
違野　　　　　　　　

宮ノ川　　　　　　　

柚ノ木　　　　　　　

亀ノ川　　　　　　　

二角　　　　　　　　

源谷　　　　　　　　

下切　　　　　　　　
広野　　　　　　　　

皆尾　　　　　　　　西ヶ駄場　　　　　　

三原　　　　　　　　来栖野　　　　　　　

宗賀　　　　　　　　

宮奈呂　　　　　　　

下長谷　　　　　　　

▲ 今ノ山　　　　　　　

有永　　　　　　　　

珠々玉　　　　　　　

舟ノ川　　　　　　　

葛篭　　　　　　　　

小三原　　　　　　　

▲ 中畑山　　　　　　　

都賀川　　　　　　　

久礼広　　　　　　　

タカノス　　　　　　

安ヶ市　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

下ノ谷　　　　　　　

久繁　　　　　　　　幸才　　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

小野駄場　　　　　　

上奈呂　　　　　　　

小筑紫町石原　　　　

三原村役場　　　　　

▲ 大塔山　　　　　　　

久才川　　　　　　　

鍛治屋　　　　　　　
横瀬　　　　　　　　

泉ノ川　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

有岡　　　　　　　　

九樹　　　　　　　　

上ノ土居　　　　　　

西ノ谷　　　　　　　

磯ノ川　　　　　　　

生ノ川　　　　　　　

荒川　　　　　　　　

中筋川　　　　　　　

江ノ村　　　　　　　

上長谷　　　　　　　船ヶ峠　　　　　　　
久礼ノ川　　　　　　

▲ 貝ヶ森　　　　　　　

平田　　　　　　　　

▲ 白皇山　　　　　　　

押ノ川　　　　　　　

中山　　　　　　　　

寺山　　　　　　　　
師高瀬　　　　　　　

戸内　　　　　　　　

車岡　　　　　　　　

芳奈　　　　　　　　
鹿島　　　　　　　　

馬場住　　　　　　　

土居ノ内　　　　　　

天神　　　　　　　　

神有　　　　　　　　

奥奈路　　　　　　　

橋上　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

中角　　　　　　　　

三原村　　　　　　　

土佐くろしお鉄道宿毛

平田ＩＣ　　　　　　

正和　　　　　　　　

岡松　　　　　　　　
沖前　　　　　　　　

下駄場　　　　　　　

貝礎　　　　　　　　

靴抜　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

江ノ谷　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

手代岡　　　　　　　

小森　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

上駄場　　　　　　　

新開　　　　　　　　

瀬戸崎　　　　　　　

清水　　　　　　　　

清水川　　　　　　　

西須賀　　　　　　　

竹石　　　　　　　　

竹部　　　　　　　　

長尾　　　　　　　　

土居峯　　　　　　　

東須賀　　　　　　　

道ノ川　　　　　　　

徳師　　　　　　　　

柳瀬　　　　　　　　

有岡団地　　　　　　

さくらが丘　　　　　

平田町東平（一）　　平田町東平（二）　　

有岡駅　　　　　　　

工業団地駅　　　　　平田駅　　　　　　　

芳井　　　　　　　　

川平郷　　　　　　　

家路川　　　　　　　

市野瀬　　　　　　　

▲ 葛篭山　　　　　　　

下ノ加江　　　　　　

小方　　　　　　　　

布　　　　　　　　　

布崎　　　　　　　　

久百々　　　　　　　

鍵掛　　　　　　　　

下ノ加江川　　　　　

鶴ヶ市　　　　　　　

下浦　　　　　　　　

久万地　　　　　　　

船場　　　　　　　　

大八　　　　　　　　

沢　　　　　　　　　

長笹　　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

藤ヶ駄場　　　　　　

布浦　　　　　　　　

布郷　　　　　　　　

幸増　　　　　　　　

出口　　　　　　　　

竹島　　　　　　　　

鍋島　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

青砂島　　　　　　　

小名鹿　　　　　　　

初崎　　　　　　　　

津蔵淵　　　　　　　

間崎　　　　　　　　

実崎　　　　　　　　

木戸　　　　　　　　

八束　　　　　　　　

尾畑　　　　　　　　

奥山路　　　　　　　

井沢　　　　　　　　

土佐くろしお鉄道中村

東山　　　　　　　　

佐岡　　　　　　　　

古津賀　　　　　　　

角崎　　　　　　　　

不破　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

安並　　　　　　　　

入田　　　　　　　　

具同　　　　　　　　

森沢　　　　　　　　浅村　　　　　　　　

楠島　　　　　　　　
馬越　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

東中筋　　　　　　　間　　　　　　　　　

狼内　　　　　　　　

成山　　　　　　　　

間ＩＣ　　　　　　　

四万十ＩＣ　　　　　
下の森　　　　　　　

下田下　　　　　　　

下田上　　　　　　　

下鍋島　　　　　　　

下木戸　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

久礼場　　　　　　　

橋の内　　　　　　　

具重　　　　　　　　

串江　　　　　　　　

在所　　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

秋トシ　　　　　　　

松野山　　　　　　　

上鍋島　　　　　　　

上木戸　　　　　　　

水戸　　　　　　　　

中の森　　　　　　　

風指　　　　　　　　

福満　　　　　　　　

木の津　　　　　　　

右山　　　　　　　　

右山元町　　　　　　

右山五月町　　　　　

右山天神町　　　　　

駅前町　　　　　　　

下田　　　　　　　　

具同田黒（一）　　　

具同田黒（三）　　　

具同田黒（二）　　　

古津賀（一）　　　　

古津賀（三）　　　　古津賀（四）　　　　

古津賀（二）　　　　

山路　　　　　　　　

出口　　　　　　　　

赤松町　　　　　　　

中村一条通　　　　　
中村栄町　　　　　　

中村京町　　　　　　

中村桜町　　　　　　

中村山手通　　　　　

中村四万十町　　　　

中村上小姓町　　　　

中村新町　　　　　　

中村大橋通　　　　　

中村東町　　　　　　

中村百笑町　　　　　中村本町　　　　　　

中村弥生町　　　　　
渡川（一）　　　　　

渡川（三）　　　　　渡川（二）　　　　　
不破上町　　　　　　

名鹿　　　　　　　　

高井　　　　　　　　
走川　　　　　　　　平元　　　　　　　　

中村丸の内　　　　　

四万十市役所　　　　

中村駅　　　　　　　
古津賀駅　　　　　　

具同駅　　　　　　　国見駅　　　　　　　
中村警察署
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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▲



