヶ坂　　　　　　　

▲ 束稲山　　　　　　　

▲ 大森山　　　　　　　

袴腰　　　　　　　　

田河津　　　　　　　

野土　　　　　　　　
石ノ森　　　　　　　

矢ノ森　　　　　　　

正法寺　　　　　　　

明後沢　　　　　　　

三日町　　　　　　　

谷記　　　　　　　　

二十人町　　　　　　

平小路　　　　　　　
平前　　　　　　　　

あすか通（二）　　　

羽場　　　　　　　　

鵜ノ木　　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

河ノ畑　　　　　　　

株樹　　　　　　　　

丸木　　　　　　　　

岩堰　　　　　　　　

吉ヶ沢　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

高殿　　　　　　　　

合野　　　　　　　　

斎田　　　　　　　　

紙生里　　　　　　　

小田間　　　　　　　

上ノ台　　　　　　　

上木　　　　　　　　

深山　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

石持　　　　　　　　

川岸場　　　　　　　

前林　　　　　　　　

大街道　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

大谷地　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

竹沢　　　　　　　　

中久保　　　　　　　

長檀　　　　　　　　

田ノ萱　　　　　　　

内屋敷　　　　　　　

南羽毛　　　　　　　

南前沢　　　　　　　

二反田　　　　　　　

箱根　　　　　　　　

彼岸田　　　　　　　

比良根　　　　　　　

北羽毛　　　　　　　

北久保　　　　　　　

北前沢　　　　　　　

本杉　　　　　　　　

野中前　　　　　　　野田　　　　　　　　

野田前　　　　　　　

剱林　　　　　　　　

籠林　　　　　　　　

あすか通（一）　　　

あすか通（三）　　　あすか通（四）　　　

駅東　　　　　　　　

五輪　　　　　　　　

松葉　　　　　　　　
内城　　　　　　　　幅　　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

前沢駅　　　　　　　

奥州市　　　　　　　

笹森　　　　　　　　

嶋舘　　　　　　　　

杉ヶ崎　　　　　　　

水沢　　　　　　　　

福原　　　　　　　　 泉　　　　　　　　　

向畑　　　　　　　　

羽田　　　　　　　　

北鵜ノ木　　　　　　

鵜ノ木新田　　　　　

門下　　　　　　　　

折居　　　　　　　　

真城　　　　　　　　

高根　　　　　　　　

姉体　　　　　　　　

上島　　　　　　　　

北上川　　　　　　　

長田　　　　　　　　

漆林　　　　　　　　 鶴城　　　　　　　　

黒石　　　　　　　　

袖ノ沢　　　　　　　

▲ 大師森　　　　　　　

海老島　　　　　　　

上醍醐　　　　　　　

中下田代　　　　　　

横懸　　　　　　　　

分限城　　　　　　　

小峠　　　　　　　　

高根下　　　　　　　

飛沢　　　　　　　　

▲ 大万館山　　　　　　

土花　　　　　　　　

東高山　　　　　　　

附野　　　　　　　　

北宮田　　　　　　　

桜屋敷西　　　　　　

前田袋　　　　　　　

土器田　　　　　　　

芦ヶ沢　　　　　　　

堰合　　　　　　　　

横町　　　　　　　　

下ノ在家　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下小谷木　　　　　　

化石　　　　　　　　

外熊ヶ沢　　　　　　

外田　　　　　　　　

岩ヶ馬場　　　　　　

吉小路　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

栗生沢　　　　　　　

元宿　　　　　　　　

古舘　　　　　　　　

御山下　　　　　　　

向田　　　　　　　　

高代寺　　　　　　　

寺ノ西　　　　　　　

車堂　　　　　　　　

若草　　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

小槻　　　　　　　　

松川下　　　　　　　

松堂　　　　　　　　

上小谷木　　　　　　

上林下　　　　　　　

水ノ口　　　　　　　

水ノ口前　　　　　　

杉ノ堂　　　　　　　

西前田　　　　　　　

西田　　　　　　　　

西幅　　　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

折居舘　　　　　　　

折居町　　　　　　　

仙人　　　　　　　　

川原田　　　　　　　

川口町　　　　　　　

川尻　　　　　　　　

川島　　　　　　　　

洗田　　　　　　　　

前広田　　　　　　　

前田中　　　　　　　

草井　　　　　　　　

袋町　　　　　　　　

大檀　　　　　　　　 大内田前　　　　　　

大日　　　　　　　　

沢田前　　　　　　　

谷地中　　　　　　　

中袋　　　　　　　　

中谷木　　　　　　　

中道　　　　　　　　

中林　　　　　　　　

町屋敷　　　　　　　

塚　　　　　　　　　 殿野起　　　　　　　

東沖ノ目　　　　　　

東舘　　　　　　　　

東袖ノ目　　　　　　

東大畑　　　　　　　

東鶴巻　　　　　　　

鐙田　　　　　　　　

内堀　　　　　　　　

南塩加羅　　　　　　

南新田下　　　　　　

南白山　　　　　　　

尼沼　　　　　　　　

日高小路　　　　　　

日渡　　　　　　　　

馬形　　　　　　　　

馬籠舘　　　　　　　
畑ヶ田　　　　　　　

八木沢　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　

不断町　　　　　　　
富堂　　　　　　　　

宝生　　　　　　　　

北塩加羅　　　　　　

北上野　　　　　　　

北風　　　　　　　　

北野　　　　　　　　

柳町　　　　　　　　
立町　　　　　　　　

龍ヶ馬場　　　　　　

力石　　　　　　　　

狼沢　　　　　　　　

檜葉田　　　　　　　

羽田町　　　　　　　

駅前（一）　　　　　駅前（二）　　　　　
駅東（一）　　　　　

駅南（一）　　　　　花園町（一）　　　　花園町（二）　　　　

久田　　　　　　　　

五千刈　　　　　　　

黒石町　　　　　　　

桜屋敷　　　　　　　

山崎町　　　　　　　

姉体町　　　　　　　

寺小路　　　　　　　

秋葉町　　　　　　　勝手町　　　　　　　

小山　　　　　　　　
上姉体（一）　　　　

上姉体（三）　　　　上姉体（二）　　　　

上町　　　　　　　　

真城が丘（一）　　　

真城が丘（三）　　　
真城が丘（二）　　　

神明町（一）　　　　
神明町（二）　　　　

水山　　　　　　　　

水沢区　　　　　　　

水沢工業団地（一）　

水沢工業団地（三）　

水沢工業団地（四）　

星ガ丘町　　　　　　

聖天　　　　　　　　

西上野町　　　　　　

西町　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

前沢区　　　　　　　

多賀　　　　　　　　

太日通り（一）　　　
太日通り（三）　　　太日通り（二）　　　

大手町（三）　　　　大手町（二）　　　　

大鐘町（一）　　　　大鐘町（三）　　　　
大鐘町（二）　　　　

谷地明円　　　　　　

中上野　　　　　　　

中上野町　　　　　　
中田町　　　　　　　朝日町　　　　　　　

田小路　　　　　　　

東上野町　　　　　　

東大通り（一）　　　

東大通り（三）　　　
東大通り（二）　　　

東中通り（一）　　　
東中通り（二）　　　

南丑沢　　　　　　　

南大鐘　　　　　　　
南大鐘（一）　　　　

日高西　　　　　　　

福吉町　　　　　　　

北田　　　　　　　　

名残　　　　　　　　

下醍醐　　　　　　　桜ノ木　　　　　　　
酉丸　　　　　　　　

稗田　　　　　　　　
竈神　　　　　　　　 水沢工業団地（二）　

奥州市役所　　　　　

水沢駅　　　　　　　

陸中折居駅　　　　　

水沢江刺駅　　　　　

奥州警察署
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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▲



