
▲ 高増山　　　　　　　

三斗木　　　　　　　

郷分　　　　　　　　

横尾　　　　　　　　

上有地　　　　　　　
芦田　　　　　　　　 今岡　　　　　　　　向永谷　　　　　　　

中津原　　　　　　　

下山守　　　　　　　
上山守　　　　　　　 御幸　　　　　　　　

下有地　　　　　　　

才町　　　　　　　　
久田谷　　　　　　　

近田　　　　　　　　 岩成　　　　　　　　
倉光　　　　　　　　相方　　　　　　　　

万能倉　　　　　　　

徳田　　　　　　　　

戸手　　　　　　　　

中須　　　　　　　　

法成寺　　　　　　　

上加茂　　　　　　　新山　　　　　　　　

広谷　　　　　　　　

鵜飼　　　　　　　　
宮内　　　　　　　　 中野　　　　　　　　

下安井　　　　　　　

下加茂　　　　　　　
助元　　　　　　　　

服部永谷　　　　　　

鴫谷　　　　　　　　

あしな台団地　　　　

ウロウギ　　　　　　

安光　　　　　　　　

井之端　　　　　　　

稲荷木　　　　　　　

羽賀　　　　　　　　

横路　　　　　　　　

王子　　　　　　　　

沖組　　　　　　　　

下割石　　　　　　　

下郷　　　　　　　　

下三斗木　　　　　　

下枝広　　　　　　　

下足水　　　　　　　

下東之面　　　　　　
下福田地　　　　　　

下本郷　　　　　　　

河原　　　　　　　　

河西　　　　　　　　

花立　　　　　　　　

掛迫　　　　　　　　

梶久　　　　　　　　

刈山　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

宮ヶ峠　　　　　　　

境　　　　　　　　　

郷　　　　　　　　　

琴森　　　　　　　　

栗江　　　　　　　　

桑木　　　　　　　　

古南　　　　　　　　

後　　　　　　　　　 溝下　　　　　　　　

甲田　　　　　　　　

行延　　　　　　　　

黒尾　　　　　　　　

坂田北　　　　　　　

坂梨　　　　　　　　

三軒家　　　　　　　

山方　　　　　　　　

寺迫　　　　　　　　

七社　　　　　　　　

十九軒屋　　　　　　

十念　　　　　　　　

俊英　　　　　　　　

小山田　　　　　　　

小平　　　　　　　　

上河原　　　　　　　

上割石　　　　　　　

上郷　　　　　　　　

上三斗木　　　　　　

上枝広　　　　　　　

上東之面　　　　　　

上福田地　　　　　　上本郷　　　　　　　

新家　　　　　　　　

新造　　　　　　　　

新茶屋　　　　　　　

深安　　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

正戸　　　　　　　　

西下組　　　　　　　

西江良　　　　　　　

西才町　　　　　　　

西上組　　　　　　　

西中組　　　　　　　

石神　　　　　　　　

川内　　　　　　　　

相峠　　　　　　　　

草木　　　　　　　　

大上　　　　　　　　

大田志　　　　　　　

大迫　　　　　　　　

大附　　　　　　　　

大坊　　　　　　　　

段坪　　　　　　　　

池口　　　　　　　　

池平　　　　　　　　

竹ノ下　　　　　　　

中割石　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

中市　　　　　　　　

仲　　　　　　　　　

猪子　　　　　　　　

鳥羽　　　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

渡上　　　　　　　　

東　　　　　　　　　

東江良　　　　　　　

東才町　　　　　　　

東中　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

鍋屋　　　　　　　　

農栄　　　　　　　　

迫田　　　　　　　　

箱田川西　　　　　　

八反田　　　　　　　

飯田屋　　　　　　　

尾部　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

北條　　　　　　　　

牧谷　　　　　　　　

堀町　　　　　　　　

本永谷　　　　　　　

本宮　　　　　　　　
万中　　　　　　　　

万南　　　　　　　　

明が端　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

六反田　　　　　　　

駅家町　　　　　　　

横尾（一）　　　　　横尾（二）　　　　　

横尾町　　　　　　　

下岩成　　　　　　　

加茂町　　　　　　　

久松台（二）　　　　

郷分町　　　　　　　

御幸町　　　　　　　

向陽台　　　　　　　

向陽町（一）　　　　

向陽町（二）　　　　

広谷町　　　　　　　

高美台　　　　　　　

十三軒屋　　　　　　
上岩成　　　　　　　

新市　　　　　　　　

新徳田　　　　　　　

清水ヶ丘　　　　　　

千田町　　　　　　　千田町（一）　　　　

千田町（二）　　　　

中須町　　　　　　　

奈良津町（二）　　　

坊寺　　　　　　　　

北本庄町（四）　　　

弥生ヶ丘　　　　　　

緑陽町（一）　　　　

緑陽町（二）　　　　

藪路　　　　　　　　

下木之内　　　　　　
仲間　　　　　　　　

尾中　　　　　　　　

妙言　　　　　　　　明字　　　　　　　　 勇言　　　　　　　　

横尾駅　　　　　　　

湯田村駅　　　　　　
道上駅　　　　　　　

万能倉駅　　　　　　

駅家駅　　　　　　　

近田駅　　　　　　　戸手駅　　　　　　　

上戸手駅　　　　　　

新市駅　　　　　　　

高木駅　　　　　　　

上安井　　　　　　　 広畑　　　　　　　　 芦原　　　　　　　　

常　　　　　　　　　
四川　　　　　　　　

百谷　　　　　　　　 粟根　　　　　　　　
雨木　　　　　　　　

海谷　　　　　　　　

服部本郷　　　　　　

刈光　　　　　　　　
金丸　　　　　　　　 滝　　　　　　　　　▲ 蛇円山　　　　　　　

▲ 天神山　　　　　　　

柴目　　　　　　　　楠田　　　　　　　　

神子原　　　　　　　 松尾谷　　　　　　　姫谷　　　　　　　　

菅町　　　　　　　　

▲ 笠木山　　　　　　　 七谷　　　　　　　　

山野　　　　　　　　

上原谷　　　　　　　

▲ 京ノ上山　　　　　　

坂瀬川　　　　　　　
▲ 馬乗山　　　　　　　

丸沢田　　　　　　　

犬塚　　　　　　　　

下原谷　　　　　　　

粟井　　　　　　　　

一ノ井手　　　　　　

芋原西　　　　　　　

芋原東　　　　　　　

下郷地　　　　　　　

笠木谷　　　　　　　

軒田　　　　　　　　

後ヶ市　　　　　　　

高迫　　　　　　　　

寺側　　　　　　　　

種　　　　　　　　　

重入　　　　　　　　

上木之内　　　　　　

深山口　　　　　　　

神末　　　　　　　　

中原谷　　　　　　　

日和　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

望　　　　　　　　　

本郷下　　　　　　　

本郷上　　　　　　　

本郷中　　　　　　　

末金　　　　　　　　

矢川下　　　　　　　
矢川上　　　　　　　

矢川中　　　　　　　

柳峠　　　　　　　　

新市町　　　　　　　

用之江　　　　　　　

能島　　　　　　　　 生江浜　　　　　　　

福山東ＩＣ　　　　　
蔵王　　　　　　　　▲ 蔵王山　　　　　　　

金浦　　　　　　　　

吉浜　　　　　　　　山陽新幹線　　　　　

有田　　　　　　　　浦上　　　　　　　　
江戸野　　　　　　　

宇山　　　　　　　　岩田　　　　　　　　 坪生　　　　　　　　

大河　　　　　　　　

内砂子　　　　　　　 西大戸　　　　　　　仁井　　　　　　　　轟　　　　　　　　　

入田　　　　　　　　▲ 権現山　　　　　　　

神辺　　　　　　　　

上竹田　　　　　　　
釆山　　　　　　　　下竹田　　　　　　　

上稲木　　　　　　　

湯野　　　　　　　　

女官　　　　　　　　高鳥　　　　　　　　

八尋　　　　　　　　
下御領　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　郷の前　　　　　　　
西中条　　　　　　　