田ノ地　　　　　　　

坂ノ川　　　　　　　

中氏　　　　　　　　

新荘川　　　　　　　

安和　　　　　　　　
須崎湾　　　　　　　

野見湾　　　　　　　

大長岬　　　　　　　

戸島　　　　　　　　

中ノ島　　　　　　　

神島　　　　　　　　

野見　　　　　　　　

野見港　　　　　　　

勢井　　　　　　　　

串ノ浦　　　　　　　須崎港　　　　　　　須崎駅　　　　　　　

須崎　　　　　　　　

多ノ郷　　　　　　　

東川内　　　　　　　

神田　　　　　　　　

押岡　　　　　　　　

久通　　　　　　　　

観音崎　　　　　　　

坂内　　　　　　　　

中ノ浦　　　　　　　

土取　　　　　　　　

鳴無　　　　　　　　

須崎東ＩＣ　　　　　

須崎西ＩＣ　　　　　

須崎中央ＩＣ　　　　

キヱキ　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

角谷　　　　　　　　

久保宇津　　　　　　

串の浦　　　　　　　

駿岐　　　　　　　　

小浦　　　　　　　　

神田和田　　　　　　

正ノ岡　　　　　　　

池山　　　　　　　　

中ノ川内　　　　　　

張城　　　　　　　　

長竹　　　　　　　　

田ノ浦　　　　　　　

波介　　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

蜂ヶ尻　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

箕越　　　　　　　　

領地　　　　　　　　

浦ノ内西分　　　　　

浦ノ内東分　　　　　

横町　　　　　　　　

原町（一）　　　　　港町　　　　　　　　

山手町　　　　　　　

新町（一）　　　　　

西崎町　　　　　　　

西町（一）　　　　　
西町（二）　　　　　

西糺町　　　　　　　

赤崎町　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

大間西町　　　　　　

大間東町　　　　　　

大間本町　　　　　　

池ノ内　　　　　　　

中町（一）　　　　　

潮田町　　　　　　　

土崎町　　　　　　　

東古市町　　　　　　
南古市町　　　　　　浜町（二）　　　　　

妙見町　　　　　　　緑町　　　　　　　　

岩永　　　　　　　　
宮ノ川内　　　　　　

時包　　　　　　　　

須崎市役所　　　　　

安和駅　　　　　　　

土佐新荘駅　　　　　

須崎駅　　　　　　　

大間駅　　　　　　　

多ノ郷駅　　　　　　

佐川町　　　　　　　

上郷　　　　　　　　
佐川　　　　　　　　桂　　　　　　　　　

室原　　　　　　　　高平　　　　　　　　

田城　　　　　　　　

西山組　　　　　　　

西組　　　　　　　　

鳥の巣　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

斗賀野　　　　　　　

兎田　　　　　　　　

永野　　　　　　　　

薄木　　　　　　　　

▲ 勝森　　　　　　　　

▲ 蟠蛇森　　　　　　　

桑田山　　　　　　　

堂ヶ奈路　　　　　　 吾井郷　　　　　　　

国見　　　　　　　　

畔ノ川　　　　　　　

為貞　　　　　　　　

切畑　　　　　　　　

仏坂　　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

横浪　　　　　　　　

東分　　　　　　　　

戸波浦　　　　　　　

国友　　　　　　　　

太郎丸　　　　　　　

家俊　　　　　　　　

鷹ノ巣　　　　　　　

貞等　　　　　　　　

▲ 虚空蔵山　　　　　　

積善寺　　　　　　　

宮ノ内　　　　　　　

西鴨地　　　　　　　

谷地　　　　　　　　

中川内　　　　　　　

甲原　　　　　　　　

須崎市　　　　　　　

土佐ＰＡスマートＩＣ

道ノ川　　　　　　　

ウスギ　　　　　　　

影ノ地　　　　　　　

岡押　　　　　　　　

岡崎　　　　　　　　

音丸　　　　　　　　

下美都岐　　　　　　

角口　　　　　　　　

樫ノ川　　　　　　　

樫佐古　　　　　　　

岩井口　　　　　　　

久保地　　　　　　　

宮ガ谷　　　　　　　

襟野々　　　　　　　

古用地　　　　　　　

光明　　　　　　　　

轟　　　　　　　　　

砂止　　　　　　　　

山瀬　　　　　　　　

紫園　　　　　　　　

七良谷　　　　　　　

芝の坊　　　　　　　

芝崎　　　　　　　　

狩場　　　　　　　　

舟床　　　　　　　　 舟川　　　　　　　　

小谷地　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

上美都岐　　　　　　

埴生の川　　　　　　

神子野　　　　　　　

是岡　　　　　　　　

西ノ芝　　　　　　　

西生　　　　　　　　

西太郎丸　　　　　　

静神　　　　　　　　

千々川　　　　　　　

鯛ノ川　　　　　　　

大星　　　　　　　　

大川内　　　　　　　

竹ノ川　　　　　　　

仲谷　　　　　　　　斗賀野西山　　　　　

東元町　　　　　　　

東山　　　　　　　　

東太郎丸　　　　　　

徳安　　　　　　　　

南家俊　　　　　　　

楠谷　　　　　　　　

二の部　　　　　　　二の部丁　　　　　　

日ノ熊　　　　　　　

日ノ地　　　　　　　

入寺山　　　　　　　

馬越　　　　　　　　

柏原　　　　　　　　

鉢ヶ森　　　　　　　

飛田　　　　　　　　

尾川西山　　　　　　

尾殿　　　　　　　　

伏尾　　　　　　　　

仏像　　　　　　　　平岩　　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

野添　　　　　　　　
友安　　　　　　　　

囃田　　　　　　　　

乙　　　　　　　　　

市野々　　　　　　　

西山耕　　　　　　　

川の内組　　　　　　

東鴨地　　　　　　　

丙　　　　　　　　　

塚谷　　　　　　　　

山伏郷　　　　　　　
松崎　　　　　　　　

甲　　　　　　　　　佐川町役場　　　　　

吾桑駅　　　　　　　