金ケ崎町　　　　　　

山根梨の木　　　　　

押切　　　　　　　　

上ノ町　　　　　　　

六原　　　　　　　　
穴持　　　　　　　　

千貫石　　　　　　　

金森　　　　　　　　 笹長根　　　　　　　

長志田　　　　　　　
改断　　　　　　　　

潤沢　　　　　　　　

橇曳沢　　　　　　　

石持沢　　　　　　　

▲ 天狗森　　　　　　　

川目　　　　　　　　

黒沢川　　　　　　　

濁沢　　　　　　　　

宿内川　　　　　　　

永沢　　　　　　　　

広本　　　　　　　　

永沢川　　　　　　　

百岡　　　　　　　　

明道　　　　　　　　

辻岡　　　　　　　　

斉藤谷地　　　　　　

水沢ＩＣ　　　　　　

水先　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

三ヶ尻　　　　　　　

北上金ヶ崎ＩＣ　　　

新夏油　　　　　　　

瀬峰坂　　　　　　　
伊吹　　　　　　　　

一ッ谷　　　　　　　

遠谷巾　　　　　　　

往還西　　　　　　　

横道下　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下谷地　　　　　　　

下平沢　　　　　　　

滑利　　　　　　　　

岩の目　　　　　　　

喜性坊　　　　　　　

吉田沢　　　　　　　

玉貫　　　　　　　　

金附　　　　　　　　

桂　　　　　　　　　

古寺　　　　　　　　

御免　　　　　　　　

高谷野　　　　　　　

高谷野原　　　　　　

坂水　　　　　　　　

寺後沢　　　　　　　

寺網　　　　　　　　

七里　　　　　　　　

春慶　　　　　　　　

上原　　　　　　　　

上平沢　　　　　　　

清水端　　　　　　　

赤石　　　　　　　　

大前　　　　　　　　

大谷地長根　　　　　

中土井　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

鶴ケ岡　　　　　　　

土井　　　　　　　　

藤巻　　　　　　　　

堂所森道下　　　　　

二ッ森　　　　　　　

二ノ宮　　　　　　　

二の台　　　　　　　

二ノ町　　　　　　　

二日町　　　　　　　

表小路　　　　　　　

平袋　　　　　　　　

北宿内　　　　　　　

鑓水　　　　　　　　

揚場　　　　　　　　

踊子　　　　　　　　
流通団地　　　　　　

林崎　　　　　　　　

六本松　　　　　　　

和光　　　　　　　　

和田尻　　　　　　　

和田前　　　　　　　

瘤木　　　　　　　　

卸町　　　　　　　　

相去町　　　　　　　

和賀町岩崎　　　　　

旭　　　　　　　　　 下寒田清水　　　　　下大谷地　　　　　　
小門岡　　　　　　　

上家　　　　　　　　真栄木　　　　　　　 中大谷地　　　　　　豊栄　　　　　　　　

金ケ崎町役場　　　　

六原駅　　　　　　　

金ヶ崎駅　　　　　　

後藤野　　　　　　　
後藤　　　　　　　　

北藤根　　　　　　　

竪川目　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

長沼　　　　　　　　
北上線　　　　　　　

煤孫　　　　　　　　

芦谷地　　　　　　　 夏油川　　　　　　　

岩崎新田　　　　　　

上夏油　　　　　　　

川前　　　　　　　　

滑田　　　　　　　　

横堰　　　　　　　　

下江釣子　　　　　　

上江釣子　　　　　　

北上江釣子ＩＣ　　　

和賀川　　　　　　　

村崎野　　　　　　　

大下　　　　　　　　

北上　　　　　　　　

相去　　　　　　　　

荒堰　　　　　　　　鬼柳　　　　　　　　柳上　　　　　　　　六軒　　　　　　　　

三十人町　　　　　　

北上ＪＣＴ　　　　　

秋田自動車道　　　　

下組　　　　　　　　

空堰　　　　　　　　

小田中　　　　　　　

新生　　　　　　　　

法量野　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

芦萱　　　　　　　　

一本柳　　　　　　　

卯の木　　　　　　　

臼島　　　　　　　　

堰ノ下　　　　　　　

下夏油　　　　　　　

下後藤　　　　　　　

下糠塚　　　　　　　

下三十人町　　　　　

下新田　　　　　　　
下成沢　　　　　　　

割田　　　　　　　　

葛西檀　　　　　　　

岩崎福田　　　　　　

喜左エ門田　　　　　

旧舘沢　　　　　　　

欠ノ下　　　　　　　

元年　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

五条丸　　　　　　　

御免町　　　　　　　

糠塚　　　　　　　　

荒高　　　　　　　　

高屋沢　　　　　　　

高前檀　　　　　　　

妻川　　　　　　　　

在家　　　　　　　　

三月田　　　　　　　

志賀　　　　　　　　

持川　　　　　　　　

七折　　　　　　　　

渋田　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

春木場　　　　　　　

曙　　　　　　　　　

小箆　　　　　　　　

菖蒲田　　　　　　　

上寒田清水　　　　　

上三十人町　　　　　

上真栄木　　　　　　

上成沢　　　　　　　

上大谷地　　　　　　

上谷地　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

新大和　　　　　　　

真栄　　　　　　　　

西村　　　　　　　　

川原小屋　　　　　　

川内家　　　　　　　

前村　　　　　　　　

曽山　　　　　　　　

鼠川原　　　　　　　
蒼前　　　　　　　　

蔵屋敷　　　　　　　

大沢口　　　　　　　

大東　　　　　　　　

大防　　　　　　　　

大和　　　　　　　　

鷹鳥羽　　　　　　　

男鳥　　　　　　　　

池尻　　　　　　　　

中佐野　　　　　　　

中成沢　　　　　　　

町分　　　　　　　　

長出　　　　　　　　

長清水　　　　　　　

鳥海柳　　　　　　　

堤下　　　　　　　　

田の神　　　　　　　
都鳥　　　　　　　　

藤木　　　　　　　　

道川　　　　　　　　

道地　　　　　　　　

鍋屋敷　　　　　　　

二ッ屋　　　　　　　

日香下　　　　　　　

日平　　　　　　　　

猫谷地　　　　　　　

反目　　　　　　　　

比久尼沢　　　　　　

膝口　　　　　　　　

平和台　　　　　　　

法量　　　　　　　　

芳子長根　　　　　　
朴島　　　　　　　　

満屋　　　　　　　　

里小屋　　　　　　　

立野　　　　　　　　

笊渕　　　　　　　　

さくら通り（一）　　

さくら通り（五）　　

さくら通り（三）　　

さくら通り（四）　　
さくら通り（二）　　

花園町（三）　　　　

鬼柳町　　　　　　　

九年橋（一）　　　　

九年橋（三）　　　　

若宮町（一）　　　　
若宮町（二）　　　　

常盤台（一）　　　　

常盤台（三）　　　　

常盤台（四）　　　　

常盤台（二）　　　　

新穀町（一）　　　　

新平　　　　　　　　

諏訪町（二）　　　　

青柳町（二）　　　　
大曲町　　　　　　　

大通り（三）　　　　

大通り（四）　　　　

大通り（二）　　　　

大堤西（一）　　　　

大堤西（二）　　　　

大堤東（二）　　　　

大堤南（一）　　　　

大堤南（三）　　　　
大堤南（二）　　　　

大堤北（一）　　　　
大堤北（二）　　　　

鍛冶町（一）　　　　鍛冶町（三）　　　　鍛冶町（二）　　　　

堤ヶ丘（一）　　　　

堤ヶ丘（二）　　　　
鳩岡崎　　　　　　　

芳町　　　　　　　　

北鬼柳　　　　　　　

本石町（二）　　　　

本通り（一）　　　　

本通り（三）　　　　

本通り（四）　　　　
柳原町（一）　　　　

柳原町（五）　　　　
柳原町（三）　　　　

柳原町（四）　　　　

有田町　　　　　　　

流通センター　　　　

和賀町藤根　　　　　

岡田　　　　　　　　
下大堰川　　　　　　

中大堰川　　　　　　門屋　　　　　　　　
和賀町後藤　　　　　

北上市役所　　　　　

村崎野駅　　　　　　

柳原駅　　　　　　　

江釣子駅　　　　　　

藤根駅　　　　　　　

立川目駅　　　　　　

佐倉河　　　　　　　

鶴羽衣台　　　　　　

三丁　　　　　　　　

三日　　　　　　　　

西下川原　　　　　　

八日市　　　　　　　

百連寺　　　　　　　

江刺　　　　　　　　

岩谷堂　　　　　　　

田原　　　　　　　　

伊手川　　　　　　　

境田　　　　　　　　

老耳　　　　　　　　

藤里　　　　　　　　

竹原田　　　　　　　

六百刈田沢　　　　　

大森前　　　　　　　

人首川　　　　　　　雲南田　　　　　　　

▲ 万松寺山　　　　　　

宝録　　　　　　　　

広岡前　　　　　　　

伊加里　　　　　　　

広瀬川　　　　　　　

歌読　　　　　　　　

山影　　　　　　　　

柏原　　　　　　　　
上六堂　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

大松　　　　　　　　

北上市　　　　　　　
稲瀬町　　　　　　　

達小路　　　　　　　 はノ木田　　　　　　

稲荷崎　　　　　　　

下庄　　　　　　　　

下上野　　　　　　　

下惣田　　　　　　　

下台　　　　　　　　

下長沢　　　　　　　

下樋茂井野　　　　　

下苗代沢　　　　　　滑　　　　　　　　　

鴨ヶ崎　　　　　　　

観音堂沖　　　　　　

関根　　　　　　　　

丸田　　　　　　　　

牛沢　　　　　　　　

虚空蔵　　　　　　　

境畑　　　　　　　　

玉崎　　　　　　　　

金打　　　　　　　　

九蔵田　　　　　　　

五位塚　　　　　　　後中野　　　　　　　

御所橋　　　　　　　

高間ケ岡　　　　　　

高畑　　　　　　　　

三ケ町　　　　　　　

三百刈田　　　　　　

山館　　　　　　　　

山岸　　　　　　　　

山居　　　　　　　　

若神子　　　　　　　

十文字台　　　　　　

小境　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

小名丸　　　　　　　小名丸沢　　　　　　

松長根　　　　　　　

沼ノ上　　　　　　　

沼館　　　　　　　　

沼尻　　　　　　　　

上苗代沢　　　　　　
新川　　　　　　　　

新地野堰上　　　　　

新地野道下　　　　　

新田前　　　　　　　

水越　　　　　　　　

瀬谷子　　　　　　　

正源寺台　　　　　　

石名田　　　　　　　

川原崎　　　　　　　

川添　　　　　　　　

前中野　　　　　　　

蔵内　　　　　　　　

大文字　　　　　　　

沢崎　　　　　　　　

巽沢　　　　　　　　

谷地田　　　　　　　

樽輪　　　　　　　　
樽和　　　　　　　　

池向　　　　　　　　

竹洞　　　　　　　　

中樋茂井野　　　　　

中野前　　　　　　　

鶴羽衣　　　　　　　

天間沖　　　　　　　

天竺老婆　　　　　　
土手外　　　　　　　

東下川原　　　　　　東八反町　　　　　　

藤古　　　　　　　　

堂ノ下　　　　　　　

堂西　　　　　　　　

内ノ町　　　　　　　

内館　　　　　　　　

馬場先　　　　　　　

柏木沢　　　　　　　

八ッ口　　　　　　　

反町　　　　　　　　

樋渡　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

別当　　　　　　　　

北舘　　　　　　　　

北天間　　　　　　　

北八日市　　　　　　

朴ノ木　　　　　　　

牧沢　　　　　　　　

幕内　　　　　　　　

目割沢　　　　　　　

薬師堂　　　　　　　

抓ノ木谷地　　　　　

皀角　　　　　　　　

稲瀬　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

館山　　　　　　　　重染寺　　　　　　　

杉ノ町　　　　　　　

西根　　　　　　　　
西大通り　　　　　　

川原町　　　　　　　

銭町　　　　　　　　

前田町　　　　　　　

大通り　　　　　　　

男石（一）　　　　　
男石（三）　　　　　

男石（二）　　　　　

南大通り　　　　　　

八日町（一）　　　　

八日町（二）　　　　

豊田町（一）　　　　豊田町（三）　　　　豊田町（二）　　　　

六日町　　　　　　　

上台　　　　　　　　

さいかち田　　　　　

花巻市　　　　　　　

上宿　　　　　　　　

更木　　　　　　　　

二子　　　　　　　　

才羽々　　　　　　　

岡島　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

中小池　　　　　　　

▲ 麓山　　　　　　　　

上野田　　　　　　　

大越田　　　　　　　

口内　　　　　　　　

小鳥崎　　　　　　　

立花　　　　　　　　

下野　　　　　　　　

福田地　　　　　　　

内門岡　　　　　　　

松館　　　　　　　　

西川目　　　　　　　

下浮田　　　　　　　

上浮田　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

塚腰　　　　　　　　

上野町（一）　　　　

上野町（三）　　　　

上野町（二）　　　　

川岸（一）　　　　　

川岸（二）　　　　　

中野町（一）　　　　

中野町（三）　　　　

中野町（二）　　　　

綾内　　　　　　　　

堰根　　　　　　　　

塩釜　　　　　　　　

下雲南　　　　　　　

下岩崎　　　　　　　

下吉内　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

下川端　　　　　　　

下沢　　　　　　　　

下通り　　　　　　　

下日向　　　　　　　

下八天　　　　　　　

柿ノ木　　　　　　　

舘沢　　　　　　　　

岩井　　　　　　　　

岩関　　　　　　　　
岩川　　　　　　　　

亀ヶ森　　　　　　　

亀岩　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

金峯山　　　　　　　

熊沢　　　　　　　　

見竹　　　　　　　　

古川口　　　　　　　

五月田　　　　　　　

五輪壇　　　　　　　

呉竹　　　　　　　　

行仕　　　　　　　　

高屋　　　　　　　　

国ヶ森　　　　　　　

三坊木　　　　　　　

四釜田　　　　　　　

七水口　　　　　　　

小洞　　　　　　　　

松越　　　　　　　　

松坂　　　　　　　　

上吉内　　　　　　　

上川岸　　　　　　　

上川端　　　　　　　

上組　　　　　　　　

上中内　　　　　　　

仁田　　　　　　　　

西組　　　　　　　　

千刈　　　　　　　　

太田目　　　　　　　

大竹　　　　　　　　

大鳥田　　　　　　　

大迫　　　　　　　　

沢野　　　　　　　　

築舘　　　　　　　　

中ノ上　　　　　　　

田合田　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

飯森　　　　　　　　

飛　　　　　　　　　

宝海沼　　　　　　　

宝積　　　　　　　　

宝良　　　　　　　　

万内　　　　　　　　

野　　　　　　　　　

和小路　　　　　　　

曠土　　　　　　　　

口内町　　　　　　　
黒沢尻（一）　　　　

黒沢尻（三）　　　　

上野町（五）　　　　

上野町（四）　　　　

川岸（三）　　　　　

川岸（四）　　　　　

孫屋敷　　　　　　　

東和町駒籠　　　　　

湯沢　　　　　　　　
二子町　　　　　　　

里分　　　　　　　　

北工業団地　　　　　 上八天　　　　　　　

北上駅　　　　　　　北上警察署

江刺警察署
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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▲