下稲木　　　　　　　

門田　　　　　　　　

西方　　　　　　　　

淀　　　　　　　　　

上御領　　　　　　　

張田　　　　　　　　

惣谷　　　　　　　　国地　　　　　　　　
東中条　　　　　　　

千田大峠　　　　　　

早田　　　　　　　　

中條坊　　　　　　　

箱田川原　　　　　　

千田町（三）　　　　

千田町（四）　　　　
タブロキ　　　　　　

ヒジヤ　　　　　　　

旭　　　　　　　　　

粟田　　　　　　　　

安原　　　　　　　　

安森　　　　　　　　

井之木　　　　　　　

隠居　　　　　　　　

烏山　　　　　　　　

沖湯野　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

家元　　　　　　　　

家後屋　　　　　　　

芥子　　　　　　　　

柿迫　　　　　　　　

梶草　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

丸池　　　　　　　　

帰　　　　　　　　　

久貝　　　　　　　　

久熊　　　　　　　　

久原　　　　　　　　

宮ノ端　　　　　　　

宮ノ峠　　　　　　　

宮講　　　　　　　　

狭間　　　　　　　　

銀山　　　　　　　　

畦ヶ市　　　　　　　
兼安　　　　　　　　

見詰　　　　　　　　

源代　　　　　　　　

古市　　　　　　　　

古城　　　　　　　　

狐原　　　　　　　　

鼓　　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

江草　　　　　　　　

高淵　　　　　　　　

国行　　　　　　　　

国分寺　　　　　　　

紺屋　　　　　　　　

砂子　　　　　　　　

崎山　　　　　　　　

三田地　　　　　　　

三日市　　　　　　　

山地　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

実相　　　　　　　　

秋丸　　　　　　　　

春日池　　　　　　　

小角　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

小谷　　　　　　　　

小迫　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

松川　　　　　　　　

松葉左　　　　　　　

上手樋　　　　　　　

城之端　　　　　　　

信定　　　　　　　　

慎ノ峠　　　　　　　

新川　　　　　　　　

深水　　　　　　　　

仁古谷　　　　　　　

仁伍　　　　　　　　

瀬名田　　　　　　　

正尻　　　　　　　　

清友　　　　　　　　

西池平　　　　　　　

西迫　　　　　　　　

西平　　　　　　　　

誠和　　　　　　　　

青草　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

先之谷　　　　　　　

船隠　　　　　　　　

僧都　　　　　　　　

蔵本　　　　　　　　

足永　　　　　　　　

袖解　　　　　　　　

太和　　　　　　　　

泰砂子　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大木　　　　　　　　

滝山　　　　　　　　

池迫　　　　　　　　

竹工　　　　　　　　

竹政　　　　　　　　

中ノ坊　　　　　　　中光坊　　　　　　　

中耕地　　　　　　　中講　　　　　　　　

猪ノ尻　　　　　　　

丁屋　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　
長迫　　　　　　　　

長畑　　　　　　　　

天神端　　　　　　　

田村　　　　　　　　

唐橋　　　　　　　　

塔谷　　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

東池平　　　　　　　

東迫　　　　　　　　

東林坊　　　　　　　

当辺　　　　　　　　

当摩　　　　　　　　

藤森　　　　　　　　

堂ノ内　　　　　　　

道城　　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

南札場　　　　　　　

南四ッ分　　　　　　

二ッ川　　　　　　　

納所　　　　　　　　

馬場崎　　　　　　　

馬場迫　　　　　　　

梅谷　　　　　　　　

白塚　　　　　　　　

箱田川東　　　　　　

八幡原　　　　　　　

表川　　　　　　　　

浜川　　　　　　　　

丙　　　　　　　　　

平賀市　　　　　　　

辺木　　　　　　　　

法童寺　　　　　　　

豊久保　　　　　　　

北札場　　　　　　　

北四ッ分　　　　　　

北迫　　　　　　　　

本湯野　　　　　　　

名越　　　　　　　　

鳴渕　　　　　　　　

木田　　　　　　　　

野々上　　　　　　　

野呂　　　　　　　　

矢ノ側　　　　　　　

矢掛屋　　　　　　　

淀水　　　　　　　　

裸　　　　　　　　　

梨ノ木　　　　　　　

和名木　　　　　　　

湾頭　　　　　　　　

旭が丘　　　　　　　

旭丘　　　　　　　　

伊勢丘（五）　　　　

伊勢丘（三）　　　　伊勢丘（四）　　　　

伊勢丘（七）　　　　

伊勢丘（八）　　　　伊勢丘（六）　　　　

引野町北（四）　　　

押撫　　　　　　　　

下稲木町　　　　　　

下出部町（二）　　　

岩倉町　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

高屋町（一）　　　　
高屋町（五）　　　　
高屋町（三）　　　　

高屋町（四）　　　　

高屋町（二）　　　　

篠坂　　　　　　　　

春日台　　　　　　　

春日町（一）　　　　

春日町（五）　　　　

春日町（三）　　　　

春日町（四）　　　　

春日町（七）　　　　
春日町（二）　　　　

春日町（六）　　　　

上稲木町　　　　　　

上出部町四季が丘　　

新湯野　　　　　　　

神辺町　　　　　　　

西方町　　　　　　　

青葉台（一）　　　　

青葉台（三）　　　　青葉台（四）　　　　
青葉台（二）　　　　

千田　　　　　　　　

相生　　　　　　　　

蔵王町（一）　　　　

蔵王町（五）　　　　

蔵王町（三）　　　　

蔵王町（四）　　　　

蔵王町（二）　　　　

蔵王町（六）　　　　

大江町　　　　　　　

大谷台（一）　　　　

大谷台（三）　　　　大谷台（二）　　　　

大門町　　　　　　　

坪生町　　　　　　　

坪生町（一）　　　　

坪生町（五）　　　　

坪生町（三）　　　　

坪生町（四）　　　　

坪生町（二）　　　　

坪生町（六）　　　　

坪生町南（一）　　　坪生町南（三）　　　
坪生町南（二）　　　

東陽台（一）　　　　
東陽台（二）　　　　

奈良津町（三）　　　
南蔵王町（一）　　　

南蔵王町（五）　　　

日吉台（一）　　　　日吉台（三）　　　　

日吉台（二）　　　　

能島（一）　　　　　

能島（三）　　　　　

能島（二）　　　　　

幕山台（一）　　　　幕山台（五）　　　　

幕山台（三）　　　　幕山台（四）　　　　

幕山台（七）　　　　

幕山台（二）　　　　

幕山台（八）　　　　

幕山台（六）　　　　

西高月　　　　　　　
大東　　　　　　　　堂砂子　　　　　　　

道々原　　　　　　　
下出部町　　　　　　

神辺駅　　　　　　　

湯野駅　　　　　　　

御領駅　　　　　　　

子守唄の里高屋駅　　

出部　　　　　　　　

木之子　　　　　　　
伊地　　　　　　　　 七日市　　　　　　　

明地　　　　　　　　
笹賀　　　　　　　　

井原　　　　　　　　

落石　　　　　　　　

清迫　　　　　　　　

平砂　　　　　　　　
戸倉　　　　　　　　

丹生　　　　　　　　 賀山　　　　　　　　

西江原　　　　　　　

簗瀬　　　　　　　　 藤ノ木　　　　　　　

山井田　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

片屋　　　　　　　　

追崎　　　　　　　　
青野　　　　　　　　才児　　　　　　　　吉井　　　　　　　　

大仏　　　　　　　　 与井　　　　　　　　

天神山　　　　　　　
稗原　　　　　　　　

黒瀬　　　　　　　　

野宮　　　　　　　　

日尾　　　　　　　　
宇戸川　　　　　　　 稲葉　　　　　　　　

川相　　　　　　　　

片塚　　　　　　　　

野畑　　　　　　　　

二五山　　　　　　　
井山　　　　　　　　

米山　　　　　　　　

花龍　　　　　　　　

七曲　　　　　　　　

伊賀寺　　　　　　　

宇内塚　　　　　　　

下三谷　　　　　　　

下市　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

加戸　　　　　　　　

火打岩　　　　　　　

花木　　　　　　　　 花野　　　　　　　　

灰ヶ峠　　　　　　　

貝迫　　　　　　　　

掛木　　　　　　　　

梶江　　　　　　　　

苅屋原　　　　　　　

勘定井　　　　　　　

岩野　　　　　　　　

吉谷　　　　　　　　

宮ノ元　　　　　　　

宮賀　　　　　　　　

宮草　　　　　　　　
琴原　　　　　　　　

金鴫　　　　　　　　

銀山谷　　　　　　　

栗元　　　　　　　　

畦地　　　　　　　　

鯨　　　　　　　　　

見瀬側　　　　　　　

古屋　　　　　　　　戸儀　　　　　　　　

向町　　　　　　　　

広間　　　　　　　　

香蓮地　　　　　　　

高船　　　　　　　　

高草　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

佐原　　　　　　　　

砂畑　　　　　　　　

才ノ窪　　　　　　　

才谷　　　　　　　　

才之元　　　　　　　
笹井　　　　　　　　

三本森　　　　　　　

寺岡　　　　　　　　

寺戸　　　　　　　　

篠原　　　　　　　　

若林　　　　　　　　

寿恵宗　　　　　　　

松風呂　　　　　　　

上三谷　　　　　　　

上市　　　　　　　　

城ヶ蔵　　　　　　　

新代　　　　　　　　

森谷　　　　　　　　

神戸　　　　　　　　

仁井山　　　　　　　

仁郷　　　　　　　　

水ヶ迫　　　　　　　

雛迫　　　　　　　　

杉ノ平　　　　　　　

正ガン　　　　　　　

石谷　　　　　　　　

赤向土　　　　　　　

折道　　　　　　　　

川附　　　　　　　　

倉掛　　　　　　　　

相谷　　　　　　　　

大社　　　　　　　　

大正　　　　　　　　

大段　　　　　　　　

大末　　　　　　　　

瀧ノ口　　　　　　　

沢岡　　　　　　　　

谷山　　　　　　　　

築井　　　　　　　　

竹ノ丸　　　　　　　

中ノ窪　　　　　　　

中町　　　　　　　　

猪原　　　　　　　　

殿川内　　　　　　　

田ノ迫　　　　　　　

東高月　　　　　　　

東免　　　　　　　　

洞々　　　　　　　　

銅　　　　　　　　　

峠村　　　　　　　　

奈良原　　　　　　　

八体　　　　　　　　

八斗畑　　　　　　　

飯名　　　　　　　　

飯名向　　　　　　　

毘沙門　　　　　　　

美園　　　　　　　　

福良　　　　　　　　

芳井ハイツ　　　　　

本新町　　　　　　　

名郷　　　　　　　　

名原山　　　　　　　

木割谷　　　　　　　

野崎　　　　　　　　

野々迫　　　　　　　

矢ノ目　　　　　　　

薬師　　　　　　　　

有年ノ鼻　　　　　　

龍頭　　　　　　　　

鈴松　　　　　　　　

燒山　　　　　　　　

井原町　　　　　　　

下出部町（一）　　　

笹賀町　　　　　　　

笹賀町（一）　　　　

笹賀町（二）　　　　

山野町　　　　　　　

七日市町　　　　　　

上出部町　　　　　　

西江原町　　　　　　

青野町　　　　　　　
稗原町　　　　　　　

芳井町梶江　　　　　

北山町　　　　　　　

野上町　　　　　　　

井阪　　　　　　　　

戸石　　　　　　　　
請松　　　　　　　　

野呂花滝　　　　　　

井原市役所　　　　　

井原駅　　　　　　　

いずえ駅　　　　　　

福山北警察署

井原警察署
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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▲



中条　　　　　　　　

白石島　　　　　　　▲ 応神山　　　　　　　

金風呂　　　　　　　

備後灘　　　　　　　

小飛島　　　　　　　
飛島　　　　　　　　

大飛島　　　　　　　

本浦　　　　　　　　

真鍋島　　　　　　　

岩坪　　　　　　　　

外浅海　　　　　　　

丸岩　　　　　　　　

長場　　　　　　　　

北木島　　　　　　　

豊浦　　　　　　　　

楠　　　　　　　　　

布越　　　　　　　　

佐柳島　　　　　　　

ウルメ　　　　　　　

洲　　　　　　　　　

小飛島　　　　　　　
尻替　　　　　　　　

西ノ浦　　　　　　　

千ノ浜　　　　　　　

築出　　　　　　　　

鳥ノ口　　　　　　　

福原　　　　　　　　

真鍋島　　　　　　　

白石島　　　　　　　

北木島町　　　　　　

水島灘　　　　　　　

高島　　　　　　　　

黒土瀬戸　　　　　　

神島外浦　　　　　　

水落　　　　　　　　

神島　　　　　　　　

古江　　　　　　　　
長浜　　　　　　　　

青佐鼻　　　　　　　

神島　　　　　　　　

井ノ砂　　　　　　　正頭　　　　　　　　
鳥江　　　　　　　　 ▲ 青佐山　　　　　　　

▲ 御嶽山　　　　　　　

青佐　　　　　　　　 寄島　　　　　　　　

大島中　　　　　　　

西大島　　　　　　　

入江　　　　　　　　片島　　　　　　　　

横島　　　　　　　　

早崎　　　　　　　　

帆崎　　　　　　　　

安倉　　　　　　　　

里庄町　　　　　　　
山陽本線　　　　　　

▲ 竜王山　　　　　　　富岡　　　　　　　　大磯　　　　　　　　

差出島　　　　　　　

小高島　　　　　　　

下浦　　　　　　　　

王泊　　　　　　　　

夏目　　　　　　　　

鴨野　　　　　　　　丸山　　　　　　　　

寄島　　　　　　　　

寄島新開　　　　　　

宮前　　　　　　　　

宮通　　　　　　　　

鏡　　　　　　　　　

栗山　　　　　　　　
原　　　　　　　　　

高丸　　　　　　　　

国頭　　　　　　　　

黒土　　　　　　　　

根奥　　　　　　　　

砂　　　　　　　　　

山代　　　　　　　　

実盛　　　　　　　　柴木　　　　　　　　
宗国　　　　　　　　

十地　　　　　　　　

汁方　　　　　　　　
小烏　　　　　　　　

小黒崎　　　　　　　

小黒崎台　　　　　　

小山　　　　　　　　

乗時　　　　　　　　

深方　　　　　　　　

正砂　　　　　　　　

清改　　　　　　　　

西安倉　　　　　　　

川手　　　　　　　　

前砂　　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

大空　　　　　　　　

大工ノ浜　　　　　　

築地　　　　　　　　

竹田　　　　　　　　

中安倉　　　　　　　

中新開団地　　　　　

天神　　　　　　　　

土手尻　　　　　　　

唐井　　　　　　　　

東安倉　　　　　　　

東光房　　　　　　　

東村　　　　　　　　

湯舟　　　　　　　　藤曲　　　　　　　　

二階　　　　　　　　

樋守　　　　　　　　

尾焼　　　　　　　　

浜中団地　　　　　　浜南　　　　　　　　富岡団地　　　　　　

福井　　　　　　　　

福浦　　　　　　　　

片本　　　　　　　　

名切　　　　　　　　矢部　　　　　　　　

楡木　　　　　　　　

與太郎　　　　　　　

一番町　　　　　　　

寄島町　　　　　　　

五番町　　　　　　　
三番町　　　　　　　

四番町　　　　　　　

七番町　　　　　　　
十一番町　　　　　　

新横島　　　　　　　

西大島新田　　　　　

拓海町　　　　　　　

二番町　　　　　　　

美の浜　　　　　　　

六番町　　　　　　　

干瓜　　　　　　　　焼山　　　　　　　　
池ノ平　　　　　　　

伏越　　　　　　　　
玉島黒崎　　　　　　

高ノ越鼻　　　　　　

尾方山　　　　　　　

甚平鼻　　　　　　　

手島　　　　　　　　

加沙越鼻　　　　　　

小手島　　　　　　　

甲路　　　　　　　　

▲ 王頭山　　　　　　　

市井　　　　　　　　

江の浦　　　　　　　

広島　　　　　　　　
立石　　　　　　　　

茂浦　　　　　　　　

薑鼻　　　　　　　　村中　　　　　　　　

広島町釜の越　　　　

広島町小手島　　　　

佐柳　　　　　　　　

手島町　　　　　　　

水島港　　　　　　　

上水島　　　　　　　下水島　　　　　　　

玉島乙島　　　　　　

笠岡警察署

295
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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▲



絵師　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　笠岡　　　　　　　　
六条院西　　　　　　

金井　　　　　　　　馬飼　　　　　　　　

六条院東　　　　　　
広浜　　　　　　　　

宮原　　　　　　　　

里見　　　　　　　　

六条院中　　　　　　

大峠　　　　　　　　
松尾　　　　　　　　

今立　　　　　　　　 相部　　　　　　　　
鴨方　　　　　　　　

佐方　　　　　　　　
園井　　　　　　　　 須恵　　　　　　　　

笠岡ＩＣ　　　　　　

深田　　　　　　　　

地頭下　　　　　　　

小坂西　　　　　　　
鴨方　　　　　　　　

占見　　　　　　　　浅口市　　　　　　　

鴨方ＩＣ　　　　　　

山陽自動車道　　　　

関戸　　　　　　　　
新賀　　　　　　　　

中ヶ市　　　　　　　

尾坂　　　　　　　　
小坂東　　　　　　　

下長迫　　　　　　　

日原　　　　　　　　

大庭　　　　　　　　 ▲ 遥照山　　　　　　　

地蔵峠　　　　　　　

井立　　　　　　　　 阿部山　　　　　　　堺辺　　　　　　　　 南山田　　　　　　　

尾ノ上　　　　　　　 ▲ 阿部山　　　　　　　

円地　　　　　　　　

行信　　　　　　　　

宗岡　　　　　　　　

西ノ浜　　　　　　　

東大戸　　　　　　　

阿坂　　　　　　　　

阿部山西　　　　　　

安広　　　　　　　　

井ノ内　　　　　　　

井戸居　　　　　　　

井上　　　　　　　　

壱丁目　　　　　　　

宇月原　　　　　　　

宇月原下　　　　　　

永広　　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

駅前団地　　　　　　

奥ノ谷　　　　　　　

奥迫　　　　　　　　

岡部　　　　　　　　

岡林　　　　　　　　

沖ノ店　　　　　　　

沖山　　　　　　　　

沖川　　　　　　　　

屋中　　　　　　　　
下ヶ市　　　　　　　

下ノ原　　　　　　　

下田頭　　　　　　　

下本庄　　　　　　　

下名口　　　　　　　

花ノ木　　　　　　　

学園団地　　　　　　

鴨地　　　　　　　　

刈畑　　　　　　　　

竿　　　　　　　　　

岸名　　　　　　　　

岩神　　　　　　　　

岩村　　　　　　　　

亀居　　　　　　　　

吉宗　　　　　　　　

吉川　　　　　　　　

宮ノ脇　　　　　　　

狭田　　　　　　　　

曲田　　　　　　　　

近長　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

金地　　　　　　　　

掘抜　　　　　　　　

権現　　　　　　　　

犬飼　　　　　　　　

古井　　　　　　　　

五軒屋　　　　　　　

午王　　　　　　　　

光林房　　　　　　　

向月　　　　　　　　

向原　　　　　　　　

荒神　　　　　　　　

荒張　　　　　　　　

香取　　　　　　　　

高井　　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

鴻之巣　　　　　　　

黒井　　　　　　　　

砂郷　　　　　　　　

砂崎　　　　　　　　

才ノ脇　　　　　　　

三ヶ田　　　　　　　

山ノ奥　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

山手　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

四条原　　　　　　　

指田　　　　　　　　

時之坊　　　　　　　

手ノ際　　　　　　　

宗元　　　　　　　　

宗本　　　　　　　　

住山　　　　　　　　

小三宅　　　　　　　

小西原　　　　　　　

小村　　　　　　　　

松井　　　　　　　　

松井団地　　　　　　

沼　　　　　　　　　

上田頭　　　　　　　

上名口　　　　　　　

新庄平井　　　　　　

新道路　　　　　　　

森　　　　　　　　　森山　　　　　　　　

森迫　　　　　　　　

申友　　　　　　　　

真山戸山　　　　　　

仁故　　　　　　　　

仁吾　　　　　　　　

仁後　　　　　　　　

生石　　　　　　　　

西ノ岡　　　　　　　

西ノ前　　　　　　　

西ノ迫　　　　　　　

西ノ平　　　　　　　

西原　　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

西町　　　　　　　　

西本町　　　　　　　

青景　　　　　　　　

石井　　　　　　　　

赤鉢　　　　　　　　

川南　　　　　　　　

泉団地　　　　　　　

惣良田　　　　　　　

大原西　　　　　　　

大原中　　　　　　　
大原東　　　　　　　

大三宅　　　　　　　

大師　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大前　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