斗賀野駅　　　　　　

襟野々駅　　　　　　

佐川駅　　　　　　　

浦ノ内　　　　　　　
須ノ浦　　　　　　　

甲崎　　　　　　　　

地ノ鼻　　　　　　　

池ノ浦　　　　　　　福良　　　　　　　　

帷子崎　　　　　　　

ツヅラ崎　　　　　　

深戸　　　　　　　　

浦ノ内須ノ浦　　　　

浦ノ内福良　　　　　

土佐市　　　　　　　

浦ノ内湾　　　　　　

摺木　　　　　　　　

立目　　　　　　　　

出見　　　　　　　　

千仏　　　　　　　　

灰方　　　　　　　　

▲ 茶臼山　　　　　　　

塩間　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

今川内　　　　　　　
下中山　　　　　　　

▲ 宇都賀山　　　　　　

竜　　　　　　　　　

竜岬　　　　　　　　

白ノ鼻　　　　　　　

福島　　　　　　　　

宇佐　　　　　　　　

▲ 横瀬山　　　　　　　

四方寺　　　　　　　

出間　　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

▲ 大平峰　　　　　　　

波介川　　　　　　　

蓮池　　　　　　　　

土佐市（高岡）　　　

塚地　　　　　　　　 用石　　　　　　　　

新居　　　　　　　　

大上　　　　　　　　

新川　　　　　　　　

堀池　　　　　　　　

森山　　　　　　　　

▲ 高森山　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

小田　　　　　　　　仁ノ　　　　　　　　

仁崎　　　　　　　　

土佐ＩＣ　　　　　　

シワガ谷　　　　　　

スズレ　　　　　　　

タイ　　　　　　　　

ナダ　　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

井関　　　　　　　　
芋岡　　　　　　　　

宇津賀　　　　　　　

宇都木　　　　　　　

浦場　　　　　　　　

猿喰　　　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

横手　　　　　　　　

下西　　　　　　　　下東　　　　　　　　

下本村　　　　　　　

間　　　　　　　　　

間古　　　　　　　　
岐　　　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

宮川田　　　　　　　

京間　　　　　　　　

橋田　　　　　　　　

狭　　　　　　　　　

股肱谷　　　　　　　

胡摩谷　　　　　　　

向堀池　　　　　　　

高森　　　　　　　　

高殿　　　　　　　　

今ヶ谷　　　　　　　

山ノ手　　　　　　　

四和　　　　　　　　

寺ヶ谷　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

初生　　　　　　　　
初田　　　　　　　　

所谷　　　　　　　　

松岡　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

菖蒲関　　　　　　　

上ノ村　　　　　　　

城北　　　　　　　　

森岡　　　　　　　　

森山下　　　　　　　
森山上　　　　　　　

森山中　　　　　　　

深浦　　　　　　　　

神子納　　　　　　　

須磨　　　　　　　　

菅　　　　　　　　　

政光　　　　　　　　

西ノ宮　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

石丸　　　　　　　　

船戸　　　　　　　　

増井　　　　　　　　

太子　　　　　　　　

台場　　　　　　　　

大鹿　　　　　　　　

滝ヶ谷　　　　　　　

地頭名　　　　　　　

茶園　　　　　　　　鳥ヶ巣　　　　　　　

鳥首　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

田ノ裏　　　　　　　

田条　　　　　　　　

砥ヶ谷　　　　　　　

土居山　　　　　　　

堂ノ浦　　　　　　　

堂尻　　　　　　　　

鍋烏頭　　　　　　　

南　　　　　　　　　

南浦　　　　　　　　

南地　　　　　　　　

入戸　　　　　　　　

萩谷　　　　　　　　

柏木　　　　　　　　

白鷺　　　　　　　　

板谷　　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

福浜　　　　　　　　

淵岩　　　　　　　　

分切　　　　　　　　

甫淵　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

北山東　　　　　　　

北田　　　　　　　　

埋立　　　　　　　　

末光　　　　　　　　

万願寺　　　　　　　

明ケ谷　　　　　　　
明王院　　　　　　　

木川　　　　　　　　

野尻　　　　　　　　

用水　　　　　　　　

六分一　　　　　　　

宇佐町渭浜　　　　　浦ノ内塩間　　　　　

浦ノ内下中山　　　　

浦ノ内灰方　　　　　

浦ノ内今川内　　　　

浦ノ内出見　　　　　

浦ノ内立目摺木　　　

岩戸　　　　　　　　

高岡町甲　　　　　　

小岩　　　　　　　　 西堀池　　　　　　　船越　　　　　　　　
中　　　　　　　　　

中堀池　　　　　　　

東堀池　　　　　　　馬入　　　　　　　　林口　　　　　　　　

高岡町乙　　　　　　

土佐市役所　　　　　

須崎警察署

土佐警察署
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交通管理リンク
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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

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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虎杖野　　　　　　　