北上市　　　　　　　

瀬川　　　　　　　　

松園　　　　　　　　

▲ 江釣子森山　　　　　

志戸平　　　　　　　

洗沢　　　　　　　　

高円万寺　　　　　　

鍋倉　　　　　　　　

南新田　　　　　　　

浅沢　　　　　　　　

花巻　　　　　　　　

万丁目　　　　　　　

膝立　　　　　　　　

円万寺　　　　　　　

柴林　　　　　　　　

西晴山　　　　　　　柴沼　　　　　　　　

関上場　　　　　　　

姥沢　　　　　　　　

豊沢川　　　　　　　

上根子　　　　　　　

熊堂　　　　　　　　

中根子　　　　　　　

南城　　　　　　　　
実相寺　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

泉畑　　　　　　　　

水ノ木　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

轟木　　　　　　　　 森ノ越　　　　　　　

山の神　　　　　　　

北笹間　　　　　　　

中笹間　　　　　　　

南笹間　　　　　　　

十文字　　　　　　　

藤巻　　　　　　　　

街道下　　　　　　　

大堰川　　　　　　　

戸田　　　　　　　　

花巻南ＩＣ　　　　　

茨久保　　　　　　　

宇南　　　　　　　　

姥宿　　　　　　　　

下堰田　　　　　　　

下沖　　　　　　　　

下舘　　　　　　　　

下高松寺　　　　　　

下坂井　　　　　　　

下小舟渡　　　　　　

下新田　　　　　　　

下倉　　　　　　　　

下中野　　　　　　　

下北万丁目　　　　　

桔梗田　　　　　　　

宮古路　　　　　　　

金栗　　　　　　　　

駒込　　　　　　　　

欠端　　　　　　　　

玄蕃　　　　　　　　

古舘前　　　　　　　

古堂　　　　　　　　

向　　　　　　　　　

向野　　　　　　　　

幸神　　　　　　　　

荒屋敷　　　　　　　

高松寺　　　　　　　

高谷地　　　　　　　

鴻ノ巣　　　　　　　

山居　　　　　　　　

鹿田野　　　　　　　

十二位　　　　　　　

渋田　　　　　　　　

女夫久根　　　　　　

松原　　　　　　　　

松林　　　　　　　　

上舘　　　　　　　　

上後藤　　　　　　　

上新田　　　　　　　

上川原　　　　　　　

上大堰川　　　　　　

上中野　　　　　　　

上北万丁目　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新道　　　　　　　　

新淵　　　　　　　　

杉ノ目　　　　　　　

杉崎　　　　　　　　

杉本　　　　　　　　

雀田　　　　　　　　

瀬野　　　　　　　　

晴山　　　　　　　　

石川原　　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

折居　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

泉屋敷　　　　　　　

前村　　　　　　　　

大巻　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

大村　　　　　　　　

大町　　　　　　　　

沢端　　　　　　　　地森　　　　　　　　

地神　　　　　　　　

中央　　　　　　　　

中舘　　　　　　　　

中川原　　　　　　　

中北万丁目　　　　　

鳥喰　　　　　　　　

的場　　　　　　　　

天道　　　　　　　　

唐戸崎　　　　　　　

東山居　　　　　　　

堂前　　　　　　　　道願　　　　　　　　

道田　　　　　　　　

内室　　　　　　　　

内野　　　　　　　　

南諏訪　　　　　　　

南万丁目　　　　　　

二ッ堰　　　　　　　

猫塚　　　　　　　　

柏田　　　　　　　　

八木　　　　　　　　

反町　　　　　　　　

反目　　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

樋田　　　　　　　　

文ヶ丘　　　　　　　

平林　　　　　　　　

片子沢　　　　　　　

法船　　　　　　　　

法前　　　　　　　　

法領　　　　　　　　
豊後　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

北野　　　　　　　　

万丁　　　　　　　　

名須川　　　　　　　

明堂　　　　　　　　

雄鳥　　　　　　　　

立野　　　　　　　　

林光田　　　　　　　

老田　　　　　　　　

六百刈　　　　　　　

槐田　　　　　　　　

葹田　　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　
一日市　　　　　　　

一本杉　　　　　　　

下根子　　　　　　　

下幅　　　　　　　　

花城町　　　　　　　

開拓　　　　　　　　

材木町　　　　　　　

坂本町　　　　　　　

桜台（一）　　　　　
桜台（二）　　　　　

桜町（一）　　　　　

桜木町（二）　　　　

四日町（一）　　　　

四日町（三）　　　　

四日町（二）　　　　

若葉町（一）　　　　

若葉町（三）　　　　

若葉町（二）　　　　

松園町　　　　　　　

松園町（一）　　　　

上諏訪　　　　　　　
諏訪町（一）　　　　

諏訪町（二）　　　　

吹張町　　　　　　　

星が丘（一）　　　　

星が丘（二）　　　　

清水町　　　　　　　

西大通り（一）　　　

西大通り（二）　　　

石神町　　　　　　　

双葉町　　　　　　　

大通り（一）　　　　

鍛治町　　　　　　　

天下田　　　　　　　

東町　　　　　　　　

湯口　　　　　　　　

藤沢町　　　　　　　南川原町　　　　　　

不動　　　　　　　　

不動町（一）　　　　

豊沢町　　　　　　　

本館（一）　　　　　本館（三）　　　　　
本館（二）　　　　　

本舘　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　
新屋　　　　　　　　

鍛名　　　　　　　　

遊子　　　　　　　　

花巻市役所　　　　　

花巻駅　　　　　　　

▲ 円森山　　　　　　　

▲ 小桜山　　　　　　　

北湯口　　　　　　　

▲ 堂ヶ沢山　　　　　　

台川　　　　　　　　

▲ 六郎山　　　　　　　

台温泉　　　　　　　釜渕ノ滝　　　　　　

花巻温泉　　　　　　

▲ 万寿山　　　　　　　

花巻ＩＣ　　　　　　鍋割川　　　　　　　

▲ 鉢屋森　　　　　　　

下シ沢　　　　　　　

▲ 草井山　　　　　　　

小瀬川　　　　　　　

金矢　　　　　　　　

狼沢　　　　　　　　

西宮野目　　　　　　

堰田　　　　　　　　

大瀬川　　　　　　　

富沢　　　　　　　　

長谷堂　　　　　　　

松林寺　　　　　　　

湯本　　　　　　　　

花巻ＪＣＴ　　　　　

下二枚橋　　　　　　

角　　　　　　　　　

牛角　　　　　　　　 五郎城　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

坂の上　　　　　　　

四ッ屋敷　　　　　　

水上　　　　　　　　

西中　　　　　　　　

銭根　　　　　　　　

台屋敷　　　　　　　

大師堂　　　　　　　

日蔭坂　　　　　　　

八日市　　　　　　　

木戸　　　　　　　　

卸町　　　　　　　　

石鳥谷町大興寺　　　

台　　　　　　　　　

椚ノ目　　　　　　　

糠塚　　　　　　　　

小屋場　　　　　　　

下福　　　　　　　　

庫理　　　　　　　　

北上川　　　　　　　

上似内　　　　　　　

下似内　　　　　　　

釜石線　　　　　　　

矢沢　　　　　　　　

幸田　　　　　　　　

駒坂　　　　　　　　
安野　　　　　　　　

槻ノ木　　　　　　　

上台　　　　　　　　

母衣輪　　　　　　　

平良木　　　　　　　

東十二丁目　　　　　

成田　　　　　　　　六日市　　　　　　　 大竹　　　　　　　　

臥牛　　　　　　　　

更木　　　　　　　　

石名畑　　　　　　　

山寺　　　　　　　　

中の屋敷　　　　　　

外谷地　　　　　　　

百ノ沢　　　　　　　 安俵田　　　　　　　

六本木　　　　　　　

安俵　　　　　　　　

町井　　　　　　　　
根岸　　　　　　　　

北成島　　　　　　　

椚山　　　　　　　　
猿石川　　　　　　　

狼洞　　　　　　　　
南成島　　　　　　　

小通　　　　　　　　

毒沢　　　　　　　　

小原　　　　　　　　
下浮田　　　　　　　

中内　　　　　　　　

長洞　　　　　　　　

花巻空港ＩＣ　　　　

東和ＩＣ　　　　　　

釜石自動車道　　　　

三岳　　　　　　　　

十二丁目　　　　　　

御田屋町　　　　　　

高田　　　　　　　　

桜町（四）　　　　　

桜町（二）　　　　　

上小舟渡　　　　　　

鞍掛　　　　　　　　

一反田　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

堰袋　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

下駒板　　　　　　　

下山　　　　　　　　

下小路　　　　　　　

下中内　　　　　　　

我生　　　　　　　　 軽井沢　　　　　　　

古舘　　　　　　　　

戸桜　　　　　　　　

高木団地　　　　　　

市の川　　　　　　　

手古内　　　　　　　

舟渡　　　　　　　　

小在家　　　　　　　

小倉山　　　　　　　

小袋　　　　　　　　

上駒板　　　　　　　

上小田　　　　　　　

上小路　　　　　　　

上組　　　　　　　　

上敷沢　　　　　　　

上幅　　　　　　　　
石持　　　　　　　　

前郷　　　　　　　　

前林　　　　　　　　

太子堂　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

中宿　　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

長根　　　　　　　　

鶴沼　　　　　　　　

鏑町　　　　　　　　

唐人沢　　　　　　　

内高松　　　　　　　

二ッ屋　　　　　　　

八ッ森　　　　　　　

八森　　　　　　　　

表ノ森　　　　　　　

穂貫田　　　　　　　

北成島下　　　　　　
北成島上　　　　　　

堀の内　　　　　　　

糯ノ沢　　　　　　　

胡四王（一）　　　　胡四王（二）　　　　

桜町（三）　　　　　

東（十二）　　　　　

飯豊　　　　　　　　

里川口町　　　　　　

工沢　　　　　　　　 幸手　　　　　　　　

才後　　　　　　　　 上野々　　　　　　　

東宮野目　　　　　　

似内駅　　　　　　　
新花巻駅　　　　　　

小山田駅　　　　　　

土沢駅　　　　　　　

いわて花巻空港　　　
田力　　　　　　　　

東野袋　　　　　　　

三日堀　　　　　　　

▲ 赤梅山　　　　　　　
新堀　　　　　　　　

北寺林　　　　　　　

中寺林　　　　　　　
八幡　　　　　　　　 種森　　　　　　　　

戸塚　　　　　　　　

稗貫川　　　　　　　

滝田　　　　　　　　

猪鼻　　　　　　　　

十日市　　　　　　　西中島　　　　　　　

黒沼　　　　　　　　

小森林　　　　　　　

南寺林　　　　　　　

江曽　　　　　　　　

東中島　　　　　　　

八重畑　　　　　　　

五大堂　　　　　　　

呼石　　　　　　　　

大上沢　　　　　　　 ▲ 権現堂山　　　　　　

千手堂　　　　　　　

黒森　　　　　　　　横寺　　　　　　　　
館前　　　　　　　　

羽黒堂　　　　　　　

▲ 膝立山　　　　　　　

小原田　　　　　　　

沼畑　　　　　　　　

大沢山　　　　　　　

萱刈場　　　　　　　

花見石　　　　　　　

花巻市　　　　　　　

葛坂　　　　　　　　

観音島　　　　　　　

境田　　　　　　　　

巾欠　　　　　　　　

源明　　　　　　　　

広野　　　　　　　　

荒屋　　　　　　　　

細屋　　　　　　　　

鷺ノ巣　　　　　　　

三竹堂　　　　　　　

三日市　　　　　　　

山子　　　　　　　　

志田口　　　　　　　

鹿子林　　　　　　　

蛇蜒蛆　　　　　　　

修理田　　　　　　　

秋葉　　　　　　　　

小田　　　　　　　　

上沢田　　　　　　　
上和町　　　　　　　

水ノ口　　　　　　　

切牛　　　　　　　　

蒼前　　　　　　　　

打石　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大明神　　　　　　　

沢田　　　　　　　　

谷地　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

鳥鳴田　　　　　　　

添市　　　　　　　　

殿屋敷　　　　　　　

田子屋　　　　　　　

島岡　　　　　　　　

島野　　　　　　　　

嶋　　　　　　　　　

東野　　　　　　　　

南滝田　　　　　　　

二枚橋町大通り（一）

馬立　　　　　　　　

鉢　　　　　　　　　

板屋　　　　　　　　

伏木田　　　　　　　

幅下　　　　　　　　

片平　　　　　　　　

宝木　　　　　　　　

北小山田　　　　　　

北滝田　　　　　　　

鱒沢　　　　　　　　

留ヶ森　　　　　　　

蓮花田　　　　　　　

葛　　　　　　　　　

石鳥谷町好地　　　　

大迫町亀ヶ森　　　　

東和町前田　　　　　

東和町北小山田　　　

二枚橋町南（一）　　

二枚橋町北（一）　　

南野原　　　　　　　

花巻空港駅　　　　　

石鳥谷駅　　　　　　

花巻警察署
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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▲



岩清水　　　　　　　

南伝法寺　　　　　　

上山新田　　　　　　

七日休　　　　　　　

下松本　　　　　　　
吉水　　　　　　　　

上松本　　　　　　　

弥勒地　　　　　　　

上平沢　　　　　　　

志和　　　　　　　　

紫波ＩＣ　　　　　　

稲藤　　　　　　　　

土館　　　　　　　　

▲ 諸倉山　　　　　　　 沢田前　　　　　　　

鶉森　　　　　　　　

漆原　　　　　　　　

熊林　　　　　　　　

高井沢　　　　　　　
▲ 台山　　　　　　　　

宮手　　　　　　　　

矢巾町　　　　　　　

阿弥陀堂　　　　　　

沖田　　　　　　　　

下二合　　　　　　　

夏屋敷　　　　　　　

柿田　　　　　　　　

関口　　　　　　　　

関沢　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

栗田　　　　　　　　

元地　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

作岡　　　　　　　　

漆田　　　　　　　　

漆立　　　　　　　　上久保　　　　　　　

上渡　　　　　　　　

水持　　　　　　　　

川原田　　　　　　　

大内田　　　　　　　

沢崎　　　　　　　　

谷地館　　　　　　　

中屋敏　　　　　　　

田面木　　　　　　　

栃花　　　　　　　　

内川　　　　　　　　

南馬場　　　　　　　

萩屋敷　　　　　　　

八十　　　　　　　　

夫屋敷　　　　　　　

野添　　　　　　　　

柳屋敷　　　　　　　

林　　　　　　　　　

和山　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

浦田　　　　　　　　

柿木　　　　　　　　大木田　　　　　　　

▲ 飯岡山　　　　　　　

羽場　　　　　　　　

湯沢　　　　　　　　

▲ 赤林山　　　　　　　

▲ 箱ヶ森　　　　　　　

広宮沢　　　　　　　

▲ 南昌山　　　　　　　

鳶ヶ平　　　　　　　

▲ 城内山　　　　　　　

和味　　　　　　　　
▲ 田沢山　　　　　　　 北伝法寺　　　　　　

室岡　　　　　　　　
北谷地山　　　　　　

▲ 東根山　　　　　　　

▲ 西東根山　　　　　　

林平　　　　　　　　

栃ヶ沢　　　　　　　

芦ヶ平　　　　　　　矢櫃川　　　　　　　

東北自動車道　　　　

下羽場　　　　　　　

下川原　　　　　　　

下湯沢　　　　　　　

外の沢　　　　　　　

関間　　　　　　　　

舘前　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

三百刈田　　　　　　

山根　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

上羽場　　　　　　　

上湯沢　　　　　　　

杉の坊　　　　　　　

清水野　　　　　　　

赤川　　　　　　　　

折橋　　　　　　　　

早稲屋敷　　　　　　

大白沢　　　　　　　

中羽場　　　　　　　

長橋　　　　　　　　

藤の坊　　　　　　　

南昌台団地　　　　　

米倉　　　　　　　　

保田森　　　　　　　

弥宜地　　　　　　　

矢櫃　　　　　　　　

油田　　　　　　　　

煙山　　　　　　　　

湯沢西（一）　　　　

湯沢西（三）　　　　

湯沢東（二）　　　　

湯沢南（一）　　　　
湯沢南（二）　　　　

流通センター南（一）

流通センター南（三）

流通センター南（四）

流通センター南（二）

流通センター北（一）

紫波町　　　　　　　

太田　　　　　　　　
高水寺　　　　　　　

西長岡　　　　　　　

草刈　　　　　　　　二日町　　　　　　　

東北本線　　　　　　

陣ヶ岡　　　　　　　

平沢　　　　　　　　

紫波　　　　　　　　

日詰　　　　　　　　

境　　　　　　　　　
星山　　　　　　　　

車　　　　　　　　　

津花　　　　　　　　

遠山　　　　　　　　

紫野　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

赤沢川　　　　　　　

桜　　　　　　　　　

滝名川　　　　　　　

京田　　　　　　　　南日詰　　　　　　　

大日堂　　　　　　　

▲ 黒石山　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

牛ヶ馬場　　　　　　

行人平　　　　　　　
長沢尻　　　　　　　

廿木　　　　　　　　片寄　　　　　　　　

犬淵　　　　　　　　

野上　　　　　　　　

彦部　　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

鴨目田　　　　　　　

芳沢　　　　　　　　

上口　　　　　　　　

中島　　　　　　　　
三合　　　　　　　　

新里　　　　　　　　

土手田　　　　　　　

蓬田　　　　　　　　

堀米　　　　　　　　

稲豊　　　　　　　　

蔭沼　　　　　　　　

越田　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

牡丹野　　　　　　　

下越田　　　　　　　

外野　　　　　　　　

間木沢　　　　　　　

間野村　　　　　　　

岩ノ沢　　　　　　　

久保　　　　　　　　

牛ノ頭　　　　　　　

郡山駅　　　　　　　

元沢　　　　　　　　

御堂前　　　　　　　

向畑　　　　　　　　

高　　　　　　　　　

高木　　　　　　　　

高林　　　　　　　　

佐藤部　　　　　　　

座比　　　　　　　　

三子平　　　　　　　

三枚橋　　　　　　　

姉市　　　　　　　　

七久保　　　　　　　

小玉根　　　　　　　

小路口　　　　　　　

沼口　　　　　　　　

沼端　　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

上郷　　　　　　　　
上口（一）　　　　　上口（二）　　　　　

上竹林　　　　　　　

尻掛　　　　　　　　

新坊　　　　　　　　

杉田　　　　　　　　

瀬平　　　　　　　　

星川　　　　　　　　

正分沢　　　　　　　

清水袋　　　　　　　

西七久保　　　　　　

石ヶ森　　　　　　　

千刈田　　　　　　　

川前　　　　　　　　

船場　　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大地田　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大内渡　　　　　　　