大殿　　　　　　　　

大峠　　　　　　　　

大内　　　　　　　　

大之平　　　　　　　

谷井　　　　　　　　

地頭明　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

中ノサヤ　　　　　　

中四条原　　　　　　

中川　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

丁　　　　　　　　　

朝倉　　　　　　　　

町小路　　　　　　　

長谷通　　　　　　　

長津　　　　　　　　

津江　　　　　　　　

追分　　　　　　　　

定月　　　　　　　　

殿川町　　　　　　　

殿迫　　　　　　　　

田平　　　　　　　　

土井ヶ市　　　　　　

土井谷　　　　　　　

土居　　　　　　　　

土手　　　　　　　　

桃山台団地　　　　　

頭山　　　　　　　　

道万　　　　　　　　

鳶ノ子　　　　　　　

内平　　　　　　　　

柏部　　　　　　　　

白土　　　　　　　　

迫山　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

八ッ的　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

平ノ前　　　　　　　

平岩　　　　　　　　

平松　　　　　　　　平地　　　　　　　　

米　　　　　　　　　

北平　　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

本町　　　　　　　　

椋原　　　　　　　　

木ノ元　　　　　　　

木勢以　　　　　　　

有井　　　　　　　　

里見平井　　　　　　

立脇　　　　　　　　

恋原　　　　　　　　

肋実　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

和部　　　　　　　　

磆　　　　　　　　　

みの越　　　　　　　

笠岡　　　　　　　　

鴨方町みどりヶ丘　　

鴨方町益坂　　　　　

鴨方町地頭上　　　　

鴨方町鳩ヶ丘　　　　

小平井　　　　　　　

新庄グリーンクレスト

大井南　　　　　　　

阿部山中　　　　　　

井ノ上　　　　　　　
福当　　　　　　　　

笠岡市役所　　　　　

里庄町役場　　　　　

浅口市役所　　　　　

笠岡駅　　　　　　　

里庄駅　　　　　　　

鴨方駅　　　　　　　

金光駅　　　　　　　

神脇　　　　　　　　

甲弩　　　　　　　　

浅海　　　　　　　　東江原　　　　　　　

矢神　　　　　　　　
長屋　　　　　　　　

熊林田　　　　　　　
里山田　　　　　　　

神代　　　　　　　　

本堀　　　　　　　　
小田　　　　　　　　井原市　　　　　　　

行部　　　　　　　　

堂西　　　　　　　　 日置谷　　　　　　　

矢掛　　　　　　　　

西川面　　　　　　　 東川面　　　　　　　
山ノ上　　　　　　　

大桜　　　　　　　　

野上　　　　　　　　

宇内　　　　　　　　

黒木　　　　　　　　

奥山　　　　　　　　 井出ノ手　　　　　　

田輪　　　　　　　　

宇角　　　　　　　　

東水砂　　　　　　　
西水砂　　　　　　　

星田　　　　　　　　
栩木　　　　　　　　

岡谷　　　　　　　　

下高末　　　　　　　

三原　　　　　　　　

井原鉄道井原線　　　

余次　　　　　　　　

木之子町　　　　　　 阿部山東　　　　　　

井戸　　　　　　　　

円道坊　　　　　　　

押延　　　　　　　　横畑　　　　　　　　

王子ノ前　　　　　　

岡田　　　　　　　　

岡本谷　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下高階　　　　　　　

下在　　　　　　　　

河内城　　　　　　　

花屋　　　　　　　　

岸　　　　　　　　　

岩ヶ市　　　　　　　

亀麓　　　　　　　　
吉野　　　　　　　　

宮ノ谷　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

興山　　　　　　　　

琴峠　　　　　　　　

金原　　　　　　　　

金野　　　　　　　　

空上　　　　　　　　

熊　　　　　　　　　

熊石　　　　　　　　

慶知庵　　　　　　　

古浦　　　　　　　　

古屋谷　　　　　　　

後組　　　　　　　　

広石　　　　　　　　

江本　　　　　　　　

甲弩有江　　　　　　

高越　　　　　　　　

高通　　　　　　　　

今石　　　　　　　　

砂原　　　　　　　　

細見　　　　　　　　

桜木　　　　　　　　

笹谷　　　　　　　　

皿出　　　　　　　　

三王　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

志村　　　　　　　　

七屋敷　　　　　　　
車谷　　　　　　　　

祝部　　　　　　　　

小黒木　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

小池　　　　　　　　

小田地　　　　　　　

松目　　　　　　　　

上高階　　　　　　　
上堂　　　　　　　　

上本町　　　　　　　

城　　　　　　　　　

城平　　　　　　　　

真砂　　　　　　　　

真成迫　　　　　　　

正源寺　　　　　　　

正清　　　　　　　　

清水谷　　　　　　　

清田井　　　　　　　

西側　　　　　　　　

石原　　　　　　　　

折坂　　　　　　　　

川田　　　　　　　　

浅香　　　　　　　　

蔵光　　　　　　　　

大井　　　　　　　　

大下　　　　　　　　

大恭　　　　　　　　

大黒木　　　　　　　

大仁五　　　　　　　

大鳥居　　　　　　　

大唐田　　　　　　　

大明地　　　　　　　

大和　　　　　　　　

第一　　　　　　　　

谷本　　　　　　　　

池尻　　　　　　　　

中畦　　　　　　　　

中小田　　　　　　　

猪又　　　　　　　　

長草　　　　　　　　

頂見　　　　　　　　

塚原　　　　　　　　

天満　　　　　　　　

田寺　　　　　　　　

田町　　　　　　　　

田鶴　　　　　　　　

田渕　　　　　　　　

土井ヶ原　　　　　　

東前　　　　　　　　

東組　　　　　　　　

湯田　　　　　　　　

道久　　　　　　　　

内寺　　　　　　　　

内神　　　　　　　　

南平井　　　　　　　

日妻　　　　　　　　

入尾　　　　　　　　
能仁寺　　　　　　　

柏木　　　　　　　　

畑ヶ　　　　　　　　

畑ヶ中　　　　　　　

八屋　　　　　　　　

八幡谷　　　　　　　

百町　　　　　　　　

仏田　　　　　　　　

平井　　　　　　　　

平宇角　　　　　　　

平谷　　　　　　　　

平矢　　　　　　　　

米持　　　　　　　　

米田　　　　　　　　

堀　　　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

毎戸　　　　　　　　

末国　　　　　　　　

名講瀬　　　　　　　

明見　　　　　　　　

毛野　　　　　　　　

矢谷　　　　　　　　

有江　　　　　　　　

有森　　　　　　　　

有年　　　　　　　　

有木谷　　　　　　　

浪形　　　　　　　　

六反　　　　　　　　

鷲田　　　　　　　　

神代町　　　　　　　

東江原町　　　　　　

矢掛　　　　　　　　

茶屋ヶ鼻　　　　　　
頼光　　　　　　　　

矢掛町役場　　　　　

三谷駅　　　　　　　

矢掛駅　　　　　　　

早雲の里荏原駅　　　

小田駅　　　　　　　

沙美　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

黒崎　　　　　　　　上谷　　　　　　　　

勇崎　　　　　　　　

大平　　　　　　　　
水島　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

柏島　　　　　　　　

乙島　　　　　　　　 鶴新田　　　　　　　

岡崎　　　　　　　　

堀貫　　　　　　　　

阿賀崎　　　　　　　
占見新田　　　　　　

玉島　　　　　　　　下竹　　　　　　　　

西之浦　　　　　　　

上成　　　　　　　　 連島　　　　　　　　矢柄　　　　　　　　

爪崎　　　　　　　　
弁財天　　　　　　　

▲ 大平山　　　　　　　
八島　　　　　　　　

上竹　　　　　　　　 道口　　　　　　　　

中島　　　　　　　　
長尾　　　　　　　　

玉島ＩＣ　　　　　　

富　　　　　　　　　 池畝　　　　　　　　

横内　　　　　　　　

胡麻屋　　　　　　　

殿部　　　　　　　　

阿原　　　　　　　　

稲荷町　　　　　　　

羽口　　　　　　　　

榎山　　　　　　　　

園崎　　　　　　　　

奥谷　　　　　　　　

押山　　　　　　　　

横部　　　　　　　　

岡の辻　　　　　　　

下耕地　　　　　　　

下之町　　　　　　　

外浜　　　　　　　　

釜人　　　　　　　　

萱野　　　　　　　　

巻倒　　　　　　　　

亀崎　　　　　　　　

亀山　　　　　　　　

吉浦　　　　　　　　

久々井　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

宮之浦　　　　　　　

郷戸　　　　　　　　

均　　　　　　　　　

月ノ木　　　　　　　

見世　　　　　　　　

元割　　　　　　　　

元浜　　　　　　　　

狐島　　　　　　　　

江長　　　　　　　　

高崎　　　　　　　　

高地　　　　　　　　

沙美西　　　　　　　沙美東　　　　　　　

坂田町　　　　　　　

山奥　　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

七島川尻　　　　　　

戎町　　　　　　　　

小溝　　　　　　　　

小高地　　　　　　　
小山崎　　　　　　　

松本　　　　　　　　

上耕地　　　　　　　

上鳥向　　　　　　　

上之町　　　　　　　

上迫　　　　　　　　

新殿　　　　　　　　

水島西栄町　　　　　

水島西寿町　　　　　

水島西千鳥町　　　　

水島東常盤町　　　　

水島東弥生町　　　　

水島南幸町　　　　　

水島南春日町　　　　

水島南緑町　　　　　

水島北瑞穂町　　　　

水門　　　　　　　　

水溜　　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

西岡崎　　　　　　　

西川尻　　　　　　　

石間崎　　　　　　　

切戸　　　　　　　　

先五明　　　　　　　

泉谷　　　　　　　　

船宮　　　　　　　　

船堀　　　　　　　　
前五明　　　　　　　

増原　　　　　　　　

蔵戸　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

谷底　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

仲買町　　　　　　　

津　　　　　　　　　

天満町　　　　　　　渡里　　　　　　　　

唐船　　　　　　　　

島地　　　　　　　　

東岡崎　　　　　　　

東川尻　　　　　　　

道木　　　　　　　　

箱部　　　　　　　　

畑之前　　　　　　　

八重中央　　　　　　

百々　　　　　　　　

富崎　　　　　　　　

文政　　　　　　　　

平ル　　　　　　　　

平尾　　　　　　　　

宝亀　　　　　　　　

鉾島　　　　　　　　
北川　　　　　　　　

北泉　　　　　　　　

北面　　　　　　　　

門石　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

矢頭　　　　　　　　 柳井　　　　　　　　

友田　　　　　　　　

夕崎　　　　　　　　

養父　　　　　　　　

腕　　　　　　　　　

亀島（一）　　　　　

亀島（二）　　　　　

玉島（一）　　　　　

玉島（三）　　　　　

玉島（二）　　　　　

玉島阿賀崎　　　　　

玉島阿賀崎（一）　　玉島阿賀崎（五）　　

玉島阿賀崎（三）　　

玉島上成　　　　　　

玉島中央町（三）　　
玉島中央町（二）　　

玉島長尾　　　　　　

玉島爪崎　　　　　　

玉島道越　　　　　　

玉島道口　　　　　　

玉島柏台（一）　　　

玉島柏台（五）　　　

玉島柏台（三）　　　
玉島柏島　　　　　　

玉島八島　　　　　　

玉島富　　　　　　　

玉島勇崎　　　　　　

金光町八重　　　　　

新倉敷駅前（一）　　

新倉敷駅前（五）　　

新倉敷駅前（三）　　

新倉敷駅前（四）　　

新倉敷駅前（二）　　

神田（一）　　　　　

神田（三）　　　　　

神田（四）　　　　　

神田（二）　　　　　

水島海岸通（一）　　

水島海岸通（五）　　

水島海岸通（三）　　

水島高砂町　　　　　

水島西通（一）　　　

水島青葉町　　　　　

水島川崎通（一）　　

水島中通（一）　　　

水島中通（三）　　　

水島中通（四）　　　

水島東川町　　　　　

水島南亀島町　　　　水島明神町　　　　　

西阿知町新田　　　　

西富井　　　　　　　

中畝（一）　　　　　

中畝（五）　　　　　

中畝（三）　　　　　

中畝（四）　　　　　

潮通（一）　　　　　

鶴の浦（一）　　　　

鶴の浦（三）　　　　

鶴の浦（二）　　　　

南畝（一）　　　　　南畝（三）　　　　　

南畝（四）　　　　　

片島町　　　　　　　

北畝（一）　　　　　

連島（一）　　　　　

連島（五）　　　　　連島（三）　　　　　

連島（二）　　　　　
連島中央（一）　　　連島中央（五）　　　

連島中央（四）　　　連島中央（二）　　　

下鳥向　　　　　　　

西横内　　　　　　　 大舟尾　　　　　　　
玉島陶　　　　　　　

船穂町船穂　　　　　

三菱自工前駅　　　　

水島駅　　　　　　　

新倉敷駅　　　　　　

西富井駅　　　　　　

西阿知駅　　　　　　

栄駅　　　　　　　　

常盤駅　　　　　　　

福井駅　　　　　　　

西阿知　　　　　　　

陶　　　　　　　　　

弥高開拓　　　　　　 札場　　　　　　　　

高梁川　　　　　　　水江　　　　　　　　

上二万　　　　　　　

柳井原　　　　　　　

小田川　　　　　　　

下二万　　　　　　　
服部　　　　　　　　

井の口　　　　　　　

妹　　　　　　　　　
東三成　　　　　　　

箭田　　　　　　　　
大武　　　　　　　　

古地　　　　　　　　

▲ 鷲峰山　　　　　　　 諏訪下　　　　　　　

▲ 軽部山　　　　　　　

狩砂　　　　　　　　 軽部　　　　　　　　

田口　　　　　　　　

辻田　　　　　　　　

庭木　　　　　　　　

稲井田　　　　　　　

総社市　　　　　　　
丸尾　　　　　　　　

新本　　　　　　　　
富原　　　　　　　　八代　　　　　　　　観世　　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