青去　　　　　　　　 戸梶　　　　　　　　

西佐川　　　　　　　

南込山　　　　　　　

荷稲　　　　　　　　

川内ヶ谷　　　　　　

北込山　　　　　　　猿田　　　　　　　　
竹の倉　　　　　　　 沖名　　　　　　　　

市の瀬　　　　　　　

大奈路　　　　　　　

九頭　　　　　　　　

馬の原　　　　　　　

弘岡　　　　　　　　

庄田　　　　　　　　

岩目地　　　　　　　

楠原　　　　　　　　
越知　　　　　　　　

井峰　　　　　　　　
女川　　　　　　　　

庄田　　　　　　　　

宮の原　　　　　　　

瑞応　　　　　　　　 木屋ケ谷　　　　　　

二ッ野　　　　　　　
源重　　　　　　　　

大田川　　　　　　　
柴尾　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

寺野　　　　　　　　

四ッ白　　　　　　　
台住　　　　　　　　

フスボリ　　　　　　

大花　　　　　　　　

宮ノ谷　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

柳瀬本村　　　　　　 楠瀬　　　　　　　　

南片岡　　　　　　　
浅尾　　　　　　　　 鴨地　　　　　　　　梼ノ瀬　　　　　　　

長畑　　　　　　　　
鹿敷　　　　　　　　

名越屋　　　　　　　

柳瀬石見　　　　　　鎌井田　　　　　　　

西の谷　　　　　　　黒瀬　　　　　　　　
岩村　　　　　　　　

片岡　　　　　　　　

出来地　　　　　　　

仲川内　　　　　　　

ヤエ栗　　　　　　　 宇井　　　　　　　　

宇治谷　　　　　　　

鵜ノ林　　　　　　　

影地　　　　　　　　

奥畑　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

岡端　　　　　　　　

下名越屋　　　　　　貝添　　　　　　　　

岩目地西　　　　　　岩目地東　　　　　　

久万田　　　　　　　

宮谷　　　　　　　　

宮地下　　　　　　　

宮地上　　　　　　　

九反田　　　　　　　

今出　　　　　　　　

三野　　　　　　　　

市坂　　　　　　　　
小鹿児　　　　　　　

上名越屋　　　　　　

場所ヶ内　　　　　　

西越　　　　　　　　

赤汢　　　　　　　　

川内ヶ谷上　　　　　

蔵法院　　　　　　　

大堂　　　　　　　　

大和田　　　　　　　

谷屋敷　　　　　　　

中山　　　　　　　　

中組　　　　　　　　

中本町　　　　　　　

中名越屋　　　　　　

南谷　　　　　　　　

梅ヶ坂　　　　　　　
柏井　　　　　　　　

富士見町　　　　　　

父原　　　　　　　　

文城　　　　　　　　

文瀬　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

本村西　　　　　　　

本村東　　　　　　　

妹背　　　　　　　　

岬　　　　　　　　　

竜石　　　　　　　　

楮木　　　　　　　　

黒原　　　　　　　　

柱谷　　　　　　　　

京塚　　　　　　　　 松ヶ瀬　　　　　　　

柳瀬上分　　　　　　

越知町役場　　　　　

西佐川駅　　　　　　

土佐加茂駅　　　　　

岡花駅　　　　　　　

日下駅　　　　　　　

いの町　　　　　　　

仏堂　　　　　　　　 成川　　　　　　　　

花ノ木　　　　　　　
境谷　　　　　　　　

樅ノ木山　　　　　　

妙見　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

川又　　　　　　　　
▲ 小式ヶ台　　　　　　

南越　　　　　　　　

東津賀才　　　　　　

西津賀才　　　　　　

新別　　　　　　　　小倉　　　　　　　　

十田　　　　　　　　

長引　　　　　　　　

野地　　　　　　　　

漉地　　　　　　　　

下八川　　　　　　　

高岩　　　　　　　　

打木　　　　　　　　

樫山　　　　　　　　

木ノ瀬　　　　　　　

筋川　　　　　　　　

代次　　　　　　　　 樫ヶ峠　　　　　　　

柚ノ木野　　　　　　

思地　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

勝賀瀬　　　　　　　

弘瀬　　　　　　　　

去山　　　　　　　　

▲ 鷹羽ヶ森　　　　　　

宮ヶ奈路　　　　　　谷ノ内　　　　　　　

桑藪　　　　　　　　

▲ 五在所山　　　　　　

桐ノ峠　　　　　　　

柿の瀬　　　　　　　

柿奈呂　　　　　　　

梶ヶ奈路　　　　　　

葛　　　　　　　　　

葛川　　　　　　　　

岩川内　　　　　　　

橋床　　　　　　　　

後生楽　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

手取　　　　　　　　

新改　　　　　　　　

新別下　　　　　　　
新別上　　　　　　　

須山　　　　　　　　

清田　　　　　　　　

大藪　　　　　　　　

滝屋　　　　　　　　

致川　　　　　　　　

中峯　　　　　　　　

長原比　　　　　　　

程ノ内　　　　　　　

唐越　　　　　　　　

欅山　　　　　　　　

鎌井田桑藪　　　　　

小川新別　　　　　　

小川西津賀才　　　　

小川東津賀才　　　　

上八川下分　　　　　

須ノ森　　　　　　　

大河内　　　　　　　

蓮台　　　　　　　　

▲ 鴻ノ森　　　　　　　

領家　　　　　　　　

唐岩　　　　　　　　

宗安寺　　　　　　　

尾立　　　　　　　　

塚ノ原　　　　　　　

米田　　　　　　　　

若草　　　　　　　　
朝倉　　　　　　　　

針木　　　　　　　　

鏡岩　　　　　　　　

▲ 三滝ヶ森　　　　　　

長谷　　　　　　　　

西分　　　　　　　　

弘岡下　　　　　　　

弘岡中　　　　　　　

弘岡上　　　　　　　高岡　　　　　　　　

鳴川　　　　　　　　

▲ 石土ノ森　　　　　　