谷地田　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中松原　　　　　　　

中田　　　　　　　　

長尾沢　　　　　　　

定内　　　　　　　　

田中前　　　　　　　

砥堀　　　　　　　　土手　　　　　　　　

東田　　　　　　　　

道地　　　　　　　　

内黒森　　　　　　　

梅木　　　　　　　　

白山　　　　　　　　

箱清水　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

八幡田　　　　　　　

八反田　　　　　　　 八竜　　　　　　　　

片山　　　　　　　　

本町川原　　　　　　

門田　　　　　　　　

野畑　　　　　　　　

雷　　　　　　　　　両沼　　　　　　　　

六日町　　　　　　　鷲内　　　　　　　　

檜　　　　　　　　　

犬吠森　　　　　　　

犬渕　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

紫波中央駅前（一）　

紫波中央駅前（三）　紫波中央駅前（四）　

紫波中央駅前（二）　

石鳥谷町北寺林　　　

日詰西（一）　　　　

日詰西（五）　　　　

日詰西（三）　　　　日詰西（二）　　　　

日詰西（六）　　　　

北日詰　　　　　　　

海道町　　　　　　　後田　　　　　　　　 細工田　　　　　　　
常川　　　　　　　　

鍋屋敷　　　　　　　 矢羽木　　　　　　　

紫波町役場　　　　　

古館駅　　　　　　　

日詰駅　　　　　　　

紫波中央駅　　　　　

田の沢　　　　　　　

新山　　　　　　　　

沢目　　　　　　　　

津志田　　　　　　　

盛岡南ＩＣ　　　　　
三本柳　　　　　　　

▲ 沢口山　　　　　　　

手代森　　　　　　　

東見前　　　　　　　西見前　　　　　　　

黒川　　　　　　　　
▲ 朝島山　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

乙部　　　　　　　　
乙部川　　　　　　　

城内　　　　　　　　

板山　　　　　　　　

赤林　　　　　　　　

下矢次　　　　　　　

北矢巾　　　　　　　 藤沢　　　　　　　　

矢巾　　　　　　　　

西徳田　　　　　　　
南矢巾　　　　　　　

東徳田　　　　　　　

白沢　　　　　　　　

北郡山　　　　　　　
間野々　　　　　　　

土橋　　　　　　　　

栃内　　　　　　　　

北沢　　　　　　　　

江柄　　　　　　　　

東長岡　　　　　　　

下飯岡　　　　　　　

間明田　　　　　　　

大木　　　　　　　　

堤川目　　　　　　　

井島　　　　　　　　羽毛　　　　　　　　

岡村　　　　　　　　

乙町　　　　　　　　

乙茂　　　　　　　　

下永井　　　　　　　

下赤林　　　　　　　

下谷地　　　　　　　

下通　　　　　　　　

下白沢　　　　　　　

釜淵　　　　　　　　

観音堂　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

久保屋敷　　　　　　

金屋　　　　　　　　

熊田　　　　　　　　

権現堂　　　　　　　

見前町西側　　　　　
見前町東側　　　　　

狐崎　　　　　　　　

五百刈田　　　　　　

向井　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

高櫓　　　　　　　　

砂子田　　　　　　　

細田　　　　　　　　

坂ノ上　　　　　　　

桜屋　　　　　　　　

笹森　　　　　　　　

三郷在家　　　　　　

寺の下　　　　　　　

耳取　　　　　　　　

手造　　　　　　　　

松ノ木　　　　　　　

松長根　　　　　　　

上永井　　　　　　　

上赤林　　　　　　　

上谷地　　　　　　　

新山野　　　　　　　

森　　　　　　　　　

水神　　　　　　　　 西郷　　　　　　　　

西前　　　　　　　　

西田　　　　　　　　

石倉　　　　　　　　

石蔵　　　　　　　　

川久保　　　　　　　

川又　　　　　　　　

川名　　　　　　　　

前野　　　　　　　　

大志田　　　　　　　

大沼　　　　　　　　 滝村　　　　　　　　

沢川目　　　　　　　

中ノ口　　　　　　　

中永井　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

中畑　　　　　　　　

猪去　　　　　　　　

鳥屋敷　　　　　　　

津志田東側　　　　　

堤上　　　　　　　　

南谷地　　　　　　　

南田　　　　　　　　

百目木　　　　　　　

舞地　　　　　　　　

分地　　　　　　　　

峯崎　　　　　　　　

法領田　　　　　　　

北田　　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

名郷根　　　　　　　

木代　　　　　　　　

雷田　　　　　　　　

林崎　　　　　　　　

和野西側　　　　　　和野東側　　　　　　

上矢次　　　　　　　

津志田西（二）　　　

津志田中央（一）　　
津志田中央（三）　　

津志田中央（二）　　

津志田町（二）　　　

津志田南（三）　　　津志田南（二）　　　

南矢幅　　　　　　　

北矢幅　　　　　　　

又兵エ新田　　　　　

塚根　　　　　　　　

えぞ森　　　　　　　

河南　　　　　　　　
角下　　　　　　　　

西鹿渡　　　　　　　

津志田北側　　　　　津志田西（一）　　　
門（二）　　　　　　

矢巾スマートＩＣ　　

手代森ＩＣ　　　　　

矢巾町役場　　　　　

岩手飯岡駅　　　　　

矢幅駅　　　　　　　

紫波警察署
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雫石町　　　　　　　

丸谷地　　　　　　　

七ッ森　　　　　　　

風林　　　　　　　　

大沢坂峠　　　　　　

篠木坂峠　　　　　　

▲ 烏泊山　　　　　　　

田沢湖線（秋田新幹線

仁沢瀬　　　　　　　

篠木　　　　　　　　

鵜飼　　　　　　　　

洞畑　　　　　　　　

平賀新田　　　　　　

盛岡ＩＣ　　　　　　

上厨川　　　　　　　

下太田　　　　　　　

中太田　　　　　　　

上越場　　　　　　　
上鹿妻　　　　　　　

四ッ屋　　　　　　　

上太田　　　　　　　

雫石川　　　　　　　

碇　　　　　　　　　

北ノ浦　　　　　　　

▲ 湯ノ館山　　　　　　

上飯岡　　　　　　　

稲荷場　　　　　　　

堰合　　　　　　　　

塩の森　　　　　　　

横沼　　　　　　　　

岡沼　　　　　　　　

屋敷田　　　　　　　
桶ノ口　　　　　　　

下鵜飼　　　　　　　

下中屋敷　　　　　　

蟹沢　　　　　　　　

外館　　　　　　　　

外久保　　　　　　　

官台　　　　　　　　

鬼柳　　　　　　　　

橋場　　　　　　　　

金財　　　　　　　　

窪屋敷　　　　　　　

繋十文字　　　　　　

穴口　　　　　　　　

元御所　　　　　　　

狐洞　　　　　　　　

御庭田　　　　　　　

弘法清水　　　　　　

高柳　　　　　　　　

細工　　　　　　　　

細谷地　　　　　　　

寺地　　　　　　　　

室小路　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

諸葛川　　　　　　　

小荒川　　　　　　　

小細工　　　　　　　

小沼　　　　　　　　

小谷地　　　　　　　

小幅　　　　　　　　

小和田　　　　　　　

沼舘　　　　　　　　

沼返　　　　　　　　

上ノ山団地　　　　　

上ノ野　　　　　　　

上吉本　　　　　　　

上篠木　　　　　　　

上猪去　　　　　　　

水道　　　　　　　　

杉原　　　　　　　　

清水沢　　　　　　　

清水田　　　　　　　

川後　　　　　　　　

前潟　　　　　　　　待場　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

大堀　　　　　　　　

滝向　　　　　　　　

滝沢ニュータウン　　

谷地中　　　　　　　

谷地道　　　　　　　

竹中　　　　　　　　

竹鼻　　　　　　　　

中鵜飼　　　　　　　

中道　　　　　　　　

長持　　　　　　　　

長坪　　　　　　　　

辻屋敷　　　　　　　

碇田　　　　　　　　

天沼　　　　　　　　
田貝　　　　　　　　

藤松　　　　　　　　

藤島　　　　　　　　内村　　　　　　　　

二タ又　　　　　　　

二又　　　　　　　　

迫　　　　　　　　　

八ッ口　　　　　　　八卦　　　　　　　　

八幡前　　　　　　　

尾入野　　　　　　　

幅　　　　　　　　　
平賀　　　　　　　　

方八丁　　　　　　　

法丁　　　　　　　　

北太田　　　　　　　

朴　　　　　　　　　

明法　　　　　　　　

野中　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

みたけ（五）　　　　

みたけ（三）　　　　

みたけ（四）　　　　みたけ（六）　　　　

稲荷町　　　　　　　

下鹿妻　　　　　　　

月が丘（一）　　　　

月が丘（三）　　　　

月が丘（二）　　　　

雫石　　　　　　　　

上堂（一）　　　　　

上堂（二）　　　　　

西青山（一）　　　　

西青山（三）　　　　西青山（二）　　　　

青山（一）　　　　　

青山（三）　　　　　

青山（四）　　　　　

青山（二）　　　　　

前潟（一）　　　　　
前潟（三）　　　　　

前潟（四）　　　　　
前潟（二）　　　　　

前九年（三）　　　　

大釜　　　　　　　　

大館町　　　　　　　
大新町　　　　　　　

滝沢　　　　　　　　

中屋敷町　　　　　　

中堤町　　　　　　　

長橋町　　　　　　　

天昌寺町　　　　　　

土渕　　　　　　　　

南青山町　　　　　　

北天昌寺町　　　　　

滝沢中央スマートＩＣ

滝沢市役所　　　　　

大釜駅　　　　　　　
小岩井駅　　　　　　

青山駅　　　　　　　

滝沢市　　　　　　　

▲ 狼森　　　　　　　　

▲ 鞍掛山　　　　　　　

一本木　　　　　　　

一王子　　　　　　　

滝沢ＩＣ　　　　　　

滝沢分れ　　　　　　

諸葛川　　　　　　　

▲ 谷地山　　　　　　　

▲ 沼森　　　　　　　　

▲ 割田山　　　　　　　

鬼越　　　　　　　　

平蔵沢　　　　　　　

▲ 石ヶ森　　　　　　　

不動沢　　　　　　　

牧野林　　　　　　　

土沢　　　　　　　　

姥屋敷　　　　　　　 あすみ野滝沢　　　　

安達　　　　　　　　

一本木上郷　　　　　

加賀内　　　　　　　

花平　　　　　　　　

根堀坂　　　　　　　

砂込　　　　　　　　

沼森平　　　　　　　

大石渡　　　　　　　

湯舟沢　　　　　　　

木賊川　　　　　　　

夜蚊平開拓　　　　　

柳沢上郷　　　　　　

一本木東北開拓　　　

厨川　　　　　　　　

四十四田　　　　　　

黒石野　　　　　　　

上堂　　　　　　　　

三ッ割　　　　　　　

更ノ沢　　　　　　　

盛岡　　　　　　　　

本宮　　　　　　　　

向中野　　　　　　　

山岸　　　　　　　　

東中野　　　　　　　

唐　　　　　　　　　▲ 鑪山　　　　　　　　

川目　　　　　　　　

▲ 大森山　　　　　　　

八木田　　　　　　　

▲ 岩山　　　　　　　　

中津川　　　　　　　

貝田　　　　　　　　

下米内　　　　　　　

伊勢沢　　　　　　　

名乗沢　　　　　　　

道ノ下　　　　　　　

米内川　　　　　　　
上米内　　　　　　　

赤重　　　　　　　　

▲ 高洞山　　　　　　　

大葛　　　　　　　　

木々塚　　　　　　　

▲ 戸中山　　　　　　　

宇曽沢　　　　　　　

田沢湖線　　　　　　

東北新幹線　　　　　

秋田新幹線　　　　　

前田　　　　　　　　

野古　　　　　　　　

みたけ（一）　　　　

境田町　　　　　　　

前九年（一）　　　　

前九年（二）　　　　
愛宕山　　　　　　　

一本松　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

宇津野　　　　　　　

宇津野山　　　　　　

下久根　　　　　　　

下大葛　　　　　　　

下八木田　　　　　　

見石　　　　　　　　

戸中　　　　　　　　

狐森　　　　　　　　

五合田　　　　　　　

五輪　　　　　　　　

合間　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

佐倉　　　　　　　　

才川　　　　　　　　

桜山　　　　　　　　

至沢　　　　　　　　

寺沢　　　　　　　　

蛇屋敷　　　　　　　

小森　　　　　　　　

松木平　　　　　　　

上大葛　　　　　　　

上八木田　　　　　　

石川町　　　　　　　

大久保　　　　　　　

大誘　　　　　　　　

滝ノ上　　　　　　　

中居　　　　　　　　

蝶ヶ森　　　　　　　

鶴子　　　　　　　　

洞清水　　　　　　　

道明　　　　　　　　

畑井野　　　　　　　

八日市場　　　　　　

鉢ノ皮　　　　　　　

片岡　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

名乗　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

櫃石　　　　　　　　

つつじが丘　　　　　

みたけ（二）　　　　

安倍館町　　　　　　

下ノ橋町　　　　　　

下厨川　　　　　　　

下米内（一）　　　　
下米内（二）　　　　

加賀野　　　　　　　加賀野（一）　　　　
加賀野（三）　　　　

加賀野（四）　　　　

開運橋通　　　　　　

館向町　　　　　　　

岩脇町　　　　　　　

向中野（一）　　　　

紅葉が丘　　　　　　

高松（一）　　　　　

高松（三）　　　　　

高松（四）　　　　　

高松（二）　　　　　

高崩　　　　　　　　

黒石野（一）　　　　

黒石野（三）　　　　
黒石野（二）　　　　

紺屋町　　　　　　　

菜園（一）　　　　　

肴町　　　　　　　　

桜台（三）　　　　　

三ッ割（一）　　　　

三ッ割（五）　　　　

三ッ割（三）　　　　

三ッ割（四）　　　　

三ッ割（二）　　　　

山王町　　　　　　　

山岸（一）　　　　　

山岸（五）　　　　　山岸（三）　　　　　

山岸（四）　　　　　

山岸（二）　　　　　

山岸（六）　　　　　

志家町　　　　　　　

若園町　　　　　　　
住吉町　　　　　　　

小杉山　　　　　　　

松園（一）　　　　　

松尾町　　　　　　　

上ノ橋町　　　　　　

上田（一）　　　　　

上田（三）　　　　　

上田（四）　　　　　

上田（二）　　　　　

上田堤（一）　　　　

上田堤（二）　　　　
上堂（三）　　　　　

上堂（四）　　　　　

城西町　　　　　　　
新庄　　　　　　　　

新庄町　　　　　　　

新田町　　　　　　　

神子田町　　　　　　

神明町　　　　　　　

厨川（一）　　　　　

厨川（二）　　　　　

盛岡駅西通（一）　　

盛岡駅西通（二）　　盛岡駅前通　　　　　

盛岡駅前北通　　　　

西下台町　　　　　　

西仙北（一）　　　　

西仙北（二）　　　　

仙北（一）　　　　　

仙北（三）　　　　　

仙北（二）　　　　　

川目町　　　　　　　

浅岸　　　　　　　　

大慈寺町　　　　　　

大沢川原（一）　　　
大沢川原（三）　　　

大通（一）　　　　　大通（三）　　　　　

茶畑（一）　　　　　

茶畑（二）　　　　　

中ノ橋通（一）　　　中ノ橋通（二）　　　

中央通（一）　　　　

中央通（三）　　　　
中央通（二）　　　　

中野（一）　　　　　
中野（二）　　　　　

長田町　　　　　　　

津志田町（一）　　　

天神町　　　　　　　

東安庭（一）　　　　

東安庭（三）　　　　

東安庭（二）　　　　

東黒石野（一）　　　

東黒石野（三）　　　東黒石野（二）　　　

東桜山　　　　　　　

東山（一）　　　　　

東山（二）　　　　　

東新庄（一）　　　　

東新庄（二）　　　　

東仙北（一）　　　　

東仙北（二）　　　　

東中野町　　　　　　

東緑が丘　　　　　　

内丸　　　　　　　　

南仙北（一）　　　　

南仙北（三）　　　　南仙北（二）　　　　

南大通（一）　　　　

南大通（三）　　　　
南大通（二）　　　　

馬場町　　　　　　　

箱清水（一）　　　　
箱清水（二）　　　　

八幡町　　　　　　　

飯岡新田　　　　　　

北山（一）　　　　　

北山（二）　　　　　

北夕顔瀬町　　　　　

本宮（一）　　　　　

本宮（三）　　　　　

本宮（四）　　　　　

本宮（二）　　　　　

本町通（一）　　　　

本町通（三）　　　　
本町通（二）　　　　

名須川町　　　　　　

門（一）　　　　　　

夕顔瀬町　　　　　　
梨木町　　　　　　　

緑が丘（一）　　　　

緑が丘（三）　　　　

緑が丘（四）　　　　

緑が丘（二）　　　　

鉈屋町　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

外山岸　　　　　　　松屋敷　　　　　　　松園（三）　　　　　

松園（二）　　　　　

厨川（五）　　　　　厨川（三）　　　　　
厨川（四）　　　　　

西松園（一）　　　　東松園（一）　　　　

田の沢ＩＣ　　　　　

川目ＩＣ　　　　　　

盛岡市役所　　　　　
岩手県庁　　　　　　

盛岡駅　　　　　　　

厨川駅　　　　　　　

上盛岡駅　　　　　　

仙北町駅　　　　　　

山岸駅　　　　　　　

上米内駅　　　　　　

船田　　　　　　　　

▲ 狼峠山　　　　　　　

門前寺　　　　　　　

柏木平　　　　　　　

笹平　　　　　　　　

▲ 赤坂山　　　　　　　

鷹高　　　　　　　　

山谷川目　　　　　　

日戸　　　　　　　　

▲ 大日向山　　　　　　

釘の平　　　　　　　

▲ 高帽山　　　　　　　

▲ 明神山　　　　　　　

横道沢　　　　　　　

▲ 鳶頭山　　　　　　　

小浜　　　　　　　　

明通　　　　　　　　小鳥沢　　　　　　　

巣子　　　　　　　　

分レ　　　　　　　　

宇登　　　　　　　　

下日戸　　　　　　　

桂沢　　　　　　　　

糠森　　　　　　　　

高久保　　　　　　　

妻の神　　　　　　　

紫野開拓　　　　　　

小野松　　　　　　　

庄ヶ畑　　　　　　　

松島　　　　　　　　

上釘の平　　　　　　

上日戸　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

大二子　　　　　　　

谷地頭　　　　　　　

中の又　　　　　　　

中釘の平　　　　　　

中日戸　　　　　　　

土室　　　　　　　　

奴屋敷　　　　　　　

独活倉　　　　　　　
二子沢　　　　　　　

畑井沢　　　　　　　

飛田　　　　　　　　

米内沢　　　　　　　

堀　　　　　　　　　

葉の木沢山　　　　　

狼久保　　　　　　　

鮹の沢　　　　　　　

小鳥沢（一）　　　　

小鳥沢（二）　　　　
上田　　　　　　　　

西松園（三）　　　　

西松園（四）　　　　

西松園（二）　　　　

東松園（三）　　　　

東松園（四）　　　　

東松園（二）　　　　

北松園（一）　　　　

北松園（三）　　　　北松園（四）　　　　
北松園（二）　　　　

渋民駅　　　　　　　

滝沢駅　　　　　　　

巣子駅　　　　　　　

盛岡西警察署

岩手県警察本部盛岡東警察署

172
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502
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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▲



