
大谷　　　　　　　　

実郷　　　　　　　　

緑丘　　　　　　　　

穂波　　　　　　　　

日出　　　　　　　　

常川　　　　　　　　

別着の沢川　　　　　

貴田の沢川　　　　　

上ところ　　　　　　

▲ 藻岩山　　　　　　　

豊地　　　　　　　　

南四線　　　　　　　

広郷　　　　　　　　 北上　　　　　　　　

西九号　　　　　　　

基線　　　　　　　　

三輪　　　　　　　　

高栄　　　　　　　　

東相内　　　　　　　

本沢　　　　　　　　

福野　　　　　　　　

柏丘　　　　　　　　

南八線　　　　　　　

相内　　　　　　　　

大正　　　　　　　　

卸町（一）　　　　　
卸町（三）　　　　　

卸町（二）　　　　　
桂町（五）　　　　　桂町（三）　　　　　

桂町（四）　　　　　
桂町（二）　　　　　

光西町　　　　　　　

高栄西町（一）　　　

高栄西町（九）　　　

高栄西町（五）　　　高栄西町（三）　　　

高栄西町（四）　　　
高栄西町（七）　　　

高栄西町（十）　　　

高栄西町（二）　　　

高栄西町（八）　　　

高栄西町（六）　　　

高栄東町（一）　　　

高栄東町（三）　　　

高栄東町（四）　　　

高栄東町（二）　　　

若葉（一）　　　　　

若葉（五）　　　　　

若葉（四）　　　　　若葉（七）　　　　　

若葉（二）　　　　　

若葉（六）　　　　　

西三輪（一）　　　　

西三輪（五）　　　　

西三輪（三）　　　　

西三輪（四）　　　　

西三輪（七）　　　　

西三輪（二）　　　　

西富町（一）　　　　

西富町（三）　　　　
西富町（四）　　　　

西富町（二）　　　　

双葉町（一）　　　　

双葉町（四）　　　　
双葉町（二）　　　　

相内町　　　　　　　

中央三輪（一）　　　
中央三輪（三）　　　

中央三輪（四）　　　

中央三輪（二）　　　

中央三輪（八）　　　中央三輪（六）　　　

東三輪（一）　　　　

東三輪（五）　　　　

東三輪（三）　　　　東三輪（四）　　　　

東三輪（二）　　　　
東相内町　　　　　　

北進町（一）　　　　北進町（五）　　　　

北進町（七）　　　　

無加川町　　　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　
緑ヶ丘（五）　　　　

緑ヶ丘（四）　　　　
緑ヶ丘（二）　　　　

緑ヶ丘（六）　　　　

緑町（一）　　　　　緑町（五）　　　　　緑町（三）　　　　　

緑町（四）　　　　　緑町（六）　　　　　

北見西ＩＣ　　　　　

北見北上ＩＣ　　　　

相内駅　　　　　　　

東相内駅　　　　　　

西北見駅　　　　　　

美幌町　　　　　　　

最上　　　　　　　　
タッコブ川　　　　　

開成　　　　　　　　

東十号　　　　　　　

南丘　　　　　　　　

若松　　　　　　　　

川東　　　　　　　　

南三線　　　　　　　

並木　　　　　　　　

北見　　　　　　　　

とん田　　　　　　　

栄森　　　　　　　　

北見中央ＩＣ　　　　

北見東ＩＣ　　　　　

とん田西町　　　　　

栄町（一）　　　　　

栄町（三）　　　　　
栄町（四）　　　　　

北進町（四）　　　　

北進町（二）　　　　

緑ヶ丘（三）　　　　

西（五）　　　　　　

西（三）　　　　　　

東（四）　　　　　　

東（二）　　　　　　
北四条　　　　　　　北二条　　　　　　　

とん田東町　　　　　

ひかり野（一）　　　
ひかり野（三）　　　

ひかり野（四）　　　

ひかり野（七）　　　

花園町　　　　　　　

花月町　　　　　　　

錦町　　　　　　　　
光葉町　　　　　　　

公園町　　　　　　　

幸町（四）　　　　　

幸町（七）　　　　　

幸町（二）　　　　　

広明町　　　　　　　

高砂町　　　　　　　

桜町（五）　　　　　

桜町（三）　　　　　
桜町（七）　　　　　

三楽町　　　　　　　

三住町　　　　　　　

山下町（一）　　　　

山下町（四）　　　　

寿町（五）　　　　　

寿町（三）　　　　　

春光町（三）　　　　

春光町（四）　　　　

春光町（七）　　　　

春光町（二）　　　　

曙町　　　　　　　　

常盤町（一）　　　　

常盤町（五）　　　　

常盤町（三）　　　　

常盤町（四）　　　　

常盤町（六）　　　　

新生町　　　　　　　

清月町　　　　　　　

清見町　　　　　　　

青葉町　　　　　　　

川沿町　　　　　　　

泉町（三）　　　　　

泉町（四）　　　　　

端野町川向　　　　　

中ノ島町（一）　　　

中ノ島町（三）　　　

中ノ島町（四）　　　

中央町　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

田端町　　　　　　　

東陵町　　　　　　　

南仲町（三）　　　　
南仲町（二）　　　　

南町（一）　　　　　南町（三）　　　　　

柏陽町　　　　　　　

番場町　　　　　　　

美山町　　　　　　　

美芳町（九）　　　　

美芳町（三）　　　　

美芳町（二）　　　　

美芳町（六）　　　　

文京町　　　　　　　

並木町　　　　　　　

北央町　　　　　　　

北斗町（一）　　　　

本町（五）　　　　　
本町（三）　　　　　本町（四）　　　　　

小泉　　　　　　　　

北見川東ＩＣ　　　　

北見市役所　　　　　

北見駅　　　　　　　

柏陽駅　　　　　　　

北見方面本部北見警察署
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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）