天崎　　　　　　　　

八田　　　　　　　　

大内　　　　　　　　

波川　　　　　　　　

いの　　　　　　　　

是友　　　　　　　　

とさでん交通伊野線　
東浦　　　　　　　　

八代　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

枝川　　　　　　　　

槙　　　　　　　　　

横薮　　　　　　　　

北成山　　　　　　　

成山　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

加田　　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

下分　　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

渋川　　　　　　　　

日高村　　　　　　　

伊野ＩＣ　　　　　　

天神ＩＣ　　　　　　

鎌田ＩＣ　　　　　　

大橋　　　　　　　　

梅ヶ佐古　　　　　　

いの町　　　　　　　

伊豆　　　　　　　　

伊予川　　　　　　　

井流　　　　　　　　

蔭　　　　　　　　　

渦ノ谷　　　　　　　

奥ノ谷　　　　　　　
奥谷　　　　　　　　

奥名　　　　　　　　

沖屋敷　　　　　　　

音竹　　　　　　　　

下　　　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

柿谷　　　　　　　　

鎌田　　　　　　　　

久万　　　　　　　　

宮ノ奥　　　　　　　

宮ノ西　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

宮ノ東　　　　　　　

居徳　　　　　　　　

肩抜　　　　　　　　

古市　　　　　　　　

光岩　　　　　　　　

向流　　　　　　　　

江尻　　　　　　　　

荒倉　　　　　　　　

行当　　　　　　　　

高野谷　　　　　　　

山石　　　　　　　　
寺尾　　　　　　　　

十四代　　　　　　　

小鎌田　　　　　　　

小妻　　　　　　　　

小村　　　　　　　　

小八十　　　　　　　

上　　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

新道　　　　　　　　

深見　　　　　　　　

針木西　　　　　　　

針木南　　　　　　　

水田　　　　　　　　

正源寺　　　　　　　

清水　　　　　　　　

清滝　　　　　　　　

西根木谷　　　　　　

西川久保　　　　　　

西田　　　　　　　　

西和田　　　　　　　

折月　　　　　　　　

川淵　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

惣谷　　　　　　　　

打手神　　　　　　　

帯田　　　　　　　　

大小路　　　　　　　

大奈呂　　　　　　　

大納　　　　　　　　

大八十　　　　　　　鍛治屋　　　　　　　

池ノ上　　　　　　　

茶屋ヶ鼻　　　　　　

茶山　　　　　　　　

中ノ谷　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

長山田　　　　　　　

槌ノ木　　　　　　　

釘抜　　　　　　　　

天神ヶ谷　　　　　　

田福　　　　　　　　

田淵　　　　　　　　

土居ノ谷　　　　　　

東根木谷　　　　　　

東川久保　　　　　　

藤ヶ瀬　　　　　　　

奈路　　　　　　　　

南ノ谷　　　　　　　

波川北　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

鉢巻　　　　　　　　

番根　　　　　　　　
百笑　　　　　　　　

保木　　　　　　　　

甫木　　　　　　　　

暮月　　　　　　　　

峰屋敷　　　　　　　

峰槇　　　　　　　　

芳ヶ曽　　　　　　　

北山　　　　　　　　

北城山　　　　　　　
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鳴谷　　　　　　　　
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鵜来巣　　　　　　　

横内　　　　　　　　

鴨部（三）　　　　　

鴨部高町　　　　　　
鴨部上町　　　　　　

岩ヶ淵　　　　　　　

鏡大河内　　　　　　

高岡町丁　　　　　　
高岡町丙　　　　　　

若草町　　　　　　　

若草南町　　　　　　

曙町（一）　　　　　

曙町（二）　　　　　

上本宮町　　　　　　

針木東町　　　　　　

針木北（一）　　　　

針木北（二）　　　　

針木本町　　　　　　

西塚ノ原　　　　　　

朝倉横町　　　　　　

朝倉西町（二）　　　

朝倉南町　　　　　　
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塚ノ原　　　　　　　
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鏡小浜　　　　　　　
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甫家　　　　　　　　

甲殿川　　　　　　　

甲殿　　　　　　　　
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桂浜　　　　　　　　

御畳瀬　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

睦　　　　　　　　　
横田野　　　　　　　
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種崎　　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　
内ノ谷　　　　　　　草木谷　　　　　　　芳原　　　　　　　　