夏間木　　　　　　　

川畑　　　　　　　　
留石　　　　　　　　

平笠　　　　　　　　
松川　　　　　　　　

松森　　　　　　　　

西根ＩＣ　　　　　　

▲ 三ッ森山　　　　　　

焼走り熔岩流　　　　

刈屋　　　　　　　　

▲ 笹森山　　　　　　　

▲ 岩手山　　　　　　　

花輪線　　　　　　　

田頭　　　　　　　　

一本木大川開拓　　　

岡崎　　　　　　　　

芹清水　　　　　　　

孤塚　　　　　　　　

上山後　　　　　　　

新館　　　　　　　　

森腰　　　　　　　　

生出谷地　　　　　　

赤森　　　　　　　　

中台　　　　　　　　中谷地　　　　　　　

仲平　　　　　　　　

日影山　　　　　　　

畑田　　　　　　　　

留が森　　　　　　　

五百森　　　　　　　

大目野　　　　　　　

大更駅　　　　　　　

▲ 二ッ森　　　　　　　

長川　　　　　　　　

▲ 薬師森　　　　　　　

時森　　　　　　　　

中松尾　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

松尾八幡平ＩＣ　　　

野駄　　　　　　　　

北寄木　　　　　　　

喜満多　　　　　　　

▲ 子飼沢山　　　　　　

暮坪　　　　　　　　地花　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

間館　　　　　　　　

帷子　　　　　　　　

荒木田　　　　　　　

椛沢　　　　　　　　

笹目　　　　　　　　

上関　　　　　　　　

川原目　　　　　　　

松久保　　　　　　　

赤川　　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

平館　　　　　　　　

▲ 白屋山　　　　　　　

夕顔田　　　　　　　

三ッ家　　　　　　　
西根　　　　　　　　

ハナレ　　　　　　　

伊ヶ沢　　　　　　　

右エ門新田　　　　　

間舘　　　　　　　　

金堂　　　　　　　　

源座　　　　　　　　

荒田　　　　　　　　
高森　　　　　　　　

山道　　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

十二林　　　　　　　

小屋の沢　　　　　　

上沖　　　　　　　　
上寄木　　　　　　　

上斗内　　　　　　　

尻無　　　　　　　　

森子　　　　　　　　

瀬の畑　　　　　　　

浅川谷地　　　　　　

大花森　　　　　　　

中郡　　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

天間　　　　　　　　

白屋　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

平舘　　　　　　　　

北切　　　　　　　　

鷲ノ巣　　　　　　　

松尾寄木　　　　　　

西根寺田　　　　　　

松尾八幡平駅　　　　

平館駅　　　　　　　

八幡平市役所　　　　北森駅　　　　　　　

上村　　　　　　　　

鬼袋　　　　　　　　

一ッ森　　　　　　　
山子沢　　　　　　　 黒掛　　　　　　　　

葉の木谷地　　　　　

松内　　　　　　　　
山後　　　　　　　　

秋浦　　　　　　　　

高無　　　　　　　　

桑畑　　　　　　　　

寺林　　　　　　　　

巻堀　　　　　　　　

西郡　　　　　　　　

好摩　　　　　　　　

大台　　　　　　　　

中塚　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

四斗沢　　　　　　　

芋田　　　　　　　　

高木長嶺　　　　　　

渋民　　　　　　　　

武道　　　　　　　　

生出　　　　　　　　

いわて銀河鉄道　　　

八幡平市　　　　　　

尻志田　　　　　　　

芋田向　　　　　　　

永井　　　　　　　　

下山子沢　　　　　　

荷坪　　　　　　　　

釜崎　　　　　　　　

鴨反　　　　　　　　

館石　　　　　　　　

牛転　　　　　　　　

元好摩　　　　　　　

古河川原　　　　　　

好摩沢　　　　　　　

才津沢　　　　　　　

在家　　　　　　　　

桜清水　　　　　　　

三枚石　　　　　　　

柴沢　　　　　　　　

上下田　　　　　　　

上山　　　　　　　　

上大台　　　　　　　

城内第四　　　　　　

状小屋　　　　　　　

畳淵　　　　　　　　

成島　　　　　　　　

清次郎平　　　　　　

生出向　　　　　　　

生出野　　　　　　　

石花　　　　　　　　

草桁　　　　　　　　

大石平　　　　　　　

滝の沢　　　　　　　

滝上　　　　　　　　

昼久保　　　　　　　

田海　　　　　　　　

田茂内　　　　　　　

土京　　　　　　　　

頭無　　　　　　　　

二ッ森　　　　　　　

馬場沢目　　　　　　

簗袋　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

玉山　　　　　　　　

中関　　　　　　　　
永井沢　　　　　　　

好摩駅　　　　　　　

岩手川口駅　　　　　

東大更駅　　　　　　

若谷地　　　　　　　

渋川　　　　　　　　

黒石　　　　　　　　

川原木　　　　　　　

細沢　　　　　　　　

沼宮内　　　　　　　

▲ 高山　　　　　　　　

葉木田　　　　　　　

黒内　　　　　　　　

一方井　　　　　　　
岩手町　　　　　　　

横田　　　　　　　　方井川　　　　　　　

土川　　　　　　　　
湧口　　　　　　　　

▲ 丹谷山　　　　　　　

鴫沢　　　　　　　　

子抱　　　　　　　　

江刈内　　　　　　　

浮島　　　　　　　　

桐ヶ久保　　　　　　

沼袋　　　　　　　　
雪浦　　　　　　　　

丹藤　　　　　　　　

▲ 送仙山　　　　　　　 滝　　　　　　　　　

愛宕下　　　　　　　

芦田内　　　　　　　

乙茂内　　　　　　　

下細沢　　　　　　　

犬小清水　　　　　　

犬袋　　　　　　　　

御嶽　　　　　　　　

向久保　　　　　　　

黒内開拓　　　　　　

今松　　　　　　　　

三平　　　　　　　　

山辺内　　　　　　　

鴫沢開拓　　　　　　

十二夜　　　　　　　

渋川開拓　　　　　　

城山　　　　　　　　

信義丘開拓　　　　　

打越　　　　　　　　

打越前開拓　　　　　

打野　　　　　　　　

竹花　　　　　　　　

鳩ノ巣　　　　　　　

半在家　　　　　　　

苗代沢　　　　　　　

浮島開拓　　　　　　

坊　　　　　　　　　

民部田　　　　　　　

野原　　　　　　　　

野口町　　　　　　　

大更　　　　　　　　

笈ノ口　　　　　　　
上細沢　　　　　　　

岩手町役場　　　　　

いわて沼宮内駅　　　

岩手警察署
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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高畑　　　　　　　　

小屋畑　　　　　　　

花輪線　　　　　　　

扇畑　　　　　　　　

赤坂田　　　　　　　

不動の滝　　　　　　

▲ 七時雨山　　　　　　

大滝　　　　　　　　

▲ 荒木田山　　　　　　

▲ 御月山　　　　　　　

▲ 火箱山　　　　　　　

東北自動車道　　　　

竜ヶ森　　　　　　　

安代寄木　　　　　　

外野開拓　　　　　　

権現沢　　　　　　　

新田開拓　　　　　　

西根団地　　　　　　

保戸坂　　　　　　　

西根寺田　　　　　　

小屋の畑駅　　　　　

赤坂田駅　　　　　　

安比高原駅　　　　　

八幡平市　　　　　　

貝梨峠　　　　　　　

▲ 馬場山　　　　　　　

目名市　　　　　　　

横間　　　　　　　　

曲田　　　　　　　　

五日市　　　　　　　

石神　　　　　　　　

岩木　　　　　　　　

土沢　　　　　　　　

繋沢　　　　　　　　

▲ 曲田山　　　　　　　

荒屋新町　　　　　　

安代　　　　　　　　

軽井沢　　　　　　　
▲ 欠の山　　　　　　　

下藤　　　　　　　　

門崎　　　　　　　　

大清水　　　　　　　

白樺野　　　　　　　

安代ＩＣ　　　　　　

安代ＪＣＴ　　　　　

下谷地　　　　　　　

柿ノ木平　　　　　　

岩屋　　　　　　　　

戸沢　　　　　　　　

向久保　　　　　　　

寺志田　　　　　　　

小柳田　　　　　　　

清水　　　　　　　　

中佐井　　　　　　　

湯の沢　　　　　　　

湯沢　　　　　　　　

湯沢開拓　　　　　　

梅田　　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

保土沢　　　　　　　

有矢野　　　　　　　

横間駅　　　　　　　

荒屋新町駅　　　　　

岩手町　　　　　　　

▲ 西岳　　　　　　　　

十三本木峠　　　　　

吉谷地　　　　　　　

御堂　　　　　　　　

北上川　　　　　　　

小山沢　　　　　　　

笈の口　　　　　　　

長田　　　　　　　　

下大作　　　　　　　

岳川　　　　　　　　

吉谷地開拓　　　　　

笈ノ口　　　　　　　

栗の木平　　　　　　

御嶽　　　　　　　　

小山沢開拓　　　　　

上黒石　　　　　　　

上黒内　　　　　　　

水堀　　　　　　　　

前ヶ沢　　　　　　　

大股　　　　　　　　

日蓄　　　　　　　　

豊ヶ岡　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

北光　　　　　　　　

一方井　　　　　　　

奥中山　　　　　　　

沼宮内　　　　　　　

葉木田　　　　　　　

袖ヶ沢　　　　　　　

奥中山高原駅　　　　

御堂駅　　　　　　　

田代平高原　　　　　

▲ 田代山　　　　　　　

▲ 毛無森　　　　　　　

筍平牧野　　　　　　

駒ヶ嶺　　　　　　　

海上　　　　　　　　 岩清水　　　　　　　

山井　　　　　　　　

大台久保　　　　　　

駒ヶ嶺舘　　　　　　

駒ヶ嶺野田　　　　　

下田子　　　　　　　

椛山　　　　　　　　

曙　　　　　　　　　

上小友　　　　　　　

上田子　　　　　　　

谷地屋敷　　　　　　

木沢畑向　　　　　　

小友　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　
小又　　　　　　　　
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▲ 笠森山　　　　　　　