矢掛町　　　　　　　

御土井　　　　　　　

三反畑　　　　　　　

谷川内　　　　　　　

ユニチカ前　　　　　

井谷　　　　　　　　

井領　　　　　　　　

猿掛　　　　　　　　

下軽部　　　　　　　

下三輪　　　　　　　

下田口　　　　　　　

花会谷　　　　　　　

外開　　　　　　　　

外和崎　　　　　　　

柿木　　　　　　　　

蒲池　　　　　　　　

寒田　　　　　　　　

関屋　　　　　　　　

吉則　　　　　　　　

久能　　　　　　　　

金子　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

桑之市　　　　　　　

君が岩　　　　　　　

古森　　　　　　　　

古水江　　　　　　　

後田　　　　　　　　

向畑　　　　　　　　

荒木　　　　　　　　

高城院　　　　　　　

高本　　　　　　　　

坂根　　　　　　　　

三輪団地　　　　　　

山崎　　　　　　　　

四十二　　　　　　　

市川　　　　　　　　

若葉台団地　　　　　

所生　　　　　　　　

上三輪　　　　　　　

上新田　　　　　　　

上町　　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

勢亡　　　　　　　　

西開　　　　　　　　

西之床　　　　　　　

西之谷　　　　　　　
千行　　　　　　　　

川原谷　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

惣田　　　　　　　　

大覚　　　　　　　　

大渡　　　　　　　　

滝岩　　　　　　　　

端　　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

中須賀　　　　　　　

中曽　　　　　　　　

中縄手　　　　　　　

中幡　　　　　　　　辻の山　　　　　　　

辻尾　　　　　　　　

坪田　　　　　　　　

殿坂　　　　　　　　

田之内　　　　　　　

土師谷　　　　　　　

東畑　　　　　　　　

藤ノ棚　　　　　　　

内出　　　　　　　　

薙田　　　　　　　　

楢村　　　　　　　　

南畑　　　　　　　　

幡　　　　　　　　　

八高　　　　　　　　

半田　　　　　　　　

反古　　　　　　　　

平石　　　　　　　　

片田　　　　　　　　

北畑　　　　　　　　

門所　　　　　　　　

夜出　　　　　　　　

弥高　　　　　　　　

矢砂　　　　　　　　

蓮池　　　　　　　　

玉島服部　　　　　　

清音柿木　　　　　　

清音軽部　　　　　　

清音古地　　　　　　

清音黒田　　　　　　

清音上中島　　　　　

西阿知町　　　　　　

西阿知町西原　　　　

辻本　　　　　　　　

下中原　　　　　　　

古母池　　　　　　　

小砂　　　　　　　　

小竹　　　　　　　　

杉山　　　　　　　　

布下　　　　　　　　
浪月　　　　　　　　

球場前駅　　　　　　

清音駅　　　　　　　

川辺宿駅　　　　　　

吉備真備駅　　　　　

備中呉妹駅　　　　　

玉島警察署

水島警察署
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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▲



番の州　　　　　　　

沙弥島　　　　　　　

瀬居島　　　　　　　

竹浦　　　　　　　　牛島　　　　　　　　

小瀬居島　　　　　　

小阪　　　　　　　　

本島　　　　　　　　

尻浜　　　　　　　　

与島　　　　　　　　甲生　　　　　　　　

小与島　　　　　　　
▲ 高無防山　　　　　　

笠島　　　　　　　　

向島　　　　　　　　

岩黒島　　　　　　　

長島　　　　　　　　

坂出市　　　　　　　
浦城　　　　　　　　

屋釜　　　　　　　　

穴部　　　　　　　　

小浦　　　　　　　　

岩黒　　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

沙弥島　　　　　　　

瀬居町　　　　　　　

番の州町　　　　　　

番の州緑町　　　　　

本島町生ノ浜　　　　

本島町大浦　　　　　
与島町　　　　　　　与島ＩＣ　　　　　　

櫃石島　　　　　　　 釜島　　　　　　　　

六口島　　　　　　　

久須美鼻　　　　　　

▲ 鷲羽山　　　　　　　

下津井　　　　　　　

竪場島　　　　　　　

児島ＩＣ　　　　　　

瀬戸大橋線　　　　　

通生　　　　　　　　

児島港　　　　　　　▲ 龍王山　　　　　　　

雁山岬　　　　　　　

児島　　　　　　　　 唐琴　　　　　　　　

鷲羽山スカイライン　 下の町　　　　　　　

高島　　　　　　　　

▲ 仙随山　　　　　　　上の町　　　　　　　
柳田　　　　　　　　

白尾　　　　　　　　

瀬戸中央自動車道　　

宇野津　　　　　　　

宇頭間　　　　　　　

奥　　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

下　　　　　　　　　 加茂路　　　　　　　

牛首　　　　　　　　

金浜　　　　　　　　

高室　　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

西ノ側　　　　　　　

西の谷　　　　　　　

仙隨　　　　　　　　

中津山　　　　　　　

田淵　　　　　　　　

東側　　　　　　　　

南宇野津　　　　　　

二歩奥　　　　　　　

筈割　　　　　　　　

帆干谷　　　　　　　

板池　　　　　　　　

平野　　　　　　　　
磨　　　　　　　　　

湊　　　　　　　　　

柳の谷　　　　　　　

下津井（一）　　　　

下津井（五）　　　　下津井（三）　　　　

下津井（四）　　　　

下津井吹上（二）　　
下津井田之浦（一）　

菰池（一）　　　　　

菰池（三）　　　　　

菰池（二）　　　　　

児島阿津（一）　　　

児島阿津（二）　　　

児島駅前（一）　　　
児島駅前（三）　　　

児島駅前（四）　　　

児島駅前（二）　　　

児島塩生　　　　　　

児島下の町（一）　　

児島下の町（九）　　
児島下の町（三）　　

児島下の町（四）　　

児島下の町（七）　　

児島下の町（十）　　児島下の町（二）　　

児島下の町（六）　　

児島元浜町　　　　　

児島小川（九）　　　

児島小川（五）　　　

児島小川（三）　　　
児島小川（四）　　　

児島小川（七）　　　

児島小川（十）　　　

児島小川町　　　　　

児島上の町（一）　　

児島上の町（三）　　

児島上の町（四）　　

児島上の町（二）　　

児島赤崎（三）　　　

児島赤崎（四）　　　

児島赤崎（二）　　　

児島通生　　　　　　

児島田の口（一）　　

児島田の口（五）　　

児島田の口（三）　　
児島田の口（四）　　

児島田の口（七）　　

児島田の口（二）　　

児島田の口（六）　　児島唐琴（一）　　　
児島唐琴（三）　　　

児島唐琴（四）　　　

児島白尾　　　　　　

児島味野（一）　　　

児島味野（五）　　　

児島味野（四）　　　

児島味野（二）　　　
児島味野（六）　　　

児島味野上（一）　　

児島味野上（二）　　

児島味野城（二）　　

児島柳田町　　　　　

大畠（一）　　　　　

大畠（二）　　　　　

潮通（二）　　　　　

櫃石　　　　　　　　

下住　　　　　　　　滑　　　　　　　　　

空住　　　　　　　　

北宇野津　　　　　　児島宇野津　　　　　 児島上の町　　　　　

児島稗田町　　　　　
潮通（三）　　　　　

櫃石島ＩＣ　　　　　

児島駅　　　　　　　

上ノ町駅　　　　　　

是竹　　　　　　　　

▲ 雌山　　　　　　　　
▲ 勝賀山　　　　　　　

▲ 青峰　　　　　　　　
州鼻　　　　　　　　

阿弥陀越　　　　　　
青海　　　　　　　　

番西　　　　　　　　

川窪　　　　　　　　大屋富　　　　　　　
五色台　　　　　　　

生島　　　　　　　　

▲ 串ノ山　　　　　　　

亀水　　　　　　　　
木沢　　　　　　　　王越　　　　　　　　 神在　　　　　　　　

及生　　　　　　　　

生島湾　　　　　　　
▲ 紅峰　　　　　　　　五色台スカイライン　

神在鼻　　　　　　　
▲ 王越山　　　　　　　

亀水湾　　　　　　　
西脇　　　　　　　　

木沢湾　　　　　　　
紅ノ峰鼻　　　　　　

乃生岬　　　　　　　

大崎ノ鼻　　　　　　
小槌瀬戸　　　　　　

小槌島　　　　　　　

槌戸瀬戸　　　　　　

大槌島　　　　　　　

一之瀬　　　　　　　

塩家　　　　　　　　

奥条　　　　　　　　

蚊渕　　　　　　　　

弓弦羽　　　　　　　

桑崎　　　　　　　　

山荒　　　　　　　　

須賀南　　　　　　　

須賀北　　　　　　　

西生島　　　　　　　

川北　　　　　　　　

大番　　　　　　　　

弾正原西　　　　　　

弾正原東　　　　　　

地下　　　　　　　　

中磯　　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

東山　　　　　　　　

東条　　　　　　　　

東生島　　　　　　　

番屋　　　　　　　　

尾路　　　　　　　　

浜分　　　　　　　　

平賀下　　　　　　　北辺　　　　　　　　
木野戸　　　　　　　

鎹　　　　　　　　　

王越町　　　　　　　
亀水町　　　　　　　

香西西町　　　　　　

香西北町　　　　　　
植松町　　　　　　　

神在川窪町　　　　　

生島町　　　　　　　

青海町　　　　　　　

大屋冨町　　　　　　
中山町　　　　　　　

オカメノ鼻　　　　　

鼻操鼻　　　　　　　

串山ノ鼻　　　　　　

犬戻鼻　　　　　　　 宮の浦　　　　　　　▲ 地蔵山　　　　　　　

荒神島　　　　　　　

渋川　　　　　　　　
向日比　　　　　　　

直島　　　　　　　　▲ 新割山　　　　　　　

▲ 禅登山　　　　　　　

葛島　　　　　　　　
風戸　　　　　　　　

家島　　　　　　　　宇野港　　　　　　　
寺島　　　　　　　　

▲ 臥龍山　　　　　　　

玉野市　　　　　　　 局島　　　　　　　　玉　　　　　　　　　
▲ 金刃比羅山　　　　　

玉原　　　　　　　　

奥玉　　　　　　　　 宇野　　　　　　　　

京の上臈島　　　　　

玉野　　　　　　　　

築港　　　　　　　　 喜兵衛島　　　　　　

児島唐琴町　　　　　

うつき原　　　　　　

ヘキ　　　　　　　　

井指　　　　　　　　

羽根崎町　　　　　　

才ノ神　　　　　　　

三堀　　　　　　　　四井手　　　　　　　

深井町　　　　　　　

石脇　　　　　　　　

納言様　　　　　　　

文教区　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

目池　　　　　　　　

蓮岡　　　　　　　　

鷲ノ松　　　　　　　

宇野（一）　　　　　宇野（五）　　　　　

宇野（三）　　　　　

宇野（四）　　　　　

宇野（七）　　　　　

宇野（二）　　　　　

宇野（八）　　　　　

奥玉（一）　　　　　奥玉（三）　　　　　

奥玉（二）　　　　　玉（一）　　　　　　玉（五）　　　　　　

玉（三）　　　　　　

玉（四）　　　　　　玉（二）　　　　　　

玉（六）　　　　　　

玉原（一）　　　　　

玉原（三）　　　　　

玉原（二）　　　　　

御崎（一）　　　　　

御崎（二）　　　　　
向日比（一）　　　　

向日比（二）　　　　渋川（一）　　　　　渋川（三）　　　　　

渋川（二）　　　　　

築港（一）　　　　　

築港（五）　　　　　築港（二）　　　　　

日比（一）　　　　　

日比（五）　　　　　

日比（三）　　　　　

日比（四）　　　　　

日比（二）　　　　　

日比（六）　　　　　

明神町　　　　　　　

和田（一）　　　　　

和田（五）　　　　　

和田（四）　　　　　

和田（七）　　　　　
和田（六）　　　　　

暮石　　　　　　　　
広岡　　　　　　　　

築港（三）　　　　　

築港（四）　　　　　

直島町役場　　　　　

玉野市役所　　　　　

宇野駅　　　　　　　

児島警察署

玉野警察署
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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▲