衣ヶ島　　　　　　　 砂地　　　　　　　　横浜　　　　　　　　
玉島　　　　　　　　

阿戸　　　　　　　　浦戸湾　　　　　　　

八丁　　　　　　　　
十津　　　　　　　　

▲ 鷺尾山　　　　　　　
十市　　　　　　　　

池　　　　　　　　　
水分　　　　　　　　

高知港　　　　　　　

孕西　　　　　　　　

東孕　　　　　　　　

唐谷　　　　　　　　五台山　　　　　　　

下田川　　　　　　　

稲生　　　　　　　　
百石　　　　　　　　

鴨部　　　　　　　　 河ノ瀬　　　　　　　
屋頭　　　　　　　　

城山町　　　　　　　 高知市　　　　　　　
▲ 鉢伏山　　　　　　　

梅ノ辻　　　　　　　鏡川　　　　　　　　

高知　　　　　　　　
はりまや橋　　　　　

とさでん交通後免線　

介良　　　　　　　　
鹿児　　　　　　　　

大津　　　　　　　　

薊野　　　　　　　　

川原島　　　　　　　
布師田　　　　　　　

秦泉寺　　　　　　　
一宮　　　　　　　　 下附　　　　　　　　

高知桂浜道路　　　　

土讃線　　　　　　　

とさでん交通桟橋線　

佐々木町　　　　　　

朝倉東町　　　　　　

長尾山町　　　　　　

本宮町　　　　　　　

芦ヶ谷　　　　　　　

安ヶ谷　　　　　　　

衣笠　　　　　　　　

磯戸　　　　　　　　

宇賀谷　　　　　　　

横堀　　　　　　　　

介良野　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

丸畑　　　　　　　　

岩屋　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

栗山　　　　　　　　

高神　　　　　　　　

高須砂地　　　　　　

坂本　　　　　　　　

三ッ石　　　　　　　

三十代　　　　　　　

治国谷　　　　　　　

室屋　　　　　　　　

舟戸　　　　　　　　

小久保　　　　　　　

小池　　　　　　　　

小浜　　　　　　　　

松ノ本　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新築　　　　　　　　

神母行　　　　　　　

人形谷　　　　　　　

吹井　　　　　　　　

聖　　　　　　　　　

西ノ谷　　　　　　　
西下　　　　　　　　

西上　　　　　　　　

石淵　　　　　　　　

折川　　　　　　　　倉　　　　　　　　　

倉谷　　　　　　　　

大芝　　　　　　　　

地蔵堂　　　　　　　

中州　　　　　　　　

長江　　　　　　　　

田辺島　　　　　　　

東下　　　　　　　　

東上　　　　　　　　

東町　　　　　　　　

東和　　　　　　　　
南吸江　　　　　　　

楠上　　　　　　　　

能茶山　　　　　　　

白水　　　　　　　　

尾山　　　　　　　　

福浦　　　　　　　　

宝司部　　　　　　　

豊田　　　　　　　　 林谷　　　　　　　　
和泉　　　　　　　　

はりまや町（一）　　

はりまや町（三）　　

みづき（一）　　　　
みづき（二）　　　　

愛宕山南町　　　　　
愛宕町（三）　　　　

愛宕町（四）　　　　

旭町（一）　　　　　旭町（三）　　　　　

旭天神町　　　　　　

伊勢崎町　　　　　　

井口町　　　　　　　

一ッ橋町（一）　　　一ッ橋町（二）　　　

一宮徳谷　　　　　　

一宮南町（一）　　　
一宮南町（二）　　　

稲荷町　　　　　　　

栄田町　　　　　　　

永国寺町　　　　　　

越前町（一）　　　　

塩屋崎町（二）　　　

塩田町　　　　　　　

横浜新町（一）　　　

横浜新町（五）　　　

横浜新町（三）　　　
横浜新町（四）　　　

横浜新町（二）　　　

横浜西町　　　　　　

横浜東町　　　　　　

横浜南町　　　　　　

加賀野井（一）　　　
加賀野井（二）　　　

河ノ瀬町　　　　　　

介良乙　　　　　　　

介良甲　　　　　　　

介良丙　　　　　　　

葛島（一）　　　　　

葛島（三）　　　　　
葛島（四）　　　　　

葛島（二）　　　　　

鴨部（一）　　　　　

鴨部（二）　　　　　

丸ノ内（一）　　　　
丸池町　　　　　　　

吉田町　　　　　　　

吸江　　　　　　　　

宮前町　　　　　　　

鏡川町　　　　　　　

幸崎　　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

弘化台　　　　　　　

江陽町　　　　　　　

高見町　　　　　　　

高須（一）　　　　　

高須（三）　　　　　

高須（二）　　　　　高須新町（一）　　　

高須新町（三）　　　高須新町（四）　　　

高須新町（二）　　　

高須新木　　　　　　

高須西町　　　　　　
高須絶海　　　　　　

高須大谷　　　　　　高須大島　　　　　　

高須東町　　　　　　

高須本町　　　　　　

堺町　　　　　　　　

桜井町（一）　　　　桜井町（二）　　　　桜馬場　　　　　　　
札場　　　　　　　　

三園町　　　　　　　

桟橋通（一）　　　　

桟橋通（五）　　　　

桟橋通（三）　　　　

桟橋通（六）　　　　

若松町　　　　　　　

寿町　　　　　　　　

十津（一）　　　　　

十津（五）　　　　　

十津（三）　　　　　

十津（四）　　　　　

十津（二）　　　　　

十津（六）　　　　　

春野町南ヶ丘（一）　

春野町南ヶ丘（五）　

春野町南ヶ丘（三）　

春野町南ヶ丘（四）　
春野町南ヶ丘（七）　

春野町南ヶ丘（二）　

春野町南ヶ丘（六）　

升形　　　　　　　　

小石木町　　　　　　

小倉町　　　　　　　

小津町　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

上町（四）　　　　　上町（二）　　　　　

城見町　　　　　　　

城北町　　　　　　　新屋敷（一）　　　　
新屋敷（二）　　　　

新田町　　　　　　　

新本町（一）　　　　

深谷町　　　　　　　

秦南町（一）　　　　

秦南町（二）　　　　

杉井流　　　　　　　

瀬戸（二）　　　　　

瀬戸西町（三）　　　

瀬戸西町（二）　　　

瀬戸東町（一）　　　

瀬戸東町（三）　　　

瀬戸東町（二）　　　

瀬戸南町（一）　　　

瀬戸南町（二）　　　

西久万　　　　　　　

西秦泉寺　　　　　　

西町　　　　　　　　

青柳町　　　　　　　

石立町　　　　　　　

赤石町　　　　　　　

前里　　　　　　　　

相生町　　　　　　　

相模町　　　　　　　

帯屋町（二）　　　　

大原町　　　　　　　

大川筋（一）　　　　

大津乙　　　　　　　

大津甲　　　　　　　

鷹匠町（一）　　　　

知寄町（二）　　　　

竹島町　　　　　　　

中の島　　　　　　　

中久万　　　　　　　

中秦泉寺　　　　　　

中須賀町　　　　　　

中水道　　　　　　　

中野団地　　　　　　

仲田町　　　　　　　

潮見台（一）　　　　

潮見台（三）　　　　

潮見台（二）　　　　

潮新町（一）　　　　

潮新町（二）　　　　

長浜宮田　　　　　　

長浜蒔絵台（一）　　
長浜蒔絵台（二）　　

追手筋（一）　　　　

天神町　　　　　　　

唐人町　　　　　　　

東久万　　　　　　　

東城山町　　　　　　

東秦泉寺　　　　　　

東石立町　　　　　　