長野峠　　　　　　　

山屋　　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

五右衛門峠　　　　　

船久保　　　　　　　

漆山　　　　　　　　

赤沢　　　　　　　　

平栗　　　　　　　　

猫底　　　　　　　　名目入　　　　　　　

久出内　　　　　　　

▲ 大野山　　　　　　　

小呂別　　　　　　　

楢花　　　　　　　　
黒沢　　　　　　　　

向村　　　　　　　　
鈩野　　　　　　　　

中平　　　　　　　　

鍋沢　　　　　　　　

小屋敷　　　　　　　

杉町　　　　　　　　

日影飛内　　　　　　

樋の口　　　　　　　

百沢　　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

▲ 兜明神獄　　　　　　

区界峠　　　　　　　

区界　　　　　　　　

級沢　　　　　　　　

片貝　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

平清　　　　　　　　

盆花　　　　　　　　

細野　　　　　　　　▲ 鬼ヶ瀬山　　　　　　

高屋敷　　　　　　　

根田茂　　　　　　　

簗場　　　　　　　　

根田茂川　　　　　　

川原　　　　　　　　

下村　　　　　　　　

砂子沢　　　　　　　
御蔵　　　　　　　　

原沢　　　　　　　　

盃森　　　　　　　　

大ヶ生　　　　　　　

五ッ葉　　　　　　　

一盃森　　　　　　　

横石　　　　　　　　

割舟　　　　　　　　

久保田　　　　　　　

区界　　　　　　　　

重石　　　　　　　　

大升沢　　　　　　　

長畑　　　　　　　　

南野　　　　　　　　

八木巻　　　　　　　

門馬田代　　　　　　
区界駅　　　　　　　

▲ 四ノ宗山　　　　　　

七折ノ滝　　　　　　

▲ 鶏頭山　　　　　　　

▲ 中岳　　　　　　　　 ▲ 早池峰山　　　　　　

笛貫ノ滝　　　　　　

岳川　　　　　　　　
岳　　　　　　　　　

大又　　　　　　　　

▲ 上岩山　　　　　　　

▲ 地竹山　　　　　　　

▲ 野沢額山　　　　　　

▲ 小白森　　　　　　　

▲ 白森山　　　　　　　

飛内　　　　　　　　

鳥谷　　　　　　　　

小又川　　　　　　　

中通　　　　　　　　

栃洞　　　　　　　　

▲ 薬師岳　　　　　　　

大谷地　　　　　　　

中の貝　　　　　　　

中乙　　　　　　　　

野沢　　　　　　　　

▲ 黒森山　　　　　　　

去石　　　　　　　　

松草　　　　　　　　

▲ 火石山　　　　　　　

権現滝　　　　　　　

▲ 鞍手山　　　　　　　

門馬　　　　　　　　

▲ 桐ノ木沢山　　　　　

松草駅　　　　　　　
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境ノ沢　　　　　　　

草木沢　　　　　　　

小祝　　　　　　　　

合川　　　　　　　　

川原田平　　　　　　
鳥越　　　　　　　　

八木沢　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　

▲ 茂谷　　　　　　　　小滝　　　　　　　　

月舘　　　　　　　　

先達　　　　　　　　

川原目　　　　　　　

上女鹿　　　　　　　

中崎　　　　　　　　

女鹿口　　　　　　　

野里　　　　　　　　

川又　　　　　　　　

姉帯　　　　　　　　

野馬鹿　　　　　　　

川久保　　　　　　　

根反　　　　　　　　

▲ 二ッ森　　　　　　　

岩舘　　　　　　　　地切　　　　　　　　

双畑　　　　　　　　

猿ヶ沢　　　　　　　

茶屋場　　　　　　　

舘屋敷　　　　　　　

沼山　　　　　　　　

西法寺　　　　　　　

一戸ＩＣ　　　　　　八戸自動車道　　　　

いわて銀河鉄道　　　

稲荷　　　　　　　　

悪戸平　　　　　　　

越田橋　　　　　　　

下女鹿沢　　　　　　

下町　　　　　　　　

過利石　　　　　　　

釜屋敷　　　　　　　

関屋　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

鬼淵　　　　　　　　

宮古沢　　　　　　　

穴久保　　　　　　　

後反　　　　　　　　

御所野　　　　　　　

向町　　　　　　　　

江六前　　　　　　　
高山　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

坂ノ下　　　　　　　

四ツ役　　　　　　　

子守　　　　　　　　

侍村　　　　　　　　

女鹿舘　　　　　　　

小井田　　　　　　　

小姓堂　　　　　　　

松倉　　　　　　　　

諏訪野　　　　　　　

浅石　　　　　　　　

相ノ山　　　　　　　

袖子田　　　　　　　

袋町　　　　　　　　

大川鉢　　　　　　　

滝野　　　　　　　　

地蔵堂　　　　　　　

中瀬　　　　　　　　

中野平　　　　　　　

馬飼沢　　　　　　　

白鳥繋　　　　　　　

半在家　　　　　　　

北舘　　　　　　　　

毛鳥　　　　　　　　

野磯鶏　　　　　　　

野月内舘　　　　　　

来田　　　　　　　　

一戸　　　　　　　　

高善寺　　　　　　　
楢山　　　　　　　　

一戸町役場　　　　　

一戸駅　　　　　　　

小鳥谷駅　　　　　　

下海上　　　　　　　

外山　　　　　　　　

金田一　　　　　　　

下山井　　　　　　　

湯田　　　　　　　　

矢沢　　　　　　　　
大子　　　　　　　　

仁左平　　　　　　　

篠倉　　　　　　　　

大萩野　　　　　　　

高場　　　　　　　　

蝦夷森　　　　　　　

繋　　　　　　　　　
福岡　　　　　　　　

作ケ久保　　　　　　
堀野　　　　　　　　

柳沢　　　　　　　　

盆野　　　　　　　　

米沢　　　　　　　　

二戸　　　　　　　　
鍵取　　　　　　　　

尻子内　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

天ケ塚　　　　　　　

奥山　　　　　　　　

五日町　　　　　　　

石切所　　　　　　　

猿越峠　　　　　　　

東北新幹線　　　　　

下斗米　　　　　　　

久瀬沢　　　　　　　

下米沢　　　　　　　

舘　　　　　　　　　

九戸通り　　　　　　

穴牛　　　　　　　　

勝負沢　　　　　　　

沼ノ久保　　　　　　

沼ノ平　　　　　　　

上平　　　　　　　　

上米沢　　　　　　　

上野々　　　　　　　

深持　　　　　　　　

神山　　　　　　　　

陣場　　　　　　　　

杉ノ沢　　　　　　　

浅内　　　　　　　　

袖ノ沢　　　　　　　

村松　　　　　　　　

大川原毛　　　　　　

大村　　　　　　　　

大通　　　　　　　　

沢内　　　　　　　　

谷地　　　　　　　　 段ノ越　　　　　　　

仲町秋葉　　　　　　

長嶺　　　　　　　　
槻木平　　　　　　　

湯田上野　　　　　　

八幡下　　　　　　　

八幡平　　　　　　　

本新田　　　　　　　

小野　　　　　　　　

二戸市役所　　　　　

金田一温泉駅　　　　

斗米駅　　　　　　　

二戸駅　　　　　　　

九戸村　　　　　　　

小峠　　　　　　　　

遠志内　　　　　　　

館ノ下　　　　　　　

山根　　　　　　　　
川目　　　　　　　　

柾切沢　　　　　　　

西山　　　　　　　　

▲ 小倉岳　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

九戸　　　　　　　　

伊保内　　　　　　　

銚子　　　　　　　　

雪屋　　　　　　　　

長興寺　　　　　　　

石神田　　　　　　　

田代　　　　　　　　

滝谷　　　　　　　　

細屋　　　　　　　　

▲ 傾城峠　　　　　　　

九戸ＩＣ　　　　　　

屋形場　　　　　　　

下雪屋　　　　　　　

下沢内　　　　　　　

崖渡　　　　　　　　

柿ノ木　　　　　　　

牛ノ馬場　　　　　　

恵津森　　　　　　　

五枚橋　　　　　　　

寺沢　　　　　　　　

蒔田　　　　　　　　

小雪屋　　　　　　　

小沢　　　　　　　　

足洗田　　　　　　　

袖川　　　　　　　　

大雪屋　　　　　　　

中雪屋　　　　　　　

南田　　　　　　　　

白鳥　　　　　　　　

下細屋　　　　　　　

九戸村役場　　　　　

軽米町　　　　　　　

江刺家　　　　　　　

瀬月内川　　　　　　

小田沢　　　　　　　

丸木橋　　　　　　　

葉ノ木沢　　　　　　

折壁　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

上円子　　　　　　　

鹿倉　　　　　　　　

蛇口　　　　　　　　

下円子　　　　　　　

山田　　　　　　　　

上舘　　　　　　　　

軽米　　　　　　　　

横井内　　　　　　　

君成田　　　　　　　

干草　　　　　　　　

外川目　　　　　　　

東　　　　　　　　　

竹谷袋　　　　　　　

惣地保　　　　　　　

狄塚　　　　　　　　

▲ 折爪岳　　　　　　　

谷地渡　　　　　　　

貝喰　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

観音林　　　　　　　

高清水　　　　　　　

軽米ＩＣ　　　　　　

糀口　　　　　　　　

堰ノ下　　　　　　　

横枕　　　　　　　　

勘丁　　　　　　　　

管波　　　　　　　　

駒板　　　　　　　　

駒木　　　　　　　　

軽米　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

向川原　　　　　　　
沼　　　　　　　　　

上細屋　　　　　　　

上新井田　　　　　　

新井田　　　　　　　

早渡　　　　　　　　

沢里　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

仲軽米　　　　　　　

朝草沢　　　　　　　

辻ヶ沢　　　　　　　

東台　　　　　　　　

道地　　　　　　　　

日ノ脇　　　　　　　
日影　　　　　　　　

蓮台野　　　　　　　

和当地　　　　　　　

嶽　　　　　　　　　

円子　　　　　　　　

山内　　　　　　　　

晴山　　　　　　　　

下晴山　　　　　　　簗ヶ沢　　　　　　　

軽米町役場　　　　　

二戸警察署
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南部町　　　　　　　

赤石　　　　　　　　

沖田面　　　　　　　
正寿寺　　　　　　　

高屋敷　　　　　　　

大向　　　　　　　　

三戸　　　　　　　　

泉山　　　　　　　　

野瀬　　　　　　　　

沼ノ沢　　　　　　　中島　　　　　　　　

梅内　　　　　　　　

下目時　　　　　　　
上目時　　　　　　　

釜沢　　　　　　　　
舌崎　　　　　　　　

山屋　　　　　　　　
山屋新田　　　　　　 石和　　　　　　　　

鳥谷　　　　　　　　

青鹿長根　　　　　　

鳥舌内　　　　　　　

▲ 名久井岳　　　　　　

法光寺　　　　　　　
日渡　　　　　　　　

野場　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

玉掛　　　　　　　　

金堀　　　　　　　　

古間木平　　　　　　

西松原　　　　　　　

同心町平　　　　　　

同心町　　　　　　　

遠藤　　　　　　　　

横道　　　　　　　　

沖中　　　　　　　　

海端　　　　　　　　

官代　　　　　　　　間家　　　　　　　　

関根　　　　　　　　

館越　　　　　　　　

桐萩　　　　　　　　

栗ノ木沢　　　　　　

権現林　　　　　　　

元木平　　　　　　　

玄子　　　　　　　　

古町　　　　　　　　

五区　　　　　　　　

佐野平　　　　　　　

妻ノ神　　　　　　　

在府小路町　　　　　
作和　　　　　　　　

七区　　　　　　　　

十一区　　　　　　　

十区　　　　　　　　

小中島　　　　　　　

小波田　　　　　　　

沼尻　　　　　　　　

上構　　　　　　　　

城ノ下　　　　　　　

水沢　　　　　　　　

川口　　　　　　　　

村中　　　　　　　　

沢田　　　　　　　　

東松原　　　　　　　

二日町　　　　　　　

箸木山　　　　　　　

八区　　　　　　　　

牧野平　　　　　　　湧口　　　　　　　　

雷平　　　　　　　　

梨ノ木平　　　　　　

留ヶ崎　　　　　　　

冷水　　　　　　　　

六区　　　　　　　　

遙迎寺長根　　　　　

久慈町　　　　　　　

上名久井　　　　　　

川守田町　　　　　　

目時　　　　　　　　

六日町　　　　　　　

下モ町　　　　　　　下平　　　　　　　　上川原　　　　　　　
上町　　　　　　　　諏訪ノ平　　　　　　

田中　　　　　　　　

三戸町役場　　　　　

諏訪ノ平駅　　　　　

三戸駅　　　　　　　

目時駅　　　　　　　

前新田　　　　　　　

鳥沼新田　　　　　　
岩ノ脇　　　　　　　

扇田　　　　　　　　

浅水　　　　　　　　

関口　　　　　　　　

浅水川　　　　　　　

豊川　　　　　　　　

手倉橋　　　　　　　

相内　　　　　　　　

名川　　　　　　　　

森越　　　　　　　　

下名久井　　　　　　

馬淵川　　　　　　　

虎渡　　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

剣吉山　　　　　　　

剣吉　　　　　　　　

斗賀　　　　　　　　

田の沢　　　　　　　

片岸　　　　　　　　

下斗賀　　　　　　　

下豊川　　　　　　　

栗ノ木新田　　　　　

向山　　　　　　　　

広場　　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

上前田　　　　　　　

上斗賀　　　　　　　

上豊川　　　　　　　

新開地　　　　　　　

天魔平　　　　　　　

南手倉橋　　　　　　

柏木　　　　　　　　

八木田　　　　　　　

北向　　　　　　　　

北手倉橋　　　　　　

梁久保　　　　　　　

槍沢　　　　　　　　倉石中市　　　　　　

剣吉駅　　　　　　　

助川　　　　　　　　

東山　　　　　　　　

人形森　　　　　　　
鶏島　　　　　　　　

泉清水　　　　　　　

白坂　　　　　　　　

鳩田　　　　　　　　

大森　　　　　　　　

札切　　　　　　　　

市野沢　　　　　　　

根子久保　　　　　　

七枚田　　　　　　　

八百　　　　　　　　

荒谷　　　　　　　　

砂篭　　　　　　　　
門前　　　　　　　　

不習　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

大鳥　　　　　　　　

雪谷川　　　　　　　

西里　　　　　　　　

尾田　　　　　　　　

向高家　　　　　　　

苅敷山　　　　　　　

上野場　　　　　　　

内城　　　　　　　　

南郷ＩＣ　　　　　　

青葉湖　　　　　　　

杉沢　　　　　　　　

右エ門次郎窪　　　　

乙坂　　　　　　　　

下家前　　　　　　　

下道内　　　　　　　

下尾田　　　　　　　

嘉六　　　　　　　　

狐久保　　　　　　　

向家前　　　　　　　

高久保　　　　　　　

黒坂　　　　　　　　

笹子　　　　　　　　

笹目　　　　　　　　

鮫ノ口　　　　　　　
三本松　　　　　　　

山内久保　　　　　　

治佛塚　　　　　　　

小手ヶ森　　　　　　

小手屋森　　　　　　

小平　　　　　　　　

松内場　　　　　　　

上横沢　　　　　　　

上晴山　　　　　　　

上尾田　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

増田　　　　　　　　

孫次郎　　　　　　　

大渡　　　　　　　　

中小花　　　　　　　

中新田　　　　　　　

中谷地　　　　　　　

長森　　　　　　　　

泥ノ木　　　　　　　

泥リ　　　　　　　　

田屋久保　　　　　　

半堂　　　　　　　　

平中　　　　　　　　

与次郎　　　　　　　

南郷区　　　　　　　

えん舘　　　　　　　

中ノ沢　　　　　　　 島守　　　　　　　　

八戸市　　　　　　　

卯月沢　　　　　　　

苫米地　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

法師岡　　　　　　　

埖渡　　　　　　　　

早坂　　　　　　　　

樺木　　　　　　　　

羽黒　　　　　　　　

上野　　　　　　　　

烏沢　　　　　　　　

一日市　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

櫛引　　　　　　　　

坂牛　　　　　　　　

通清水　　　　　　　

田面木　　　　　　　
糠塚　　　　　　　　

二ッ家　　　　　　　

中居　　　　　　　　

差波　　　　　　　　

鴨平　　　　　　　　

頃巻沢　　　　　　　

泥障作　　　　　　　

馬場瀬　　　　　　　
大蕨　　　　　　　　

江花沢　　　　　　　

八戸ＩＣ　　　　　　

青い森鉄道　　　　　

八戸ＪＣＴ　　　　　

あかね　　　　　　　

あけぼの　　　　　　

サイカツ　　　　　　

鵜対　　　　　　　　

下頃巻沢　　　　　　

下田面木　　　　　　

休場　　　　　　　　

荒猪沢　　　　　　　

高岩　　　　　　　　

十文字　　　　　　　

十文字平　　　　　　

小松沢　　　　　　　

松ノ木　　　　　　　

上頃巻沢　　　　　　

上田面木　　　　　　

上野平　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

先ノ河原　　　　　　

前平　　　　　　　　

大杉平　　　　　　　

滝田　　　　　　　　

沢里山　　　　　　　

旦平　　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

天狗沢　　　　　　　

東あかね　　　　　　

藤子　　　　　　　　鍋久保　　　　　　　

八幡丁　　　　　　　

平ノ脇　　　　　　　

法領屋敷　　　　　　

北山　　　　　　　　

堀端　　　　　　　　

役人久保　　　　　　

柳ノ下　　　　　　　

簗瀬　　　　　　　　

鶉久保　　　　　　　

吹上（四）　　　　　

是川（二）　　　　　

西白山台（一）　　　

西白山台（五）　　　

西白山台（三）　　　

西白山台（四）　　　

西白山台（二）　　　

西白山台（六）　　　

東白山台（一）　　　

東白山台（三）　　　
東白山台（四）　　　

東白山台（二）　　　

南白山台（一）　　　

南白山台（三）　　　

南白山台（二）　　　

北白山台（一）　　　

北白山台（五）　　　

北白山台（三）　　　北白山台（四）　　　

北白山台（二）　　　

一盃森　　　　　　　鹿島沢　　　　　　　
鷹ノ巣　　　　　　　 馬場頭　　　　　　　根城（七）　　　　　根城（二）　　　　　尻内町　　　　　　　 吹上（三）　　　　　長者（三）　　　　　

長者（四）　　　　　長者（二）　　　　　

南部町役場　　　　　苫米地駅　　　　　　

北高岩駅　　　　　　

4
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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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石割峠　　　　　　　
東八幡前　　　　　　前木　　　　　　　　