由加　　　　　　　　

▲ 鴨ヶ辻山　　　　　　

尾原　　　　　　　　

▲ 福南山　　　　　　　松江　　　　　　　　

南畝　　　　　　　　

奥迫川　　　　　　　

東塚　　　　　　　　
熊坂　　　　　　　　

水島ＩＣ　　　　　　

曽原　　　　　　　　北畝　　　　　　　　

片岡　　　　　　　　古新田　　　　　　　

彦崎　　　　　　　　
▲ 種松山　　　　　　　

串田　　　　　　　　
倉敷市　　　　　　　

西高崎　　　　　　　

藤戸　　　　　　　　
水島臨海鉄道　　　　 大曲　　　　　　　　

粒江　　　　　　　　

西畦　　　　　　　　黒石　　　　　　　　

浦田　　　　　　　　

天城　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　粒浦　　　　　　　　

茶屋町　　　　　　　

上富井　　　　　　　

倉敷　　　　　　　　

水島相生町　　　　　

水島東寿町　　　　　

中畝（二）　　　　　

南畝（五）　　　　　

北畝（三）　　　　　

北畝（二）　　　　　

伊領　　　　　　　　

磯　　　　　　　　　

一町内　　　　　　　

一文字　　　　　　　

羽原　　　　　　　　浦益　　　　　　　　

塩干　　　　　　　　

奥の前　　　　　　　

下浦田　　　　　　　

下三軒屋　　　　　　

下灘　　　　　　　　

下木見　　　　　　　

下木原　　　　　　　

下粒浦　　　　　　　

学校地　　　　　　　

鬼山　　　　　　　　

亀浜　　　　　　　　

共睦社　　　　　　　

玉丁場　　　　　　　

九間樋　　　　　　　

隅屋　　　　　　　　

串田西　　　　　　　

串田北　　　　　　　

繰換地　　　　　　　

犬淵　　　　　　　　

元古新田　　　　　　

玄浦　　　　　　　　

狐崎　　　　　　　　

五西　　　　　　　　

五町内　　　　　　　

五東　　　　　　　　

御前道　　　　　　　

向木見　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　

佐古　　　　　　　　

砂場　　　　　　　　

笹間　　　　　　　　

三ノ割　　　　　　　

三軒茶屋　　　　　　

山竹　　　　　　　　

四ノ割　　　　　　　

四町内　　　　　　　

舟津　　　　　　　　

十ノ割　　　　　　　

小瀬戸　　　　　　　

小浜　　　　　　　　

松竹梅　　　　　　　

上浦田　　　　　　　

上三軒屋　　　　　　

上峠　　　　　　　　

上木見　　　　　　　

上粒浦　　　　　　　

正無田　　　　　　　

西植松　　　　　　　
西片田　　　　　　　

川子岩　　　　　　　

前場　　　　　　　　

曽原西　　　　　　　

曽原北　　　　　　　

曽根残地　　　　　　

倉敷ハイツ　　　　　

大賀　　　　　　　　

大角　　　　　　　　

大久保　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

中開　　　　　　　　

中住　　　　　　　　

中丁場　　　　　　　

鶴崎　　　　　　　　

天城丁場　　　　　　

藤戸ハイツ　　　　　

内木見　　　　　　　

縄手　　　　　　　　

南古開　　　　　　　 二十九名　　　　　　

如蘭社　　　　　　　

板ノ尾　　　　　　　

福江下　　　　　　　

福江上　　　　　　　

福江中　　　　　　　

平江　　　　　　　　

鞭木　　　　　　　　

北古開　　　　　　　

堀川　　　　　　　　
未新田　　　　　　　

明石　　　　　　　　

用木　　　　　　　　
里谷　　　　　　　　

六ノ割　　　　　　　

湾戸　　　　　　　　

呼松（一）　　　　　

呼松（三）　　　　　

呼松（二）　　　　　

広江（一）　　　　　

広江（五）　　　　　
広江（三）　　　　　

広江（四）　　　　　

広江（七）　　　　　

広江（二）　　　　　
広江（八）　　　　　

広江（六）　　　　　

笹沖　　　　　　　　

児島由加　　　　　　

宗津　　　　　　　　

松江（一）　　　　　

松江（三）　　　　　

松江（四）　　　　　

松江（二）　　　　　

西中新田　　　　　　

川張　　　　　　　　

帯高　　　　　　　　

中畝（九）　　　　　

中畝（七）　　　　　

中畝（十）　　　　　

中畝（八）　　　　　

中畝（六）　　　　　

天城台（一）　　　　
天城台（三）　　　　

天城台（四）　　　　

天城台（二）　　　　

東塚（一）　　　　　

東塚（五）　　　　　東塚（三）　　　　　

東塚（四）　　　　　

東塚（七）　　　　　

東塚（二）　　　　　東塚（六）　　　　　

東富井　　　　　　　

東粒浦　　　　　　　

藤田　　　　　　　　

南畝（七）　　　　　南畝（六）　　　　　

八軒屋　　　　　　　

福江　　　　　　　　

北畝（五）　　　　　
北畝（四）　　　　　

北畝（七）　　　　　

北畝（六）　　　　　

堀南　　　　　　　　

木見　　　　　　　　

有城　　　　　　　　

粒江団地　　　　　　

九名　　　　　　　　三ッぐろ　　　　　　 三丁割　　　　　　　

西条　　　　　　　　

中部　　　　　　　　
中分　　　　　　　　

添新田　　　　　　　

南部　　　　　　　　
沖新町　　　　　　　

加須山　　　　　　　

四十瀬　　　　　　　田ノ上新町　　　　　
倉敷市役所　　　　　

木見駅　　　　　　　

備前片岡駅　　　　　

植松駅　　　　　　　
彦崎駅　　　　　　　

茶屋町駅　　　　　　

弥生駅　　　　　　　

浦田駅　　　　　　　

二日市　　　　　　　
早高　　　　　　　　

二番開墾　　　　　　

羽島　　　　　　　　
老松　　　　　　　　

内尾　　　　　　　　
五日市　　　　　　　

早島ＩＣ　　　　　　

大島　　　　　　　　

箕島　　　　　　　　伯備線　　　　　　　
早島町　　　　　　　

妹尾　　　　　　　　

酒津　　　　　　　　

矢尾　　　　　　　　

倉敷ＩＣ　　　　　　
西坂　　　　　　　　黒田　　　　　　　　

松島　　　　　　　　生坂　　　　　　　　浅原　　　　　　　　

妹尾崎　　　　　　　三田　　　　　　　　

下庄　　　　　　　　

庭瀬　　　　　　　　
上東　　　　　　　　三因　　　　　　　　

▲ 仕手倉山　　　　　　
地頭片山　　　　　　 花尻　　　　　　　　

川入　　　　　　　　

西郡　　　　　　　　

吉備津　　　　　　　 尾上　　　　　　　　作山　　　　　　　　

真壁　　　　　　　　 上林　　　　　　　　 惣爪　　　　　　　　

倉敷ＪＣＴ　　　　　

吉備線　　　　　　　

北区　　　　　　　　

三輪　　　　　　　　

清音三因　　　　　　

イトーピア団地　　　

一番開墾　　　　　　

一里松　　　　　　　

引舟　　　　　　　　

噂島　　　　　　　　
塩地　　　　　　　　

塩津　　　　　　　　

奥樋　　　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

下西坂　　　　　　　

下前潟　　　　　　　

官舎　　　　　　　　

汗入　　　　　　　　

吉備団地　　　　　　

久々原　　　　　　　

久保谷　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

金場　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

原津　　　　　　　　

幸田　　　　　　　　

才楽　　　　　　　　

三軒地　　　　　　　

三池　　　　　　　　

山新田　　　　　　　

舟本　　　　　　　　

住田　　　　　　　　

十五ノ割　　　　　　

十丁分　　　　　　　

十六ノ割　　　　　　
十六名　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

小屋　　　　　　　　

小西　　　　　　　　

小苗手　　　　　　　

上山地　　　　　　　

上庄　　　　　　　　

上部　　　　　　　　

上目ノ坪　　　　　　

上矢尾　　　　　　　

乗越　　　　　　　　

新邸　　　　　　　　

真磯　　　　　　　　

仁部　　　　　　　　

水別　　　　　　　　

瀬口　　　　　　　　 西花尻　　　　　　　

西栗坂　　　　　　　

西向　　　　　　　　

西坂台団地　　　　　

西三軒屋　　　　　　

西丁場　　　　　　　

西内尾　　　　　　　

西之町　　　　　　　

赤松　　　　　　　　

大砂　　　　　　　　

大山谷　　　　　　　

大寺　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

大年　　　　　　　　端生坂　　　　　　　

中石　　　　　　　　

中袋　　　　　　　　

中田　　　　　　　　

中撫川　　　　　　　

中北　　　　　　　　

陳清　　　　　　　　

塚山　　　　　　　　

坪井　　　　　　　　

定杭　　　　　　　　

東栗坂　　　　　　　

東三軒屋　　　　　　

東新田　　　　　　　

東樋　　　　　　　　

東平野　　　　　　　

頓行　　　　　　　　

呑海寺　　　　　　　

日笠山　　　　　　　

日間　　　　　　　　

日差　　　　　　　　

畑岡　　　　　　　　

樋之口　　　　　　　

備南台　　　　　　　

浜川筋　　　　　　　

富尾　　　　　　　　

別府　　　　　　　　

弁才天　　　　　　　

北割　　　　　　　　

北部　　　　　　　　

無津　　　　　　　　

名田　　　　　　　　

阿知（三）　　　　　

阿知（二）　　　　　

延友　　　　　　　　

花尻あかね町　　　　
花尻ききょう町　　　

栗坂　　　　　　　　

高須賀　　　　　　　

寿町　　　　　　　　

庄新町　　　　　　　

昭和（二）　　　　　

西坂台　　　　　　　

西田　　　　　　　　

青江　　　　　　　　

石見町　　　　　　　

川西町　　　　　　　

船倉町　　　　　　　

前潟　　　　　　　　

早島　　　　　　　　

大内田　　　　　　　

茶屋町早沖　　　　　

中央（一）　　　　　

中央（二）　　　　　

中庄団地　　　　　　

中帯江　　　　　　　鶴形（一）　　　　　

田ノ上　　　　　　　

東花尻　　　　　　　

徳芳　　　　　　　　

南町　　　　　　　　

日ノ出町（二）　　　

日吉町　　　　　　　

日畑　　　　　　　　

白楽町　　　　　　　

白石西新町　　　　　

八王寺町　　　　　　 美和（一）　　　　　

浜ノ茶屋（一）　　　

浜町（一）　　　　　
浜町（二）　　　　　

撫川　　　　　　　　

福島　　　　　　　　北浜町　　　　　　　

祐安　　　　　　　　

老松町（一）　　　　

老松町（三）　　　　

老松町（四）　　　　

中央（六）　　　　　延新田　　　　　　　 桂山　　　　　　　　
江崎　　　　　　　　

江田　　　　　　　　
西高　　　　　　　　千足　　　　　　　　桃山団地　　　　　　

八神　　　　　　　　

三須　　　　　　　　中央（五）　　　　　

早島町役場　　　　　

久ヶ原駅　　　　　　

倉敷駅　　　　　　　 早島駅　　　　　　　

備中箕島駅　　　　　

妹尾駅　　　　　　　

中庄駅　　　　　　　

庭瀬駅　　　　　　　

倉敷市駅　　　　　　

▲ 天狗山　　　　　　　

直島町　　　　　　　牛ヶ首島　　　　　　

迫間　　　　　　　　

木目　　　　　　　　

小島地　　　　　　　 南奥　　　　　　　　

用吉　　　　　　　　

槌ヶ原　　　　　　　
▲ 常山　　　　　　　　

▲ 十禅寺山　　　　　　
宇野線　　　　　　　

大藪　　　　　　　　

南七区　　　　　　　

後閑　　　　　　　　

八浜　　　　　　　　

東七区　　　　　　　

波知　　　　　　　　西七区　　　　　　　

田井地　　　　　　　

▲ 金甲山　　　　　　　

北七区　　　　　　　 ▲ 東光寺山　　　　　　
見石　　　　　　　　

倉敷川　　　　　　　

都六区　　　　　　　
都　　　　　　　　　

児島湖　　　　　　　

郡　　　　　　　　　

昭和通り　　　　　　

東片田　　　　　　　

旭組　　　　　　　　

横田　　　　　　　　

下元川　　　　　　　

歌見　　　　　　　　

学校前　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

硯ヶ丘　　　　　　　

元波知　　　　　　　

碁石　　　　　　　　

向部　　　　　　　　

広木　　　　　　　　

秀天　　　　　　　　

上元川　　　　　　　

常川　　　　　　　　

政所　　　　　　　　

船元　　　　　　　　

田和　　　　　　　　

二軒屋　　　　　　　

柏谷　　　　　　　　

品ノ作　　　　　　　

平和通り　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

北谷　　　　　　　　

茂曽路　　　　　　　

陸　　　　　　　　　

論田　　　　　　　　

鼈頭　　　　　　　　

みどりヶ丘　　　　　

宇藤木　　　　　　　

西紅陽台（一）　　　

西紅陽台（三）　　　

西紅陽台（二）　　　

西田井地　　　　　　

田井（一）　　　　　

田井（五）　　　　　

田井（三）　　　　　

田井（四）　　　　　

田井（二）　　　　　田井（六）　　　　　

東紅陽台（一）　　　

東紅陽台（二）　　　

東高崎　　　　　　　

東田井地　　　　　　

東野崎　　　　　　　

迫川　　　　　　　　

備前田井駅　　　　　

常山駅　　　　　　　 八浜駅　　　　　　　

迫川駅　　　　　　　

飽浦　　　　　　　　

岡南飛行場　　　　　

錦六区　　　　　　　

岡山港　　　　　　　児島湾　　　　　　　

浦安　　　　　　　　錦　　　　　　　　　

東畦　　　　　　　　
南輝　　　　　　　　 江並　　　　　　　　

笹ヶ瀬川　　　　　　

千鳥　　　　　　　　
東丁場　　　　　　　

福成　　　　　　　　

福富　　　　　　　　

洲崎　　　　　　　　 桑野　　　　　　　　藤崎　　　　　　　　

泉田　　　　　　　　
万倍　　　　　　　　

浜野　　　　　　　　
旭川　　　　　　　　

岡山市　　　　　　　 沖元　　　　　　　　光津　　　　　　　　

倉田　　　　　　　　

倉富　　　　　　　　中仙道　　　　　　　

白石　　　　　　　　
益野　　　　　　　　

岡山　　　　　　　　
円山　　　　　　　　

海吉　　　　　　　　

大安寺　　　　　　　

沢田　　　　　　　　

中区　　　　　　　　東区　　　　　　　　

南区　　　　　　　　

花尻みどり町　　　　

今保　　　　　　　　 益ノ割　　　　　　　

下田原用水　　　　　

外野　　　　　　　　

古土手　　　　　　　

御用地　　　　　　　

仕切外　　　　　　　

仕切内　　　　　　　

七ノ割　　　　　　　

出村　　　　　　　　

小仕切　　　　　　　

小用水　　　　　　　

庄田　　　　　　　　

上田原用水　　　　　

新長　　　　　　　　

西五拾丁　　　　　　

西湊　　　　　　　　

青江新田　　　　　　

倉益二間川　　　　　

倉田二間川　　　　　

倉富二間川　　　　　

大隅　　　　　　　　

中畑　　　　　　　　

中用水　　　　　　　

都宇開墾　　　　　　

都宇残地　　　　　　

東湊　　　　　　　　

当新田　　　　　　　

二番用水　　　　　　

福吉　　　　　　　　

北大福　　　　　　　

嶽　　　　　　　　　

あけぼの町　　　　　

旭東町（二）　　　　

旭本町　　　　　　　

浦安西町　　　　　　

浦安南町　　　　　　

浦安本町　　　　　　

益野町　　　　　　　

駅元町　　　　　　　駅前町（一）　　　　

奥市　　　　　　　　

奥田（一）　　　　　

奥田（二）　　　　　
奥田西町　　　　　　

奥田南町　　　　　　

奥田本町　　　　　　

岡町　　　　　　　　

岡南町（一）　　　　

岡南町（二）　　　　

下伊福（二）　　　　
下伊福西町　　　　　

下伊福本町　　　　　

下石井（二）　　　　

下中野　　　　　　　

海岸通（一）　　　　
海岸通（二）　　　　

丸の内（一）　　　　

京橋町　　　　　　　

錦町　　　　　　　　

桑田町　　　　　　　
古京町（一）　　　　

御舟入町　　　　　　

御成町　　　　　　　
厚生町（二）　　　　

高柳西町　　　　　　
高柳東町　　　　　　

国富　　　　　　　　

国富（一）　　　　　

国富（三）　　　　　
国富（二）　　　　　

今（一）　　　　　　

今（五）　　　　　　

今（三）　　　　　　

今（四）　　　　　　

今（七）　　　　　　

今（二）　　　　　　

今（八）　　　　　　

今（六）　　　　　　

桜橋（一）　　　　　

桜橋（三）　　　　　

三浜町（二）　　　　

市場（一）　　　　　

鹿田町（二）　　　　

七日市西町　　　　　七日市東町　　　　　

洲崎（一）　　　　　

洲崎（三）　　　　　

舟橋町　　　　　　　

住吉町（一）　　　　

十日市西町　　　　　
十日市中町　　　　　十日市東町　　　　　

春日町　　　　　　　

小橋町（一）　　　　

松浜町　　　　　　　

上中野（二）　　　　

新屋敷町（三）　　　

新福（一）　　　　　

新福（二）　　　　　

新保　　　　　　　　

森下町　　　　　　　

神田町（一）　　　　

清輝橋（三）　　　　

清輝本町　　　　　　

西古松　　　　　　　

西古松（一）　　　　

西古松（二）　　　　

西古松西町　　　　　

西崎（一）　　　　　

西市　　　　　　　　

西中島町　　　　　　

西長瀬　　　　　　　

西島田町　　　　　　

青江（一）　　　　　

青江（五）　　　　　

青江（三）　　　　　

青江（四）　　　　　
青江（二）　　　　　

青江（六）　　　　　

赤坂台　　　　　　　
赤坂南新町　　　　　

赤坂本町　　　　　　

千鳥町　　　　　　　

船頭町　　　　　　　

倉益　　　　　　　　

大安寺西町　　　　　大安寺東町　　　　　

大安寺南町（一）　　大安寺南町（二）　　

大供（二）　　　　　

大供表町　　　　　　
大供本町　　　　　　

大元（二）　　　　　

大元駅前　　　　　　
大元上町　　　　　　

辰巳　　　　　　　　

築港ひかり町　　　　

築港栄町　　　　　　

築港元町　　　　　　
築港新町（二）　　　

築港緑町（三）　　　

築港緑町（二）　　　

中川町　　　　　　　

中納言町　　　　　　

天瀬　　　　　　　　

田町（二）　　　　　

島田本町（二）　　　

東古松　　　　　　　

東古松（一）　　　　

東古松（五）　　　　

東古松（二）　　　　

東古松南町　　　　　

東山（三）　　　　　

東山（四）　　　　　

東山（二）　　　　　

東島田町（一）　　　

徳吉町（二）　　　　

内山下（一）　　　　

南輝（一）　　　　　

南輝（二）　　　　　

南中央町　　　　　　

二日市町　　　　　　

表町（一）　　　　　

表町（三）　　　　　

浜野（三）　　　　　

浜野（四）　　　　　

浜野（二）　　　　　

富町（一）　　　　　

富町（二）　　　　　

富田　　　　　　　　

富浜町　　　　　　　

福吉町　　　　　　　

福成（一）　　　　　

福成（三）　　　　　

福島（一）　　　　　

福島（四）　　　　　

福島（二）　　　　　

福泊　　　　　　　　

福浜町　　　　　　　

福富西（一）　　　　

福富西（二）　　　　

福富中（一）　　　　

福富中（二）　　　　福富東（二）　　　　

平井（一）　　　　　

平井（五）　　　　　

平井（三）　　　　　

平井（四）　　　　　

平井（七）　　　　　

平井（二）　　　　　

平井（六）　　　　　

平福（一）　　　　　
平福（二）　　　　　

平和町　　　　　　　

並木町（二）　　　　

米倉　　　　　　　　

豊成（一）　　　　　

豊成（三）　　　　　

豊成（二）　　　　　

豊浜町　　　　　　　

北長瀬　　　　　　　

北長瀬表町（一）　　

北長瀬本町　　　　　

磨屋町　　　　　　　

網浜　　　　　　　　

問屋町　　　　　　　

門田屋敷（一）　　　

門田文化町（三）　　門田文化町（二）　　
門田本町（四）　　　

門田本町（二）　　　

野殿西町　　　　　　
野殿東町　　　　　　

野田（一）　　　　　

野田（五）　　　　　

野田（三）　　　　　
野田（二）　　　　　

柳町（一）　　　　　
柳町（二）　　　　　

立川町　　　　　　　

下伊福上町　　　　　

岩田町　　　　　　　弓之町　　　　　　　

兼基　　　　　　　　

原尾島　　　　　　　原尾島（三）　　　　

原尾島（四）　　　　
国富（四）　　　　　 今谷　　　　　　　　

西崎本町　　　　　　

石関町　　　　　　　天神町　　　　　　　
東野山町　　　　　　 浜（三）　　　　　　

奉還町（四）　　　　
奉還町（二）　　　　

岡山市役所　　　　　

岡山駅　　　　　　　

岡山県庁　　　　　　

備前西市駅　　　　　

大元駅　　　　　　　

大安寺駅　　　　　　

備前三門駅　　　　　

北長瀬駅　　　　　　

倉敷警察署

総社警察署

岡山南警察署

岡山西警察署
岡山県警察本部
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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▲