縄手町　　　　　　　

南ノ丸町　　　　　　

南河ノ瀬町　　　　　

南久保　　　　　　　

南久万　　　　　　　

南金田　　　　　　　

南御座　　　　　　　

南新田町　　　　　　

南川添　　　　　　　

南竹島町　　　　　　

南宝永町　　　　　　

南万々　　　　　　　

二葉町　　　　　　　

廿代町　　　　　　　

入明町　　　　　　　

農人町　　　　　　　

梅ノ辻　　　　　　　

萩町（一）　　　　　
萩町（二）　　　　　

八反町（二）　　　　
比島町（一）　　　　

比島町（四）　　　　比島町（二）　　　　

百石町（一）　　　　

百石町（三）　　　　

百石町（二）　　　　

福井扇町　　　　　　福井町　　　　　　　
福井東町　　　　　　

宝永町　　　　　　　

宝町　　　　　　　　

北久保　　　　　　　

北金田　　　　　　　

北御座　　　　　　　

北高見町　　　　　　

北新田町　　　　　　

北川添　　　　　　　

北端町　　　　　　　

北竹島町　　　　　　

北本町（三）　　　　北本町（四）　　　　

本町（一）　　　　　
本町（五）　　　　　

万々　　　　　　　　

明見　　　　　　　　

弥生町　　　　　　　

役知町　　　　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　

緑ヶ丘（三）　　　　

緑ヶ丘（二）　　　　

六泉寺町　　　　　　

和泉町　　　　　　　

孕西町　　　　　　　孕東町　　　　　　　

薊野西町（一）　　　
薊野西町（三）　　　

薊野西町（二）　　　

薊野中町　　　　　　

薊野東町　　　　　　

薊野南町　　　　　　

薊野北町（一）　　　

薊野北町（二）　　　

高そね　　　　　　　

中芝　　　　　　　　
東谷　　　　　　　　

みづき（三）　　　　

一宮西町（一）　　　
一宮中町（一）　　　

一宮中町（三）　　　

一宮中町（二）　　　
一宮東町（一）　　　

宇津野　　　　　　　

北秦泉寺　　　　　　

薊野北町（三）　　　

薊野北町（四）　　　

高知南ＩＣ　　　　　

高知中央ＩＣ　　　　

高知ＩＣ　　　　　　

高知市役所　　　　　
高知県庁　　　　　　

葛島橋東詰駅　　　　
旭駅　　　　　　　　 西高須駅　　　　　　

高須駅　　　　　　　文珠通駅　　　　　　
介通り駅　　　　　　

新木駅　　　　　　　
東新木駅　　　　　　

円行寺口駅　　　　　
高知駅　　　　　　　入明駅　　　　　　　

田辺島通り駅　　　　
鹿児駅　　　　　　　

舟戸駅　　　　　　　

北浦駅　　　　　　　
領石通り駅　　　　　一条橋駅　　　　　　明見橋駅　　　　　　長崎駅　　　　　　　

土佐大津駅　　　　　
布師田駅　　　　　　

薊野駅　　　　　　　土佐一宮駅　　　　　

県立美術館通り駅　　

清和学園前駅　　　　

円行寺　　　　　　　

椎野峠　　　　　　　三谷　　　　　　　　 小蓮　　　　　　　　
定林寺　　　　　　　滝本　　　　　　　　

小坂峠　　　　　　　
正蓮寺　　　　　　　

石垣　　　　　　　　

清水川　　　　　　　

七ッ淵　　　　　　　

都綱　　　　　　　　

番所　　　　　　　　
久礼野　　　　　　　

八京　　　　　　　　
白木谷　　　　　　　

中平　　　　　　　　

入定　　　　　　　　

小滝　　　　　　　　

一道木　　　　　　　

▲ 細藪山　　　　　　　

桑尾　　　　　　　　
梶谷　　　　　　　　土佐山　　　　　　　

横平　　　　　　　　
西川　　　　　　　　

菖蒲　　　　　　　　上倉　　　　　　　　

高川　　　　　　　　

蓬原　　　　　　　　

▲ 高尻木山　　　　　　

桑ノ川　　　　　　　

大改野　　　　　　　

▲ 工石山　　　　　　　

土佐山弘瀬　　　　　

クララ　　　　　　　

ササガトウ　　　　　

ツヅラ　　　　　　　

フキ　　　　　　　　

モスロ　　　　　　　

井ノ沢　　　　　　　

一ッ橋　　　　　　　

陰山　　　　　　　　

宇告　　　　　　　　

遠郷　　　　　　　　

屋敷前　　　　　　　

下久保　　　　　　　

下八京　　　　　　　
火打谷　　　　　　　

蟹越　　　　　　　　

宮ノ久保　　　　　　

古川　　　　　　　　

州和崎　　　　　　　

小山　　　　　　　　

上奈路　　　　　　　

上八京　　　　　　　

城　　　　　　　　　

菅ノ草　　　　　　　

川戸　　　　　　　　

川添　　　　　　　　

多金剛　　　　　　　

大前　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

滝ノ下　　　　　　　
竹場　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

栂野尾　　　　　　　

程ノ窪　　　　　　　

田野々　　　　　　　

都積　　　　　　　　

日比原　　　　　　　 馬止　　　　　　　　

萩野　　　　　　　　

伏尾谷　　　　　　　

仏木　　　　　　　　

網川　　　　　　　　

嶽ノ首　　　　　　　

一宮しなね（一）　　一宮しなね（二）　　

一宮西町（三）　　　

一宮西町（四）　　　

一宮西町（二）　　　

一宮東町（五）　　　

一宮東町（三）　　　
一宮東町（四）　　　

一宮東町（二）　　　

岡豊町蒲原　　　　　

重倉　　　　　　　　

土佐山梶谷　　　　　

土佐山桑尾　　　　　

土佐山高川　　　　　

土佐山菖蒲　　　　　土佐山西川　　　　　

土佐山都網　　　　　

浜改田　　　　　　　

国政　　　　　　　　
前浜　　　　　　　　

岸本　　　　　　　　

里改田　　　　　　　
高知龍馬空港　　　　

下井　　　　　　　　

片山　　　　　　　　

徳王子　　　　　　　

上岡　　　　　　　　
茨西　　　　　　　　

東野　　　　　　　　
田村　　　　　　　　 物部川　　　　　　　

香南　　　　　　　　住吉野　　　　　　　

中村　　　　　　　　
西野　　　　　　　　

立田　　　　　　　　
深淵　　　　　　　　

稲吉　　　　　　　　 永田　　　　　　　　

南国　　　　　　　　後免　　　　　　　　 ▲ 金剛山　　　　　　　篠原　　　　　　　　

山北　　　　　　　　

福船　　　　　　　　

父養寺　　　　　　　包末　　　　　　　　

京田　　　　　　　　

糸木　　　　　　　　

西和　　　　　　　　

土居谷　　　　　　　

伊達野　　　　　　　

香南のいちＩＣ　　　

香南かがみＩＣ　　　

安弘　　　　　　　　

井川　　　　　　　　
宇賀　　　　　　　　

遠崎　　　　　　　　

遠山　　　　　　　　

横井　　　　　　　　

王子　　　　　　　　

岡上　　　　　　　　

下地　　　　　　　　

下島浜　　　　　　　

下島里　　　　　　　

下咥内　　　　　　　

開田　　　　　　　　

笠松　　　　　　　　

刈谷　　　　　　　　

関　　　　　　　　　

岩坂　　　　　　　　

久保田　　　　　　　

剣尾　　　　　　　　

元町　　　　　　　　

広本　　　　　　　　

江見町　　　　　　　

高見　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

山下　　　　　　　　

四坊　　　　　　　　

寺家　　　　　　　　