鹿ノ倉　　　　　　　
高屋敷　　　　　　　大川　　　　　　　　

気仙沼　　　　　　　
浪板　　　　　　　　

小々汐　　　　　　　

金成沢　　　　　　　

▲ 手長山　　　　　　　
渡戸　　　　　　　　

神山川　　　　　　　

大島瀬戸　　　　　　

▲ 亀山　　　　　　　　
磯草　　　　　　　　

片浜　　　　　　　　
松崎　　　　　　　　

大石倉　　　　　　　

水梨子　　　　　　　

四十二　　　　　　　

面瀬　　　　　　　　
赤田　　　　　　　　

岩月　　　　　　　　

最知　　　　　　　　

長磯　　　　　　　　

気仙沼湾　　　　　　

大向　　　　　　　　

高井　　　　　　　　

要害ノ鼻　　　　　　

駒形　　　　　　　　

横沼　　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

浦の浜　　　　　　　

道貫　　　　　　　　

気仙沼市　　　　　　

大島　　　　　　　　

象ヶ鼻　　　　　　　

こぶ槻　　　　　　　

猿掛　　　　　　　　

廻舘　　　　　　　　

貝浜　　　　　　　　

舘ノ沢　　　　　　　

岩月寺沢　　　　　　

岩月星谷　　　　　　

岩月千岩田　　　　　

岩月台ノ沢　　　　　

岩月長平　　　　　　

岩月宝ヶ沢　　　　　岩月箒沢　　　　　　

久保　　　　　　　　

九条　　　　　　　　後九条　　　　　　　

最知荒沢　　　　　　

最知森合　　　　　　

最知川原　　　　　　

最知南最知　　　　　

最知北最知　　　　　

三ノ浜　　　　　　　

四反田　　　　　　　
所沢　　　　　　　　

松崎浦田　　　　　　

松崎下金取　　　　　

松崎下赤田　　　　　

松崎外ヶ沢　　　　　

松崎萱　　　　　　　

松崎丸森　　　　　　
松崎五駄鱈　　　　　

松崎高谷　　　　　　

松崎上金取　　　　　

松崎上赤田　　　　　

松崎前浜　　　　　　

松崎大萱　　　　　　

松崎地生　　　　　　
松崎中瀬　　　　　　

松崎鶴巻　　　　　　

松崎猫渕　　　　　　

松崎馬場　　　　　　松崎尾崎　　　　　　

松崎片浜　　　　　　

松崎北沢　　　　　　

松崎面瀬　　　　　　

松崎柳沢　　　　　　

松崎立石　　　　　　

松川前　　　　　　　

常楽　　　　　　　　

神山　　　　　　　　

西舞根　　　　　　　

赤岩羽田　　　　　　

赤岩舘下　　　　　　赤岩舘森　　　　　　

赤岩迎前田　　　　　

赤岩五駄鱈　　　　　

赤岩港　　　　　　　

赤岩高前田　　　　　

赤岩四十二　　　　　

赤岩上羽田　　　　　

赤岩水梨子　　　　　

赤岩杉ノ沢　　　　　
赤岩石兜　　　　　　

赤岩前田　　　　　　

赤岩大石倉　　　　　

赤岩大滝　　　　　　
赤岩長柴　　　　　　

赤岩泥ノ木　　　　　

赤岩物見　　　　　　

赤岩平貝　　　　　　

赤岩牧沢　　　　　　

赤岩老松　　　　　　

浅根　　　　　　　　

大峠　　　　　　　　

大林　　　　　　　　

長磯下原　　　　　　長磯原　　　　　　　

長磯原ノ沢　　　　　

長磯後沢　　　　　　

長磯七半沢　　　　　

長磯森　　　　　　　

長磯赤貝　　　　　　

長磯船原　　　　　　

長磯前林　　　　　　

長磯大窪　　　　　　

長磯鳥子沢　　　　　

長磯浜　　　　　　　

田尻沢　　　　　　　

田柄　　　　　　　　

二ノ浜　　　　　　　

日向貝　　　　　　　

葡萄　　　　　　　　母体田　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

木ノ下　　　　　　　

茗荷沢　　　　　　　

河原田　　　　　　　

舘山（一）　　　　　

舘山（二）　　　　　

魚市場前　　　　　　

魚町　　　　　　　　

魚浜町　　　　　　　

錦町　　　　　　　　

古町（一）　　　　　

古町（三）　　　　　

古町（四）　　　　　
古町（二）　　　　　

港町　　　　　　　　
笹が陣　　　　　　　

上田中（一）　　　　

上田中（二）　　　　

新町　　　　　　　　

新浜町　　　　　　　

陣山　　　　　　　　

川口町（一）　　　　
川口町（二）　　　　

滝の入　　　　　　　

潮見町　　　　　　　

潮見町（二）　　　　
田中前（一）　　　　

田中前（三）　　　　

田中前（四）　　　　
田中前（二）　　　　

東新城（一）　　　　

東新城（三）　　　　

東新城（二）　　　　

内の脇（三）　　　　

内の脇（二）　　　　

南が丘　　　　　　　

柏崎　　　　　　　　

浜町　　　　　　　　福美町　　　　　　　

弁天町　　　　　　　

本吉町菖蒲沢　　　　

本吉町長畑　　　　　

本町（一）　　　　　
本町（二）　　　　　

川崎尻　　　　　　　 蔵底　　　　　　　　
中みなと町　　　　　

東みなと町　　　　　

気仙沼中央ＩＣ　　　

岩井崎ＩＣ　　　　　

気仙沼港ＩＣ　　　　

浦島大島ＩＣ　　　　

気仙沼鹿折ＩＣ　　　

気仙沼市役所　　　　

気仙沼駅　　　　　　

▲ 八森平山　　　　　　

▲ 笹長根山　　　　　　

上長部　　　　　　　

気仙　　　　　　　　

▲ 不動山　　　　　　　

▲ 霧立山　　　　　　　

飯森峠　　　　　　　

▲ 黒沢山　　　　　　　

▲ 高判形山　　　　　　

上八瀬　　　　　　　

塚沢　　　　　　　　

早稲谷　　　　　　　

上鹿折　　　　　　　

鹿折川　　　　　　　

▲ 二ッ森山　　　　　　

八瀬川　　　　　　　

▲ 府中山　　　　　　　

▲ 鍋越山　　　　　　　
下八瀬　　　　　　　

九木　　　　　　　　

丑沢　　　　　　　　

細尾　　　　　　　　

上西側　　　　　　　

上東側　　　　　　　

上東側根　　　　　　

西中才　　　　　　　

西八幡前　　　　　　

台　　　　　　　　　

田の浜　　　　　　　

東中才　　　　　　　
内松川　　　　　　　

二日市　　　　　　　

芳ノ口　　　　　　　

三本松　　　　　　　

陸前高田長部ＩＣ　　

唐桑半島ＩＣ（入口）

唐桑半島ＩＣ（出口）

高石浜　　　　　　　

唐桑　　　　　　　　

舞根　　　　　　　　

鮪立　　　　　　　　

笹浜　　　　　　　　

小鯖　　　　　　　　

松圃　　　　　　　　

蛭島　　　　　　　　

御崎　　　　　　　　

御崎岬　　　　　　　

外浜　　　　　　　　

新王平　　　　　　　

大前見島　　　　　　

小前見島　　　　　　

外畑　　　　　　　　

浦　　　　　　　　　

蝦夷狩　　　　　　　

鴨木　　　　　　　　

欠浜　　　　　　　　

古館　　　　　　　　

崎浜　　　　　　　　

笹浜　　　　　　　　

三作浜　　　　　　　

宿浦　　　　　　　　

小長根　　　　　　　

上小鯖　　　　　　　

上鮪立　　　　　　　

神の倉　　　　　　　

神止　　　　　　　　

須堂　　　　　　　　

水尻沢　　　　　　　

石浜　　　　　　　　

大初平　　　　　　　

大田沢　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中の沢　　　　　　　

津本　　　　　　　　

東舞根　　　　　　　

藤浜　　　　　　　　

崩土地　　　　　　　

北古館　　　　　　　

北中　　　　　　　　

明戸　　　　　　　　
唐桑町　　　　　　　

高石浜　　　　　　　

白浜崎　　　　　　　

福伏　　　　　　　　

広田湾　　　　　　　

米ヶ崎　　　　　　　

佐五郎鼻　　　　　　
矢之浦　　　　　　　

獺沢　　　　　　　　

▲ 仁田山　　　　　　　

大陽　　　　　　　　鳥の巣崎　　　　　　

大陽崎　　　　　　　

明神崎　　　　　　　

大入崎　　　　　　　

金室崎　　　　　　　

広田崎　　　　　　　青松島　　　　　　　

集　　　　　　　　　

根岬　　　　　　　　

黒崎　　　　　　　　

蒲田　　　　　　　　

広田　　　　　　　　

泊　　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

大野湾　　　　　　　

花貝　　　　　　　　

蛇ヶ崎　　　　　　　

唯出　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

森崎　　　　　　　　

小友　　　　　　　　

両替　　　　　　　　
門之浜　　　　　　　

門之浜湾　　　　　　

泊里　　　　　　　　

碁石岬　　　　　　　

泥這島　　　　　　　

真崎　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　

大槻島　　　　　　　

松ヶ鼻　　　　　　　

只越　　　　　　　　

古谷　　　　　　　　

双六　　　　　　　　

湊　　　　　　　　　

要谷　　　　　　　　

烏崎　　　　　　　　

羽根穴　　　　　　　

越田　　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

釜石下　　　　　　　

後花貝　　　　　　　

後浜　　　　　　　　

御城林　　　　　　　

港　　　　　　　　　

腰廻　　　　　　　　

載鈎　　　　　　　　

財当　　　　　　　　

出月　　　　　　　　

出山　　　　　　　　

小ヶ口　　　　　　　

小屋敷　　　　　　　

小中井　　　　　　　

小長洞　　　　　　　

赤坂角地　　　　　　

前花貝　　　　　　　

台の下　　　　　　　

大祝　　　　　　　　

大豆沢　　　　　　　

大浜　　　　　　　　

大陽里　　　　　　　

中森　　　　　　　　

長根洞　　　　　　　

長船崎　　　　　　　

鳥嶋　　　　　　　　

田端　　　　　　　　

堂角　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　
万田沢　　　　　　　

明下　　　　　　　　

矢の浦　　　　　　　

唯越　　　　　　　　

六ヶ浦　　　　　　　

広田町　　　　　　　

末崎町　　　　　　　

作沢　　　　　　　　
上の坊　　　　　　　西の坊　　　　　　　

唐桑小原木ＩＣ　　　

気仙沼警察署

65
45

218

26

284

209

45

34

45

26

45

239

38

45

275

   1/50000

584124＊35

5841(10)
52

42

53

43

5841(11)
32

22

33

23

5841(12)
12

02

13

03

5841(6)
54

44

55

45

584134

584124

584135

584125

5841(7)
34

24

35

25

5841(8)
14

04

15

05

5841(2)
56

46

57

47

交通管理リンク出力図
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許可なく複製することを禁ずる。
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交通管理リンク端点

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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鉄道・駅
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陸前高田市　　　　　