富吉　　　　　　　　

芳賀　　　　　　　　

大窪　　　　　　　　

西辛川　　　　　　　

吉備津　　　　　　　
新庄下　　　　　　　

津寺　　　　　　　　

▲ 庚申山　　　　　　　

三手　　　　　　　　 立田　　　　　　　　

平山　　　　　　　　

高松稲荷　　　　　　

長野　　　　　　　　

三和　　　　　　　　

久田　　　　　　　　

足守　　　　　　　　

下足守　　　　　　　足守川　　　　　　　

奥坂　　　　　　　　

東阿曽　　　　　　　

西阿曽　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

久米　　　　　　　　

窪木　　　　　　　　

溝手　　　　　　　　

下林　　　　　　　　上林　　　　　　　　井手　　　　　　　　

金井戸　　　　　　　

岡山総社ＩＣ　　　　

岡山ＪＣＴ　　　　　

山陽自動車道　　　　

吉備スマートＩＣ　　東新田　　　　　　　

総社（一）　　　　　

中央（三）　　　　　

みどり団地　　　　　

阿弥陀原　　　　　　

一軒家　　　　　　　

浦尾　　　　　　　　

永尾　　　　　　　　

延　　　　　　　　　

横尾　　　　　　　　

岡之鼻　　　　　　　

恩崎　　　　　　　　

下芳賀　　　　　　　

加茂団地　　　　　　

稼屋　　　　　　　　

株木　　　　　　　　

冠　　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

宮谷　　　　　　　　

弓矢　　　　　　　　

牛神　　　　　　　　

境目　　　　　　　　

橋向　　　　　　　　

玉田　　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

刑部　　　　　　　　

見世　　　　　　　　

古谷　　　　　　　　

狐橋　　　　　　　　

菰口　　　　　　　　

五軒家　　　　　　　

御滝　　　　　　　　

向井　　　　　　　　

向場　　　　　　　　

向畑　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

黒住　　　　　　　　

坂古田　　　　　　　

三井谷　　　　　　　

三軒家　　　　　　　

三本木　　　　　　　

山ノ田　　　　　　　

山屋敷　　　　　　　

山下　　　　　　　　

山際　　　　　　　　

山神　　　　　　　　

山内　　　　　　　　

市尾　　　　　　　　

寺坂　　　　　　　　

七鼻　　　　　　　　

出張　　　　　　　　
諸上　　　　　　　　

松ヶ鼻　　　　　　　

松之木　　　　　　　

上横尾　　　　　　　

上今岡　　　　　　　

植之町　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新池　　　　　　　　

森宮　　　　　　　　

深茂　　　　　　　　

辛川上　　　　　　　

政所　　　　　　　　

西加茂　　　　　　　

西所　　　　　　　　

西惣爪　　　　　　　

石井谷　　　　　　　

川崎町　　　　　　　

造り山　　　　　　　

造山　　　　　　　　

大井川　　　　　　　

大文字　　　　　　　

大門　　　　　　　　

池ヶ鳴　　　　　　　

池ノ下　　　　　　　

池内　　　　　　　　

中ノ谷　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中所　　　　　　　　

中林　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

天原　　　　　　　　

天神団地　　　　　　

東加茂　　　　　　　

東惣爪　　　　　　　

筒井坂　　　　　　　

南国府　　　　　　　

南坂　　　　　　　　 馬場ノ尾　　　　　　

馬揃　　　　　　　　

畑ケ田　　　　　　　

八軒町　　　　　　　

板倉　　　　　　　　

板畑　　　　　　　　

樋詰　　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

百田　　　　　　　　

富江　　　　　　　　

風林　　　　　　　　

福井新田　　　　　　

甫崎　　　　　　　　

慕田　　　　　　　　

法蓮　　　　　　　　

北国府　　　　　　　

北所　　　　　　　　

末長　　　　　　　　

鳴　　　　　　　　　

面室　　　　　　　　

野元　　　　　　　　

弥高　　　　　　　　

余町　　　　　　　　

狼谷　　　　　　　　

一宮　　　　　　　　

下土田　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

高松原古才　　　　　

高松田中　　　　　　

高塚　　　　　　　　

黒尾　　　　　　　　

上土田　　　　　　　

新庄上　　　　　　　

辛川市場　　　　　　

赤浜　　　　　　　　
泉　　　　　　　　　

総社（三）　　　　　総社（二）　　　　　

大崎　　　　　　　　

中央（四）　　　　　

長良　　　　　　　　

南溝手　　　　　　　

福崎　　　　　　　　

北溝手　　　　　　　

下日近　　　　　　　佐古　　　　　　　　
小畑　　　　　　　　

上ノ原　　　　　　　

信　　　　　　　　　

足守駅　　　　　　　

服部駅　　　　　　　

備中高松駅　　　　　

東総社駅　　　　　　
備前一宮駅　　　　　

吉備津駅　　　　　　

吉備中央町　　　　　

吉川　　　　　　　　

河内田　　　　　　　

黒山　　　　　　　　

▲ 黒嶽　　　　　　　　

広面　　　　　　　　

虎倉　　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

紙工　　　　　　　　

宇甘川　　　　　　　

天満　　　　　　　　

九谷　　　　　　　　

勝尾　　　　　　　　

山上　　　　　　　　

花佐　　　　　　　　

日応寺　　　　　　　

石妻　　　　　　　　

安部倉　　　　　　　

下高田　　　　　　　

上高田　　　　　　　

平林　　　　　　　　

▲ 本陣山　　　　　　　

真星　　　　　　　　

庄田　　　　　　　　

東山内　　　　　　　

間倉　　　　　　　　

浮田　　　　　　　　

苔山　　　　　　　　

吉　　　　　　　　　

日近　　　　　　　　

虎々路　　　　　　　

掛畑　　　　　　　　

岡山空港　　　　　　

岡山市　　　　　　　

北区　　　　　　　　

小茂田　　　　　　　

粟井　　　　　　　　
ウヅワ　　　　　　　

とつえ　　　　　　　

鮎返り　　　　　　　磯元　　　　　　　　

猿見　　　　　　　　

横辺　　　　　　　　

下吉田　　　　　　　

下杭田　　　　　　　

花村　　　　　　　　

萱ヶ池　　　　　　　

岩目　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

宮畦　　　　　　　　

共和　　　　　　　　

郷鳴　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

九谷新田　　　　　　

鯨　　　　　　　　　

犬ノ馬場　　　　　　

元信　　　　　　　　

鼓田　　　　　　　　

広奥　　　　　　　　広上　　　　　　　　

広中　　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　

三明　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

七原　　　　　　　　

宗友　　　　　　　　

小摺　　　　　　　　

小葉様　　　　　　　

松井　　　　　　　　

上寄　　　　　　　　

上吉田　　　　　　　

上杭田　　　　　　　

上日近　　　　　　　

信原　　　　　　　　

森川　　　　　　　　

深田　　　　　　　　

親和　　　　　　　　

星原　　　　　　　　

清重　　　　　　　　

西間倉　　　　　　　

西黒山　　　　　　　

西之平　　　　　　　

千升　　　　　　　　
曽良　　　　　　　　

大成　　　　　　　　

大西　　　　　　　　
大塚　　　　　　　　

大溪　　　　　　　　 滝田　　　　　　　　

中寄　　　　　　　　

張木　　　　　　　　
長倉　　　　　　　　

田狭　　　　　　　　

田内　　　　　　　　

東刈尾　　　　　　　

東間倉　　　　　　　

東黒山　　　　　　　

当心　　　　　　　　

堂坂　　　　　　　　

南正行　　　　　　　

日ノ上　　　　　　　

北正行　　　　　　　

矢金　　　　　　　　

御津紙工　　　　　　

御津勝尾　　　　　　

西山内　　　　　　　

竹部　　　　　　　　

千木　　　　　　　　
阿波良　　　　　　　

山ノ鼻　　　　　　　
誠之　　　　　　　　 御津虎倉　　　　　　

馬屋　　　　　　　　

牟佐　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

矢津　　　　　　　　

宍甘　　　　　　　　

土田　　　　　　　　

山陽本線　　　　　　

今在家　　　　　　　
国府市場　　　　　　

湯迫　　　　　　　　

祇園　　　　　　　　

玉柏　　　　　　　　

下牧　　　　　　　　

金山寺　　　　　　　

▲ 金山　　　　　　　　

畑鮎　　　　　　　　

伊島　　　　　　　　

首部　　　　　　　　 津島　　　　　　　　

津高　　　　　　　　

小村　　　　　　　　

横井上　　　　　　　
田益　　　　　　　　

八反田　　　　　　　

栢谷　　　　　　　　

吉宗　　　　　　　　
苫田　　　　　　　　

辛香　　　　　　　　

南山　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

佐山　　　　　　　　

富原　　　　　　　　

今岡　　　　　　　　

楢津　　　　　　　　

矢坂　　　　　　　　

岡山ＩＣ　　　　　　

赤穂線　　　　　　　

中区　　　　　　　　

上芳賀　　　　　　　

森上　　　　　　　　

一宮山崎　　　　　　

マスカット団地　　　

鮎帰　　　　　　　　

磯尾　　　　　　　　

磯尾谷　　　　　　　

一ノ瀬　　　　　　　

園崎　　　　　　　　

猿場　　　　　　　　

遠矢　　　　　　　　

下ノ原　　　　　　　

笠井　　　　　　　　

向条　　　　　　　　

江川　　　　　　　　

笹ヶ瀬　　　　　　　

三本松　　　　　　　

山浦　　　　　　　　小幸田　　　　　　　

松崎　　　　　　　　

上ノ条　　　　　　　

上条　　　　　　　　
西廻　　　　　　　　

西楢津　　　　　　　

船山　　　　　　　　

太戸　　　　　　　　

大越　　　　　　　　

大岩　　　　　　　　

地蔵　　　　　　　　

中ノ原　　　　　　　

中楢津　　　　　　　

津波井　　　　　　　

東ヶ丘団地　　　　　

東楢津　　　　　　　

堂屋敷　　　　　　　

内田　　　　　　　　

二軒茶屋　　　　　　

半田山ハイツ　　　　

菱谷　　　　　　　　

平瀬　　　　　　　　

芳賀佐山団地　　　　

箕畑　　　　　　　　

鳴下　　　　　　　　

鳴上　　　　　　　　

林原　　　　　　　　

柆坂　　　　　　　　

いずみ町　　　　　　

さい　　　　　　　　
さい東町（一）　　　

伊島町（一）　　　　

伊島町（二）　　　　

伊島北町　　　　　　

伊福町（一）　　　　
伊福町（三）　　　　

乙多見　　　　　　　

絵図町　　　　　　　

学南町（一）　　　　

学南町（二）　　　　

関西町　　　　　　　岩井（一）　　　　　岩井（二）　　　　　岩井宮裏　　　　　　

京山（一）　　　　　
兼基　　　　　　　　

原尾島（一）　　　　原尾島（二）　　　　

広瀬町　　　　　　　

高島（一）　　　　　

高島（二）　　　　　

高島新屋敷　　　　　

高野尻　　　　　　　

国体町　　　　　　　

三門西町　　　　　　

三野（二）　　　　　

三野本町　　　　　　
四御神　　　　　　　

宿本町　　　　　　　

出石町（二）　　　　

賞田　　　　　　　　

神下　　　　　　　　

清心町　　　　　　　

清水（一）　　　　　
清水（二）　　　　　

西川原　　　　　　　西川原（一）　　　　

大和町（二）　　　　

谷万成（一）　　　　

谷万成（二）　　　　

竹田　　　　　　　　
中井町（一）　　　　

長岡　　　　　　　　

津高台（一）　　　　
津高台（三）　　　　

津高台（二）　　　　

津倉町（一）　　　　

津島京町（二）　　　

津島桑の木町　　　　
津島笹が瀬　　　　　

津島新野（二）　　　

津島西坂（三）　　　

津島西坂（二）　　　
津島中（一）　　　　

津島中（三）　　　　

津島東（三）　　　　津島東（四）　　　　

津島東（二）　　　　

津島南（一）　　　　津島南（二）　　　　

津島福居（一）　　　

津島福居（二）　　　

津島本町　　　　　　

東川原　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

藤原光町（二）　　　