山岳▲



北陽　　　　　　　　

毛当別川　　　　　　

美里　　　　　　　　

柏木　　　　　　　　

上仁頃　　　　　　　

仁頃川　　　　　　　

佐呂間町　　　　　　

朝日　　　　　　　　

▲ 佐呂間山　　　　　　

仁倉川　　　　　　　

ルクシニコロ川　　　

ポンニコロ川　　　　

二区　　　　　　　　

三区　　　　　　　　

端野　　　　　　　　 協和　　　　　　　　

緋牛内　　　　　　　

一区　　　　　　　　

忠志　　　　　　　　

仁頃　　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

仁頃町　　　　　　　

端野町端野　　　　　
端野駅　　　　　　　

愛し野駅　　　　　　

仁倉峠　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

登　　　　　　　　　

日吉　　　　　　　　

北登　　　　　　　　

豊実　　　　　　　　

隈川　　　　　　　　

常呂町登　　　　　　
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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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北見市　　　　　　　

共立　　　　　　　　

富丘　　　　　　　　

豊川　　　　　　　　

福山　　　　　　　　

幌内川　　　　　　　

西能取　　　　　　　

平和　　　　　　　　

卯原内　　　　　　　

卯原内川　　　　　　

東浜　　　　　　　　

常呂　　　　　　　　

とう沸　　　　　　　

西六線　　　　　　　

岐阜　　　　　　　　

常呂川　　　　　　　

西二線　　　　　　　

土佐　　　　　　　　

能取　　　　　　　　

豊浜　　　　　　　　

常呂町共立　　　　　

常呂町常呂　　　　　

能取湖　　　　　　　

二見ヶ岡　　　　　　 ▲ 三眺山　　　　　　　

網走湖　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

三眺　　　　　　　　

網走川　　　　　　　

新町（三）　　　　　

大曲（一）　　　　　

大曲（二）　　　　　

能取岬　　　　　　　

美岬　　　　　　　　

網走市　　　　　　　
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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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東藻琴　　　　　　　

チグサ藻琴川　　　　

西倉　　　　　　　　

大進　　　　　　　　

大進川　　　　　　　

明生　　　　　　　　

東十一線　　　　　　

音根内　　　　　　　

実豊　　　　　　　　

丸万　　　　　　　　

山里　　　　　　　　

稲富　　　　　　　　

日進　　　　　　　　

東藻琴　　　　　　　

東藻琴栄　　　　　　

東藻琴西倉　　　　　

東藻琴千草　　　　　

東藻琴大進　　　　　

東藻琴明生　　　　　

北浜　　　　　　　　

藻琴湖　　　　　　　

藻琴　　　　　　　　

鱒浦　　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

潮見　　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

豊郷　　　　　　　　

南二号　　　　　　　

東網走　　　　　　　

基線　　　　　　　　

中園　　　　　　　　

つくしヶ丘（五）　　

つくしヶ丘（三）　　

つくしヶ丘（二）　　
つくしヶ丘（六）　　

駒場南（七）　　　　潮見（九）　　　　　
潮見（五）　　　　　

潮見（十一）　　　　

鱒浦（一）　　　　　
鱒浦（三）　　　　　

鱒浦（四）　　　　　

鱒浦（二）　　　　　

駒場南（五）　　　　
駒場北（六）　　　　潮見（七）　　　　　潮見（二）　　　　　

鱒浦駅　　　　　　　

藻琴駅　　　　　　　

北浜駅　　　　　　　

神浦　　　　　　　　

小清水　　　　　　　

ポン止別川　　　　　

倉栄　　　　　　　　

北斗　　　　　　　　

北一号　　　　　　　

オンネナイ川　　　　

浦士別　　　　　　　

小清水　　　　　　　

小清水町役場　　　　

原生花園　　　　　　

浜小清水　　　　　　

涛沸湖　　　　　　　

原生花園駅　　　　　

浜小清水駅　　　　　
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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二ツ岩　　　　　　　

明治　　　　　　　　

向陽ヶ丘　　　　　　

▲ 天都山　　　　　　　

駒場　　　　　　　　

釧網本線　　　　　　

網走港　　　　　　　

帽子岩　　　　　　　

網走　　　　　　　　

石北本線　　　　　　

向陽ヶ丘（五）　　　

向陽ヶ丘（六）　　　

新町（一）　　　　　

錦町　　　　　　　　

港町　　　　　　　　

西（四）　　　　　　西（二）　　　　　　

天都山　　　　　　　

東（一）　　　　　　

東（四）　　　　　　
東（六）　　　　　　南四条　　　　　　　

南十条　　　　　　　

南八条　　　　　　　

北十条　　　　　　　

北六条　　　　　　　

海岸町　　　　　　　

駒場南（一）　　　　

駒場南（四）　　　　

駒場南（二）　　　　

駒場北（一）　　　　

駒場北（五）　　　　

駒場北（四）　　　　

駒場北（二）　　　　

桂町（五）　　　　　

桂町（四）　　　　　

桂町（二）　　　　　

向陽ヶ丘（一）　　　

向陽ヶ丘（四）　　　
向陽ヶ丘（二）　　　

台町（一）　　　　　

台町（三）　　　　　

台町（二）　　　　　

潮見（一）　　　　　

潮見（三）　　　　　

緑町　　　　　　　　

網走市役所　　　　　網走駅　　　　　　　

桂台駅　　　　　　　

網走警察署
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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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