清水川　　　　　　　

中平　　　　　　　　

▲ 平根山　　　　　　　

▲ 陣ヶ森　　　　　　　

馬越　　　　　　　　

板橋山　　　　　　　

矢作　　　　　　　　

▲ 松倉山　　　　　　　

平貝　　　　　　　　

久連坪　　　　　　　

横田　　　　　　　　

▲ 雷神山　　　　　　　

気仙川　　　　　　　

西宿　　　　　　　　

▲ 天南山　　　　　　　 下壺　　　　　　　　

出口　　　　　　　　

雪沢　　　　　　　　

打越　　　　　　　　

神明前　　　　　　　

▲ 横手山　　　　　　　

山谷　　　　　　　　

嶋部　　　　　　　　

竹駒　　　　　　　　

細根沢　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

越戸内　　　　　　　

黄金山　　　　　　　

夏通　　　　　　　　

外道尻　　　　　　　

館　　　　　　　　　

金屋敷　　　　　　　

金成　　　　　　　　

元屋敷　　　　　　　

孤舞柳　　　　　　　

三の戸　　　　　　　

三日市　　　　　　　

志田実　　　　　　　

耳切　　　　　　　　

狩集　　　　　　　　

十日市場　　　　　　

小嶋部　　　　　　　

小渕　　　　　　　　

上細根　　　　　　　

上壺　　　　　　　　

信内　　　　　　　　

神崎　　　　　　　　

垂井ヶ沢　　　　　　

赤畑　　　　　　　　

銭洞　　　　　　　　

袖野　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

大松沢　　　　　　　

大嶋部　　　　　　　

中ヶ谷　　　　　　　

中堰　　　　　　　　

仲の沢　　　　　　　

釘の子　　　　　　　

土手影　　　　　　　

東角地　　　　　　　
湯漬畑　　　　　　　

堂前　　　　　　　　

栃ヶ沢　　　　　　　

鍋谷　　　　　　　　

二田野　　　　　　　

二又　　　　　　　　

梅の木　　　　　　　

片地家　　　　　　　

北平　　　　　　　　

味米　　　　　　　　

木場　　　　　　　　

友沼　　　　　　　　

横田町　　　　　　　

竹駒町　　　　　　　

矢作町　　　　　　　

小坪　　　　　　　　

小股　　　　　　　　
柏里　　　　　　　　大股川　　　　　　　

▲ 叶倉山　　　　　　　

竹ノ原　　　　　　　

川口　　　　　　　　

大渡　　　　　　　　

合地沢　　　　　　　

▲ 犬頭山　　　　　　　

▲ 大平山　　　　　　　

仁田代　　　　　　　

高貝　　　　　　　　

住田　　　　　　　　

火石　　　　　　　　

野形　　　　　　　　

向村　　　　　　　　

上城　　　　　　　　

田谷　　　　　　　　

舞出　　　　　　　　

槻沢　　　　　　　　

下柏里　　　　　　　

橋の上　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

向川口　　　　　　　

小口洞　　　　　　　小府金　　　　　　　
松ヶ平　　　　　　　

上日向　　　　　　　

世田米駅　　　　　　

大崎　　　　　　　　

大通　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

天風　　　　　　　　

田ノ上　　　　　　　

南行　　　　　　　　

鉢ヶ森　　　　　　　

世田米　　　　　　　

住田町役場　　　　　

陸前高田　　　　　　
長砂　　　　　　　　

高田松原　　　　　　
脇の沢　　　　　　　

糠塚沢　　　　　　　

▲ 氷上山　　　　　　　

▲ 箱根山　　　　　　　

通岡峠　　　　　　　

▲ 前山　　　　　　　　

長磯　　　　　　　　

船河原　　　　　　　

珊琥島　　　　　　　下船渡　　　　　　　

▲ 飛定地山　　　　　　

山馬越　　　　　　　

大船渡湾　　　　　　

弁天岬　　　　　　　
永浜　　　　　　　　

大船渡港　　　　　　
赤崎　　　　　　　　

大船渡　　　　　　　

飯森場　　　　　　　

岩手開発鉄道　　　　

大船渡碁石海岸ＩＣ　

通岡ＩＣ　　　　　　

森の前　　　　　　　

大石　　　　　　　　

大石沖　　　　　　　

滝の里　　　　　　　

気仙町　　　　　　　

宇津野沢　　　　　　

下舘下　　　　　　　

下和野　　　　　　　

館の沖　　　　　　　

岩井沢　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

曲松　　　　　　　　

金浜　　　　　　　　

欠ノ下向　　　　　　

後ノ入　　　　　　　

荒沢　　　　　　　　

砂子前　　　　　　　

砂森　　　　　　　　

砂畑　　　　　　　　

笹崎　　　　　　　　

山苗代　　　　　　　

小浦　　　　　　　　

小細浦　　　　　　　

松峰　　　　　　　　

上平　　　　　　　　

神坂　　　　　　　　

生形　　　　　　　　

西和野　　　　　　　

赤沢　　　　　　　　

跡浜　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

大隅　　　　　　　　

大町　　　　　　　　

沢川　　　　　　　　

蛸ノ浦　　　　　　　

地ノ森　　　　　　　

地竹沢　　　　　　　

茶屋前　　　　　　　

中港　　　　　　　　

中長砂　　　　　　　

中和野　　　　　　　

東和野　　　　　　　

堂の前　　　　　　　

道の上　　　　　　　

内田　　　　　　　　

二本枠　　　　　　　

馬場前　　　　　　　

富沢　　　　　　　　

明神前　　　　　　　

鳴石　　　　　　　　

野沢　　　　　　　　

裏田　　　　　　　　

和方　　　　　　　　

高田町　　　　　　　

赤崎町　　　　　　　

大船渡町　　　　　　

米崎町　　　　　　　

みどり町　　　　　　

陸前高田ＩＣ　　　　
陸前高田市役所　　　

大船渡市役所　　　　

盛駅　　　　　　　　

陸前赤崎駅　　　　　

中井沢　　　　　　　宮野　　　　　　　　

平田　　　　　　　　

▲ 毛無森山　　　　　　

甲子　　　　　　　　

鷹生　　　　　　　　

黒森沢　　　　　　　

日頃市　　　　　　　

田代屋敷　　　　　　

石橋　　　　　　　　
長岩　　　　　　　　

坂本沢　　　　　　　

舟野　　　　　　　　

小通　　　　　　　　

長安寺　　　　　　　

藤沢口　　　　　　　

久名畑　　　　　　　

大野　　　　　　　　

盛町　　　　　　　　

大船渡三陸道路　　　大船渡北ＩＣ　　　　

大船渡ＩＣ　　　　　

堰口　　　　　　　　

下欠　　　　　　　　

下権現堂　　　　　　

下甲子　　　　　　　

下小通　　　　　　　

下鷹生　　　　　　　

下板用　　　　　　　

萱中　　　　　　　　

寒風　　　　　　　　

関谷　　　　　　　　

郷道　　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

権現堂　　　　　　　

今出　　　　　　　　

細野　　　　　　　　

沼川　　　　　　　　

上坂本沢　　　　　　

上小通　　　　　　　

上石橋　　　　　　　

上鷹生　　　　　　　

上板用　　　　　　　

善蔵敷　　　　　　　

中甲子　　　　　　　

中宿　　　　　　　　

中小通　　　　　　　

中板用　　　　　　　

長谷堂　　　　　　　

藤折　　　　　　　　

猫足　　　　　　　　

蛭がた　　　　　　　

冨岡　　　　　　　　

堀之内　　　　　　　

茂倉　　　　　　　　

冷清水　　　　　　　

轆轤石　　　　　　　

猪川町　　　　　　　

東町　　　　　　　　

日頃市町　　　　　　

木町　　　　　　　　

立根町　　　　　　　

大船渡警察署
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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
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都道府県界
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小白浜　　　　　　　

片岸　　　　　　　　

下荒川　　　　　　　

鍬台峠　　　　　　　

▲ 荒金山　　　　　　　

熊野川　　　　　　　

荒金　　　　　　　　 上荒川　　　　　　　

片岸川　　　　　　　

▲ 鳩ノ峰　　　　　　　

▲ 鍋倉山　　　　　　　

▲ 篠倉山　　　　　　　

一ノ渡　　　　　　　

洞泉　　　　　　　　

楢ノ木平　　　　　　
釜石市　　　　　　　

三陸鉄道リアス線　　

荒川　　　　　　　　

上平田団地　　　　　

鍋倉　　　　　　　　

大畑団地　　　　　　
坪内　　　　　　　　

釜石南ＩＣ　　　　　

釜石唐丹ＩＣ　　　　

洞泉駅　　　　　　　

唐丹駅　　　　　　　

▲ 仙磐山　　　　　　　

千丈ヶ滝　　　　　　

▲ 御在所山　　　　　　

大骨峠　　　　　　　

小浜　　　　　　　　

上小川　　　　　　　

女遊部　　　　　　　

小川　　　　　　　　

関沢　　　　　　　　

甲子川　　　　　　　

松倉　　　　　　　　
向定内　　　　　　　

小佐野　　　　　　　

砂子渡　　　　　　　

中小川　　　　　　　

柏木野　　　　　　　

礼ヶ口町　　　　　　
源太沢町（一）　　　

桜木町（一）　　　　
住吉町　　　　　　　

小佐野町（四）　　　
小佐野町（二）　　　

小川町（五）　　　　

小川町（四）　　　　

小川町（二）　　　　

上中島町（四）　　　
上中島町（二）　　　

千鳥町（一）　　　　

中妻町（一）　　　　

中妻町（二）　　　　

定内町（一）　　　　

定内町（三）　　　　
定内町（四）　　　　

定内町（二）　　　　

八雲町　　　　　　　

野田町（一）　　　　

野田町（五）　　　　

野田町（四）　　　　

野田町（二）　　　　

鈴子町　　　　　　　

釜石仙人峠ＩＣ　　　
釜石ＪＣＴ　　　　　

釜石中央ＩＣ　　　　小佐野駅　　　　　　

松倉駅　　　　　　　

黒崎　　　　　　　　

尾崎白浜　　　　　　

▲ 鷹巣山　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

佐須　　　　　　　　

死骨崎　　　　　　　

唐丹湾　　　　　　　

仏ヶ崎　　　　　　　

花露辺　　　　　　　

▲ 板木山　　　　　　　
石塚峠　　　　　　　

上平田　　　　　　　

唐丹町　　　　　　　

平田駅　　　　　　　

鵜住居　　　　　　　
根浜　　　　　　　　

大槌湾　　　　　　　

箱崎白浜　　　　　　

▲ カモメ森山　　　　　

鐙崎　　　　　　　　

三貫島　　　　　　　

オイデ崎　　　　　　

大仮宿　　　　　　　

小間倉崎　　　　　　

仮宿　　　　　　　　

浪板崎　　　　　　　

箱崎　　　　　　　　

桑ノ浜　　　　　　　

両石湾　　　　　　　

両石　　　　　　　　

恋ノ峠　　　　　　　

釜石　　　　　　　　

新浜　　　　　　　　

馬田岬　　　　　　　

嬉石　　　　　　　　
小縄崎　　　　　　　

鷲ノ巣崎　　　　　　釜石湾　　　　　　　

鎌崎　　　　　　　　▲ 枚根森山　　　　　　

新川原　　　　　　　

水海　　　　　　　　

鵜住居町　　　　　　

嬉石町（二）　　　　

港町（一）　　　　　
港町（二）　　　　　

松原町（二）　　　　

新浜町（一）　　　　

新浜町（二）　　　　

大只越町（一）　　　

大町（一）　　　　　

大町（三）　　　　　
大渡町（三）　　　　

大平町（一）　　　　

大平町（三）　　　　
大平町（二）　　　　

只越町（三）　　　　

天神町　　　　　　　

東前町　　　　　　　

箱崎町　　　　　　　

浜町（一）　　　　　
浜町（三）　　　　　

浜町（二）　　　　　

両石町　　　　　　　

神ノ沢　　　　　　　

釜石両石ＩＣ　　　　

釜石北ＩＣ　　　　　

釜石市役所　　　　　

鵜住居駅　　　　　　

両石駅　　　　　　　

釜石駅　　　　　　　

釜石警察署
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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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▲ 加呂森　　　　　　　

▲ 種刺山　　　　　　　

大川　　　　　　　　

福士　　　　　　　　

▲ 長岩森　　　　　　　

▲ 古宿森　　　　　　　

▲ 弥惣森　　　　　　　

小川　　　　　　　　

▲ 高滝森　　　　　　　

北川目　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

北山　　　　　　　　

▲ 日谷頭山　　　　　　

飛組　　　　　　　　

▲ 高取山　　　　　　　

日向　　　　　　　　

嶋野　　　　　　　　

下刈屋　　　　　　　

和美　　　　　　　　

蟇目　　　　　　　　

太長根　　　　　　　

廻立　　　　　　　　

腹帯　　　　　　　　

三ッ石　　　　　　　

▲ サンボトジ頭　　　　

▲ 庵屋　　　　　　　　

花原市　　　　　　　

牛伏　　　　　　　　

▲ 宇根鳥山　　　　　　

小松倉　　　　　　　

新里　　　　　　　　

根城　　　　　　　　

下野　　　　　　　　

舘町　　　　　　　　

柴野　　　　　　　　

中瀬　　　　　　　　

中組　　　　　　　　

町場　　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

袰屋　　　　　　　　

袰地　　　　　　　　

花原市駅　　　　　　
蟇目駅　　　　　　　

茂市駅　　　　　　　

腹帯駅　　　　　　　

赤前　　　　　　　　

津軽石　　　　　　　

▲ 浄仏森　　　　　　　

藤畑　　　　　　　　
払川　　　　　　　　

根井沢　　　　　　　

▲ 大笹山　　　　　　　

▲ 神楽森　　　　　　　

荷竹　　　　　　　　

津軽石川　　　　　　

石峠　　　　　　　　

懸坊　　　　　　　　

馬鞍　　　　　　　　

那智畑　　　　　　　

荒川川　　　　　　　

堂ヶ鼻　　　　　　　

長内　　　　　　　　

▲ 十二神山　　　　　　

▲ 日光山　　　　　　　田名部　　　　　　　

豊間根　　　　　　　

宇名田　　　　　　　

日当　　　　　　　　

▲ 金田森　　　　　　　

豊間根川　　　　　　

荒川　　　　　　　　

羽々ノ下　　　　　　

栄通り　　　　　　　

下々野　　　　　　　

下田名部　　　　　　

舘ヶ下　　　　　　　

駒形通　　　　　　　

山内　　　　　　　　
勝山　　　　　　　　

上下野　　　　　　　

上根井沢　　　　　　

上田名部　　　　　　

新町　　　　　　　　
赤前上　　　　　　　

船石　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

中井　　　　　　　　

島田　　　　　　　　
堂が鼻　　　　　　　内構　　　　　　　　

麦生野　　　　　　　

木戸口　　　　　　　

音部　　　　　　　　

赤前中　　　　　　　

馬越　　　　　　　　

山田北ＩＣ　　　　　

津軽石駅　　　　　　

豊間根駅　　　　　　

払川駅　　　　　　　

浄土ヶ浜　　　　　　

舘ヶ崎　　　　　　　

近内　　　　　　　　
岩船　　　　　　　　

宮古港　　　　　　　藤原　　　　　　　　

宮古湾　　　　　　　
磯鶏　　　　　　　　

千徳　　　　　　　　

根市　　　　　　　　

老木　　　　　　　　

田鎖　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

高浜　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

堀内　　　　　　　　
金浜　　　　　　　　

長沢川　　　　　　　

花輪　　　　　　　　

▲ 猿壁山　　　　　　　

宮古　　　　　　　　

三陸鉄道リアス線　　

宮古中央ＩＣ　　　　

長沢六　　　　　　　

宮古南ＩＣ　　　　　

上根市　　　　　　　

赤前下　　　　　　　

太田浜　　　　　　　

長沢五　　　　　　　

長沢四　　　　　　　

法之脇　　　　　　　

蜂ヶ沢　　　　　　　

愛宕（一）　　　　　愛宕（二）　　　　　

磯鶏（一）　　　　　

磯鶏（三）　　　　　

磯鶏（二）　　　　　

磯鶏沖　　　　　　　

磯鶏西　　　　　　　

磯鶏石崎　　　　　　

河南（一）　　　　　

鴨崎町　　　　　　　

舘合町　　　　　　　

宮園　　　　　　　　

宮町（一）　　　　　宮町（三）　　　　　
宮町（四）　　　　　

宮町（二）　　　　　

近内（一）　　　　　

熊野町　　　　　　　

鍬ヶ崎下町　　　　　

鍬ヶ崎上町　　　　　
鍬ヶ崎仲町　　　　　

五月町　　　　　　　

光岸地　　　　　　　向町　　　　　　　　

高浜（一）　　　　　

高浜（三）　　　　　

高浜（四）　　　　　

高浜（二）　　　　　

黒森町　　　　　　　

黒田町　　　　　　　

佐原（一）　　　　　

佐原（三）　　　　　
佐原（四）　　　　　

佐原（二）　　　　　

山口（一）　　　　　

山口（五）　　　　　

山口（三）　　　　　山口（四）　　　　　

山口（二）　　　　　

山根町　　　　　　　

実田（一）　　　　　
実田（二）　　　　　

小山田（一）　　　　小山田（三）　　　　

小山田（四）　　　　小山田（二）　　　　

小沢（一）　　　　　

小沢（二）　　　　　

上村（一）　　　　　

上村（二）　　　　　

上鼻（一）　　　　　
上鼻（二）　　　　　

新川町　　　　　　　

神田沢町　　　　　　

神林　　　　　　　　

西ヶ丘（一）　　　　
西ヶ丘（三）　　　　

西ヶ丘（四）　　　　

西ヶ丘（二）　　　　

西町（一）　　　　　

西町（四）　　　　　

千徳町　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

太田（一）　　　　　
太田（二）　　　　　

大通（四）　　　　　大通（二）　　　　　

蛸の浜町　　　　　　

築地（一）　　　　　

中里団地　　　　　　

長根（一）　　　　　
長根（三）　　　　　

長根（四）　　　　　長根（二）　　　　　

長町（一）　　　　　

田の神（一）　　　　

藤の川　　　　　　　

藤原（一）　　　　　
藤原（三）　　　　　

藤原（二）　　　　　

藤原上町　　　　　　

南町　　　　　　　　

日の出町　　　　　　

日影町　　　　　　　

日立浜町　　　　　　

八木沢（一）　　　　
八木沢（三）　　　　
八木沢（四）　　　　

八木沢（二）　　　　

板屋（一）　　　　　板屋（三）　　　　　

板屋（四）　　　　　

保久田　　　　　　　
緑ヶ丘　　　　　　　

臨港通　　　　　　　

和見町　　　　　　　

早稲栃　　　　　　　崎桑ヶ崎　　　　　　

宮古根市ＩＣ　　　　

宮古田鎖ＩＣ　　　　

宮古北ＩＣ　　　　　

宮古中央ＪＣＴ　　　

宮古港ＩＣ　　　　　

宮古市役所　　　　　

千徳駅　　　　　　　

宮古駅　　　　　　　

磯鶏駅　　　　　　　

山口団地駅　　　　　

八木沢・宮古短大駅　

宮古警察署
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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）
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