藤原西町（一）　　　
藤原西町（二）　　　

南方（三）　　　　　

八幡東町　　　　　　

半田町　　　　　　　

番町（一）　　　　　

浜（一）　　　　　　

富田町（二）　　　　

兵団　　　　　　　　

米田　　　　　　　　

北方（一）　　　　　

北方（三）　　　　　

万成西町　　　　　　

万成東町　　　　　　
矢坂西町　　　　　　

矢坂東町　　　　　　

矢坂本町　　　　　　

雄町　　　　　　　　

理大町　　　　　　　

大坪　　　　　　　　御津中山　　　　　　

牧山駅　　　　　　　

玉柏駅　　　　　　　

備前原駅　　　　　　

法界院駅　　　　　　
東岡山駅　　　　　　

高島駅　　　　　　　

西川原駅　　　　　　

小倉　　　　　　　　

宇甘　　　　　　　　

小田　　　　　　　　

吉尾　　　　　　　　

野々口　　　　　　　

国ヶ原　　　　　　　

北野　　　　　　　　

中牧　　　　　　　　

川高　　　　　　　　

宇垣　　　　　　　　

大曽根　　　　　　　

御津　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

草生　　　　　　　　

▲ 鳥越山　　　　　　　

伊田　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

寺部　　　　　　　　

矢知　　　　　　　　

平岡西　　　　　　　

大鹿　　　　　　　　

芳谷　　　　　　　　

仁保　　　　　　　　

斗有　　　　　　　　赤磐市　　　　　　　

ひかり団地　　　　　

奥河内　　　　　　　

横倉　　　　　　　　

下山口　　　　　　　

下小倉　　　　　　　

河瀬　　　　　　　　

河内新田　　　　　　

久師井　　　　　　　
江尻　　　　　　　　

山條　　　　　　　　

酒屋谷　　　　　　　

十谷　　　　　　　　

小遠藤　　　　　　　

上伊田　　　　　　　

上山口　　　　　　　

上村　　　　　　　　

森ノ下　　　　　　　

西町　　　　　　　　

倉見谷　　　　　　　

大園　　　　　　　　

大地ケ　　　　　　　

中小倉　　　　　　　

湯須　　　　　　　　

南新町　　　　　　　

梅谷　　　　　　　　

富谷　　　　　　　　

平木　　　　　　　　

母谷　　　　　　　　
母谷新田　　　　　　

豊島　　　　　　　　

箕地　　　　　　　　

椀谷　　　　　　　　

御津伊田　　　　　　

御津宇垣　　　　　　

御津宇甘　　　　　　

御津下田　　　　　　

御津河内　　　　　　

御津吉尾　　　　　　

御津金川　　　　　　

御津高津　　　　　　

御津国ヶ原　　　　　

御津新庄　　　　　　

御津川高　　　　　　

御津草生　　　　　　

御津中泉　　　　　　

御津中牧　　　　　　
御津芳谷　　　　　　

御津北野　　　　　　

御津野々口　　　　　

御津矢原　　　　　　

御津矢知　　　　　　

上仁保　　　　　　　

丘富　　　　　　　　

上小倉　　　　　　　建部町西原　　　　　
御津平岡西　　　　　

金川駅　　　　　　　

野々口駅　　　　　　

岡山中央警察署

岡山北警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



戸尻鼻　　　　　　　

出崎　　　　　　　　

波張崎　　　　　　　

大入崎　　　　　　　胸上　　　　　　　　

鉾島　　　　　　　　梶岡　　　　　　　　

下山坂　　　　　　　

犬島　　　　　　　　弁天崎　　　　　　　

北方　　　　　　　　
犬ノ島　　　　　　　

番田　　　　　　　　

上山坂　　　　　　　

米崎　　　　　　　　相引　　　　　　　　

岡山市　　　　　　　

南区　　　　　　　　

西之奥　　　　　　　

杭原　　　　　　　　

山口　　　　　　　　水口　　　　　　　　
直添　　　　　　　　

浜殿　　　　　　　　

久々井　　　　　　　
宝伝　　　　　　　　

向小串　　　　　　　
阿津　　　　　　　　

西脇　　　　　　　　正儀　　　　　　　　

小串　　　　　　　　

児島湾　　　　　　　 西片岡　　　　　　　

水門　　　　　　　　

東片岡　　　　　　　

千手　　　　　　　　
西幸西　　　　　　　

東幸崎　　　　　　　

北ノ路　　　　　　　

東幸西　　　　　　　

九蟠　　　　　　　　升田　　　　　　　　 幸地崎町　　　　　　

神崎屋　　　　　　　

下阿知　　　　　　　上阿知　　　　　　　
宿毛　　　　　　　　

乙子　　　　　　　　 平山　　　　　　　　邑久郷　　　　　　　神崎町　　　　　　　吉井川　　　　　　　 古塔　　　　　　　　

君津　　　　　　　　
政津　　　　　　　　 新　　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

円定寺　　　　　　　
長沼　　　　　　　　

西大寺ＩＣ　　　　　

岡山ブルーライン　　

門前　　　　　　　　

川口　　　　　　　　 豊原　　　　　　　　

下山田　　　　　　　
松新　　　　　　　　

西大寺　　　　　　　

瀬戸内市　　　　　　

赤穂線　　　　　　　

尾張　　　　　　　　
広谷　　　　　　　　 大富　　　　　　　　

浅越　　　　　　　　 福山　　　　　　　　

山手　　　　　　　　

瀬戸内ＩＣ　　　　　

東区　　　　　　　　

沖ノ嶋　　　　　　　

中山用水　　　　　　

土手根　　　　　　　

羽島　　　　　　　　

円張　　　　　　　　

塩浜　　　　　　　　

奥ノ谷　　　　　　　

横江　　　　　　　　

横樋　　　　　　　　

沖庄　　　　　　　　

下五軒屋　　　　　　

下村　　　　　　　　

下中　　　　　　　　

下中合　　　　　　　

下東町　　　　　　　

花屋　　　　　　　　

外波　　　　　　　　

掛座　　　　　　　　鴨尾　　　　　　　　

岩神　　　　　　　　

吉屋町　　　　　　　

丘　　　　　　　　　

宮ノ尾　　　　　　　

宮の本　　　　　　　

橋詰　　　　　　　　

古新田　　　　　　　

古道里　　　　　　　

五軒屋　　　　　　　

後坂　　　　　　　　

後呂　　　　　　　　

向山沖田　　　　　　

幸田木　　　　　　　

広下　　　　　　　　

高野谷　　　　　　　

桜田　　　　　　　　
三膳樋　　　　　　　

三和町　　　　　　　

山根　　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　

四軒屋　　　　　　　

四番屋　　　　　　　

子父雁　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

舟原　　　　　　　　

戎町　　　　　　　　

出　　　　　　　　　

潤徳　　　　　　　　

小仕切下　　　　　　

小川　　　　　　　　

小林　　　　　　　　

上九蟠　　　　　　　

上五軒屋　　　　　　

上山　　　　　　　　

上寺　　　　　　　　

上中　　　　　　　　

上中合　　　　　　　

城島　　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

仁生田　　　　　　　

水門町　　　　　　　

清野　　　　　　　　

西ノ割　　　　　　　

西岡　　　　　　　　

西幸島　　　　　　　

西大寺屋　　　　　　

西宝伝　　　　　　　

石分木　　　　　　　

川井　　　　　　　　

川口屋　　　　　　　

川成　　　　　　　　

川田　　　　　　　　

船入町　　　　　　　

船輪　　　　　　　　

台　　　　　　　　　

大ヶ島　　　　　　　

大王寺　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大工町　　　　　　　

大上　　　　　　　　

大富沖田　　　　　　

辰己　　　　　　　　

段畑　　　　　　　　

池の内　　　　　　　

築渡　　　　　　　　

中合　　　　　　　　

中姓寺　　　　　　　

中用水　　　　　　　

長野屋　　　　　　　

辻堂　　　　　　　　

坪相　　　　　　　　

田ノ口屋　　　　　　

田淵　　　　　　　　

土手屋　　　　　　　
島ノ路　　　　　　　

東向　　　　　　　　

東幸島　　　　　　　

東宝伝　　　　　　　

藤峠　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

内沼　　　　　　　　

鍋島　　　　　　　　

南筋　　　　　　　　

二間川　　　　　　　

二軒屋　　　　　　　

二丁目　　　　　　　

八軒屋　　　　　　　

八蟠　　　　　　　　

尾の村　　　　　　　

平古　　　　　　　　

保止　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

北筋　　　　　　　　

北川　　　　　　　　

北堀　　　　　　　　

夢の郷　　　　　　　

野々串　　　　　　　
蓮花寺　　　　　　　

六軒屋　　　　　　　

脇浦　　　　　　　　

嵶　　　　　　　　　

戍亥　　　　　　　　

可知（一）　　　　　

可知（五）　　　　　可知（三）　　　　　

可知（四）　　　　　可知（二）　　　　　

河本町　　　　　　　

金岡西町　　　　　　

金岡東町（一）　　　

金岡東町（三）　　　

金岡東町（二）　　　

向州　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

松新町　　　　　　　

西大寺一宮　　　　　

西大寺金岡　　　　　

西大寺五明　　　　　

西大寺射越　　　　　

西大寺松崎　　　　　

西大寺上（一）　　　西大寺上（二）　　　

西大寺新　　　　　　

西大寺新地　　　　　

西大寺川口　　　　　

西大寺中（三）　　　
西大寺中（二）　　　

西大寺中野　　　　　
西大寺中野本町　　　

西大寺東（三）　　　

西大寺東（二）　　　

西大寺南（二）　　　

西大寺浜　　　　　　

西大寺北　　　　　　

西大寺門前　　　　　

大多羅町　　　　　　

南水門町　　　　　　

富士見町　　　　　　

北幸田　　　　　　　

邑久町東谷　　　　　

邑久町豊安　　　　　

駅前　　　　　　　　
鴨越　　　　　　　　 真徳　　　　　　　　

渡場　　　　　　　　

福吉　　　　　　　　

吉原　　　　　　　　 邑久町百田　　　　　

瀬戸内市役所　　　　

大富駅　　　　　　　西大寺駅　　　　　　

大多羅駅　　　　　　

邑久駅　　　　　　　

肥土山　　　　　　　
小馬越　　　　　　　

土庄町　　　　　　　伊喜末　　　　　　　

滝宮　　　　　　　　
小豆島スカイライン　

馬越岡　　　　　　　
葛島　　　　　　　　

小江　　　　　　　　沖之島　　　　　　　
元目　　　　　　　　

屋形崎　　　　　　　

見目　　　　　　　　
屋形崎鼻　　　　　　

渦江　　　　　　　　

下組　　　　　　　　

空地　　　　　　　　

古瀬奈　　　　　　　

五十軒　　　　　　　

向　　　　　　　　　
場中　　　　　　　　

西中山　　　　　　　

馬越浜　　　　　　　

目島　　　　　　　　

笠滝　　　　　　　　

馬越　　　　　　　　

サカケノ鼻　　　　　

黄島　　　　　　　　黒島　　　　　　　　

前島　　　　　　　　
鹿忍　　　　　　　　

青島　　　　　　　　

紺浦　　　　　　　　

牛窓瀬戸　　　　　　
沖　　　　　　　　　

敷井　　　　　　　　

牛窓港　　　　　　　

網代崎　　　　　　　

綾浦　　　　　　　　

大土井　　　　　　　

牛窓　　　　　　　　

庄田　　　　　　　　

幡　　　　　　　　　

師楽　　　　　　　　
蕪崎　　　　　　　　

錦海湾　　　　　　　

粟利郷　　　　　　　

尻海　　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

土佐　　　　　　　　

邑久ＩＣ　　　　　　

前泊　　　　　　　　
知尾　　　　　　　　 光明園　　　　　　　

長島　　　　　　　　

白茅　　　　　　　　

矢寄　　　　　　　　

下　　　　　　　　　

関町　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

協和町　　　　　　　

錦海　　　　　　　　

高助　　　　　　　　

国塩　　　　　　　　

小向　　　　　　　　

上　　　　　　　　　

生塚　　　　　　　　

西浜　　　　　　　　

西部　　　　　　　　

大向　　　　　　　　
中浦　　　　　　　　

中東　　　　　　　　

渡内　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

弁天　　　　　　　　

木島　　　　　　　　

野上　　　　　　　　
牛窓町牛窓　　　　　

長島　　　　　　　　

岡山東警察署

瀬戸内警察署
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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▲