宗滝　　　　　　　　

十万　　　　　　　　

小田村　　　　　　　

上畑　　　　　　　　

上咥内　　　　　　　
城陸　　　　　　　　

新屋　　　　　　　　
仁屋　　　　　　　　

仁尾島　　　　　　　

須留田　　　　　　　

西窪　　　　　　　　

西野々　　　　　　　

石家　　　　　　　　

千屋崎　　　　　　　

千田木　　　　　　　

川谷　　　　　　　　

前永田　　　　　　　

曽我　　　　　　　　

惣田　　　　　　　　

大熊　　　　　　　　

辰ノ口　　　　　　　

池の本　　　　　　　

竹中　　　　　　　　

中ノ丁　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

中須　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

中田　　　　　　　　

坪池　　　　　　　　

田井　　　　　　　　

東崎東部　　　　　　

東場　　　　　　　　

東組　　　　　　　　

藤宮　　　　　　　　
徳常　　　　　　　　

日の出町　　　　　　

能間　　　　　　　　

馬橋　　　　　　　　

馬袋　　　　　　　　

八松　　　　　　　　

八丁地　　　　　　　

八木　　　　　　　　

浜窪　　　　　　　　

平井　　　　　　　　

弁天通　　　　　　　

北地　　　　　　　　

鳴子　　　　　　　　

有岡　　　　　　　　

里組　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

簾　　　　　　　　　

駅前町（一）　　　　
駅前町（四）　　　　駅前町（二）　　　　

下島　　　　　　　　

下野田　　　　　　　

元町（三）　　　　　

後免町（一）　　　　
後免町（四）　　　　

幸町（一）　　　　　

幸町（二）　　　　　

三和琴平（一）　　　

三和琴平（三）　　　

三和琴平（二）　　　

小籠（二）　　　　　

西野田（四）　　　　
西野田（二）　　　　

赤岡町　　　　　　　

蔵福寺島　　　　　　

東山町（一）　　　　東山町（三）　　　　

日吉町（二）　　　　

物部　　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

野市町みどり野（一）野市町みどり野（四）野市町みどり野（二）
野市町みどり野東（三
野市町みどり野東（二

野市町深渕　　　　　
野市町大谷　　　　　

野市町中山田　　　　大そね　　　　　　　

笠原　　　　　　　　

鎌井谷　　　　　　　祈年　　　　　　　　

岡豊町小篭　　　　　 金地　　　　　　　　

小籠　　　　　　　　

上野田　　　　　　　

土佐山田町神通寺　　

東崎　　　　　　　　 野市町母代寺　　　　

なんこく南ＩＣ　　　

高知龍馬空港ＩＣ　　

香南市役所　　　　　

南国市役所　　　　　
後免町駅　　　　　　

東工業前駅　　　　　小篭通駅　　　　　　篠原駅　　　　　　　

後免駅　　　　　　　

住吉通り駅　　　　　後免西町駅　　　　　
後免東町駅　　　　　

後免中町駅　　　　　

立田駅　　　　　　　

のいち駅　　　　　　

よしかわ駅　　　　　

あかおか駅　　　　　香我美駅　　　　　　

西佐古　　　　　　　東佐古　　　　　　　
末松　　　　　　　　

▲ 聞楽山　　　　　　　岩次　　　　　　　　 龍河洞スカイライン　廿枝　　　　　　　　 岩積　　　　　　　　

中野　　　　　　　　
鳥越峠　　　　　　　

町田　　　　　　　　

陣山　　　　　　　　
八幡　　　　　　　　

三畠　　　　　　　　 龍河洞　　　　　　　逆川　　　　　　　　
香美　　　　　　　　

国分　　　　　　　　笠ノ川　　　　　　　

伏原　　　　　　　　 山田島　　　　　　　

楠目　　　　　　　　

神母ノ木　　　　　　

予岳　　　　　　　　須江　　　　　　　　植　　　　　　　　　久次　　　　　　　　
領石　　　　　　　　 佐古藪　　　　　　　

植田　　　　　　　　
船谷　　　　　　　　

上改田　　　　　　　
油石　　　　　　　　

宮ノ口　　　　　　　

宍崎　　　　　　　　

南国市　　　　　　　
亀岩　　　　　　　　

大法寺　　　　　　　才谷　　　　　　　　 杉田　　　　　　　　

仁井田　　　　　　　

天行寺　　　　　　　

外山　　　　　　　　
有谷　　　　　　　　

白川　　　　　　　　中後入　　　　　　　
佐竹　　　　　　　　

成合　　　　　　　　釣瓶　　　　　　　　

曾我部川　　　　　　 西後入　　　　　　　

大後入　　　　　　　平山　　　　　　　　
奴田　　　　　　　　

根曳峠　　　　　　　

北滝本　　　　　　　

▲ 赤塚山　　　　　　　

南国ＩＣ　　　　　　

岡豊町常通寺島　　　

吉次　　　　　　　　

計多　　　　　　　　

古町　　　　　　　　

黒土　　　　　　　　

上小島　　　　　　　

上廿枝　　　　　　　

西島　　　　　　　　

前行　　　　　　　　

大根木　　　　　　　

談議所　　　　　　　

梼　　　　　　　　　

南三畠　　　　　　　南陣山　　　　　　　

南組　　　　　　　　

平田　　　　　　　　

北三畠　　　　　　　北陣山　　　　　　　

北組西　　　　　　　

岡豊町江村　　　　　

下末松　　　　　　　

久礼田　　　　　　　

蛍が丘（一）　　　　

蛍が丘（二）　　　　

左右山　　　　　　　

上末松　　　　　　　西山　　　　　　　　

双葉台　　　　　　　

土佐山田町旭町（五）

土佐山田町旭町（二）

土佐山田町影山　　　

土佐山田町栄町　　　

土佐山田町下ノ村　　

土佐山田町間　　　　

土佐山田町宮前町　　

土佐山田町戸板島　　

土佐山田町山田　　　

土佐山田町小田島　　

土佐山田町秦山町（二土佐山田町西本町（五土佐山田町西本町（三

土佐山田町曽我部川　

土佐山田町東本町（一

土佐山田町東本町（五土佐山田町東本町（三
土佐山田町百石町（一

土佐山田町百石町（二

土佐山田町宝町（五）
土佐山田町宝町（二）

土佐山田町林田　　　

比江　　　　　　　　

北本町（一）　　　　
北本町（二）　　　　

北本町上（一）　　　

領石　　　　　　　　

香美市役所　　　　　

土佐長岡駅　　　　　

山田西町駅　　　　　

土佐山田駅　　　　　

新改駅　　　　　　　

高知東警察署

高知南警察署

高知警察署

高知県警察本部
南国警察署
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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▲



御殿ノ鼻　　　　　　
塩谷　　　　　　　　山田　　　　　　　　

穴内　　　　　　　　

長谷寄　　　　　　　

住吉　　　　　　　　 赤野　　　　　　　　琴浜　　　　　　　　
松原　　　　　　　　

手結岬　　　　　　　

穴内川　　　　　　　
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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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