岡山市　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

穂崎　　　　　　　　

立川　　　　　　　　

砂川　　　　　　　　

斎富　　　　　　　　

鵜居　　　　　　　　

森末　　　　　　　　

肩脊　　　　　　　　

伏間　　　　　　　　

江尻　　　　　　　　

寺地　　　　　　　　

笹岡　　　　　　　　

宿奥　　　　　　　　

菊山　　　　　　　　

古都宿　　　　　　　

目黒　　　　　　　　

西庄　　　　　　　　

古都南方　　　　　　

鉄　　　　　　　　　

草ヶ部　　　　　　　

沼　　　　　　　　　

平島　　　　　　　　

浦間　　　　　　　　

南古都　　　　　　　

楢原　　　　　　　　

才崎　　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

福治　　　　　　　　

富崎　　　　　　　　

西隆寺　　　　　　　

百枝月　　　　　　　

内ヶ原　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

西祖　　　　　　　　

吉井　　　　　　　　

長船　　　　　　　　

八日市　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

服部　　　　　　　　

豆田　　　　　　　　

福元　　　　　　　　
山田庄　　　　　　　

笠加　　　　　　　　

北池　　　　　　　　

香登　　　　　　　　

畠田　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

山陽ＩＣ　　　　　　

中区　　　　　　　　

東区　　　　　　　　

水内　　　　　　　　

山陽（七）　　　　　

長利　　　　　　　　

阿部　　　　　　　　

宇治　　　　　　　　

塩井　　　　　　　　

沖益　　　　　　　　

下竹原　　　　　　　

花屋　　　　　　　　

鎌奥　　　　　　　　

亀ヶ原　　　　　　　
亀津　　　　　　　　

久志良　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

宮脇　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

根岸　　　　　　　　

砂留　　　　　　　　

山の上　　　　　　　

山の端　　　　　　　

山浦　　　　　　　　
山守　　　　　　　　

山畑　　　　　　　　

散田　　　　　　　　

寺坂　　　　　　　　

室山　　　　　　　　

車　　　　　　　　　

舟橋　　　　　　　　

舟山　　　　　　　　
出屋敷　　　　　　　

小物屋　　　　　　　

上　　　　　　　　　
上笠加　　　　　　　

上竹原　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

神原　　　　　　　　
水落　　　　　　　　

成地　　　　　　　　

正木　　　　　　　　

盛崎　　　　　　　　

西江尻　　　　　　　

西部　　　　　　　　

石ヶ坪　　　　　　　 船廻　　　　　　　　

草井　　　　　　　　

大下　　　　　　　　

大鳥井　　　　　　　

中庄　　　　　　　　

中生路　　　　　　　

長崎　　　　　　　　

長船団地　　　　　　

天王　　　　　　　　

東向　　　　　　　　

東江尻　　　　　　　

湯谷　　　　　　　　

豆田南　　　　　　　

豆田北　　　　　　　

内山　　　　　　　　

楢部　　　　　　　　

縄界　　　　　　　　

二之樋　　　　　　　

八丁　　　　　　　　

八塚　　　　　　　　

半田　　　　　　　　樋ノ口　　　　　　　

樋の口　　　　　　　

富岡西　　　　　　　富岡東　　　　　　　

福永　　　　　　　　

福岡住宅　　　　　　

福里　　　　　　　　

別当　　　　　　　　

堀内　　　　　　　　

本城　　　　　　　　

箕ヶ市　　　　　　　

箕輪　　　　　　　　

一日市　　　　　　　

香登西　　　　　　　

砂場　　　　　　　　

山陽（一）　　　　　

山陽（三）　　　　　

山陽（二）　　　　　

上道北方　　　　　　

城東台西（一）　　　
城東台西（三）　　　

城東台西（二）　　　

城東台東（一）　　　
城東台東（二）　　　

城東台南（一）　　　

城東台南（二）　　　

瀬戸町旭ヶ丘　　　　

瀬戸町沖　　　　　　

瀬戸町下　　　　　　

瀬戸町光明谷　　　　

瀬戸町瀬戸　　　　　

西平島　　　　　　　

浅川　　　　　　　　

谷尻　　　　　　　　

長船町福里　　　　　

東平島　　　　　　　

藤井　　　　　　　　

目黒町　　　　　　　

矢井　　　　　　　　

邑久町下笠加　　　　

邑久町宗三　　　　　

邑久町上笠加　　　　

邑久町箕輪　　　　　

下之庄　　　　　　　

宮の鼻　　　　　　　
中正路　　　　　　　

山陽（五）　　　　　山陽（四）　　　　　

山陽（六）　　　　　

瀬戸駅　　　　　　　

香登駅　　　　　　　

長船駅　　　　　　　上道駅　　　　　　　

出屋　　　　　　　　

多賀　　　　　　　　

大向　　　　　　　　

佐古田　　　　　　　

今井　　　　　　　　

東軽部　　　　　　　

西軽部　　　　　　　

町苅田　　　　　　　大苅田　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

津崎　　　　　　　　

下仁保　　　　　　　

西中　　　　　　　　

正崎　　　　　　　　

尾谷　　　　　　　　

二井　　　　　　　　日古木　　　　　　　

下市　　　　　　　　

鴨前　　　　　　　　

塩納　　　　　　　　
大井　　　　　　　　

保木　　　　　　　　

万富　　　　　　　　

弓削　　　　　　　　

宗堂　　　　　　　　

酌田　　　　　　　　

石蓮寺　　　　　　　

殿谷　　　　　　　　

佐古　　　　　　　　

野間　　　　　　　　

弥上　　　　　　　　

可真上　　　　　　　

可真下　　　　　　　

沢原　　　　　　　　

松木　　　　　　　　

円光寺　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

小瀬木　　　　　　　

徳富　　　　　　　　
釣井　　　　　　　　

千躰　　　　　　　　

勢力　　　　　　　　

本　　　　　　　　　

山陽　　　　　　　　

赤磐市　　　　　　　

池ノ尻　　　　　　　

由津里　　　　　　　

グリーンタウン殿谷　

安庭　　　　　　　　

井尻　　　　　　　　

一の橋　　　　　　　

押部　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

下　　　　　　　　　 加山　　　　　　　　

額　　　　　　　　　

笠地　　　　　　　　

蒲　　　　　　　　　
釜底　　　　　　　　

丸崎　　　　　　　　

宮ノ乢　　　　　　　

宮口　　　　　　　　

後　　　　　　　　　

光善寺　　　　　　　

高屋　　　　　　　　

坂口　　　　　　　　

札場　　　　　　　　

山ノ端　　　　　　　

山ノ池　　　　　　　

山吹　　　　　　　　

寺見　　　　　　　　

芝下　　　　　　　　

小原上　　　　　　　

小野地　　　　　　　

松木新田　　　　　　

上殿谷　　　　　　　

森国　　　　　　　　

神下　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

神房　　　　　　　　

成田　　　　　　　　

石砂　　　　　　　　

赤尾山　　　　　　　

前苅田　　　　　　　

善応寺　　　　　　　

倉地　　　　　　　　

多田原　　　　　　　

大屋下　　　　　　　

大手　　　　　　　　

大日　　　　　　　　

棚田　　　　　　　　

池ノ内　　　　　　　

中谷　　　　　　　　
丁切　　　　　　　　

鳥井之前　　　　　　

土井谷　　　　　　　

東円光寺　　　　　　

粕尾　　　　　　　　

半木　　　　　　　　

北ノ前　　　　　　　
本土井　　　　　　　

本平　　　　　　　　

乢　　　　　　　　　

河田原　　　　　　　

熊崎　　　　　　　　

五日市　　　　　　　

桜が丘西（一）　　　

桜が丘西（九）　　　

桜が丘西（五）　　　

桜が丘西（三）　　　

桜が丘西（四）　　　

桜が丘西（七）　　　

桜が丘西（十）　　　

桜が丘西（二）　　　

桜が丘西（八）　　　

桜が丘西（六）　　　

桜が丘東（一）　　　

桜が丘東（五）　　　

桜が丘東（三）　　　

桜が丘東（四）　　　

桜が丘東（二）　　　

桜が丘東（六）　　　

沼田　　　　　　　　

上市　　　　　　　　

瀬戸町鍛冶屋　　　　

瀬戸町二日市　　　　

西窪田　　　　　　　

東窪田　　　　　　　

南佐古田　　　　　　

北佐古田　　　　　　

奥新田　　　　　　　
奥谷　　　　　　　　

大方　　　　　　　　

赤磐市役所　　　　　

熊山駅　　　　　　　

万富駅　　　　　　　

東備西播開発道路　　

瀬戸内市　　　　　　

磯上　　　　　　　　

牛文　　　　　　　　

西須恵　　　　　　　

東須恵　　　　　　　

飯井　　　　　　　　

福谷　　　　　　　　虫明ＩＣ　　　　　　

瀬溝　　　　　　　　

光明園　　　　　　　

虫明　　　　　　　　

麻宇那　　　　　　　

穂浪　　　　　　　　

備前ＩＣ　　　　　　

前島　　　　　　　　

難田　　　　　　　　

友延　　　　　　　　

備前　　　　　　　　

浦伊部　　　　　　　

久々井　　　　　　　

鶴海　　　　　　　　
鶴海ＩＣ　　　　　　

佐山　　　　　　　　

伊部　　　　　　　　

池灘　　　　　　　　

赤穂線　　　　　　　
新幹線　　　　　　　

尻無　　　　　　　　

香登本　　　　　　　

伊部西　　　　　　　

伊部東　　　　　　　

井田　　　　　　　　

稲荷山　　　　　　　

越鳥　　　　　　　　

沖浦　　　　　　　　

下リ松　　　　　　　

下寺　　　　　　　　

開ヶ丘　　　　　　　

間口　　　　　　　　

亀井戸　　　　　　　

久保　　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

原山門　　　　　　　

光ヶ丘　　　　　　　

黒井　　　　　　　　

坂田　　　　　　　　

三ッ松　　　　　　　

寺村　　　　　　　　

洲本　　　　　　　　

小才　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

森金　　　　　　　　

西ノ宮　　　　　　　

青石　　　　　　　　

扇　　　　　　　　　

側　　　　　　　　　

多聞寺　　　　　　　

大瀬　　　　　　　　

大星　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

大北　　　　　　　　

大渕　　　　　　　　

鍛治谷　　　　　　　中倉　　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　
殿土井　　　　　　　田井山　　　　　　　

田辺里　　　　　　　

内座　　　　　　　　
二ッ塚　　　　　　　

伯父ヶ奥　　　　　　

柏山　　　　　　　　

白谷　　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

富尾　　　　　　　　

布浜　　　　　　　　

片口　　　　　　　　

北谷　　　　　　　　

北之町　　　　　　　

北尾　　　　　　　　

麻宇那西　　　　　　

明石　　　　　　　　

油杉　　　　　　　　

つつじが丘団地　　　浦伊部団地　　　　　

西片上　　　　　　　

東片上　　　　　　　

向井　　　　　　　　

大東　　　　　　　　

徳当　　　　　　　　
友延上　　　　　　　立石　　　　　　　　

備前市役所　　　　　西片上駅　　　　　　

備前片上駅　　　　　

伊里駅　　　　　　　

伊部駅　　　　　　　

奥吉原　　　　　　　

田原上　　　　　　　
益原　　　　　　　　

田原下　　　　　　　

福富　　　　　　　　

和気　　　　　　　　

尺所　　　　　　　　

大田原　　　　　　　

泉　　　　　　　　　
藤野　　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

衣笠　　　　　　　　

大中山　　　　　　　

南方　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

板屋　　　　　　　　

福満　　　　　　　　

瀬場戸　　　　　　　

閑谷　　　　　　　　

伊里中　　　　　　　木谷　　　　　　　　

山田原　　　　　　　
片上　　　　　　　　

備前市　　　　　　　

和気ＩＣ　　　　　　

谷山　　　　　　　　

定番　　　　　　　　

辺谷　　　　　　　　

ヒイゲ谷　　　　　　

一本松　　　　　　　

稲坪　　　　　　　　

下馬　　　　　　　　

家中　　　　　　　　

葛籠　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

原下　　　　　　　　
原上　　　　　　　　

荒砂　　　　　　　　

荒内　　　　　　　　

高浜　　　　　　　　

山根　　　　　　　　

四軒屋　　　　　　　

飼葉　　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

鹿帰　　　　　　　　

畳谷　　　　　　　　

水口　　　　　　　　

性司　　　　　　　　

成ル　　　　　　　　

西森　　　　　　　　

倉吉　　　　　　　　

早子　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

大樋　　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

中江　　　　　　　　

中障子　　　　　　　

中生地　　　　　　　

田ヶ原　　　　　　　

田倉　　　　　　　　

奴久谷　　　　　　　

塔田　　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

働　　　　　　　　　

二軒屋　　　　　　　

入田　　　　　　　　

柏原　　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

北地　　　　　　　　

北方　　　　　　　　

麻宇那上　　　　　　

木曽　　　　　　　　野吉　　　　　　　　

吉永町吉永中　　　　

吉永町三股　　　　　

日室　　　　　　　　

和気　　　　　　　　

下山崎　　　　　　　
大坊　　　　　　　　

和気町役場　　　　　

和気駅　　　　　　　

吉永駅　　　　　　　

赤磐警察署

備前警察署

2

37

464

69

223

250

83

264

96

220

221

252

79

251

27

9

250

27

253

96

79

254

403

53

258

9

39

224

222

397

83

381

425
250

2

261 262

465

374

2

261

395

96

417
404

368

414

46

9

703

   1/50000

523400＊11

5233(3)
36

26

37

27

5233(4)
16

06

17

07

5133(1)
76

66

77

67

5234(15)
30

20

31

21

523410

523400

523411

523401

5234(16)
10

00

11

01

5134(13)
70

60

71

61

5234(11)
32

22

33

23

5234(12)
12

02

13

03

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▲


