
▲ 腰岳　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

中田　　　　　　　　
二里　　　　　　　　

作井手　　　　　　　
槍巻免　　　　　　　

上野原免　　　　　　
開作免　　　　　　　新山　　　　　　　　

▲ 国見山　　　　　　　

▲ 小塚岳　　　　　　　

▲ 多利山　　　　　　　

西下岳　　　　　　　

筒井　　　　　　　　

柚木元　　　　　　　

小舟　　　　　　　　

柚木　　　　　　　　

上野　　　　　　　　

牟田　　　　　　　　

▲ 烏帽子岳　　　　　　

菅牟田　　　　　　　

下宇戸　　　　　　　

▲ 高花岳　　　　　　　

高花　　　　　　　　

潜木　　　　　　　　

戸ヶ倉　　　　　　　

川谷　　　　　　　　
里美　　　　　　　　

▲ 隠居岳　　　　　　　

心野　　　　　　　　横手　　　　　　　　

楠木原　　　　　　　

原明　　　　　　　　佐世保線　　　　　　

曲川　　　　　　　　黒川　　　　　　　　

北川内　　　　　　　

▲ 八天岳　　　　　　　

山谷　　　　　　　　

桑ノ木原　　　　　　

大木　　　　　　　　

有田　　　　　　　　

蔵宿　　　　　　　　

広瀬村　　　　　　　

有田川　　　　　　　

広瀬山　　　　　　　

黒牟田　　　　　　　

南川良山　　　　　　

▲ 幕ノ頭　　　　　　　
佐世保三川内ＩＣ　　

伊万里市　　　　　　

下山谷　　　　　　　

下内野　　　　　　　

下本　　　　　　　　

元触　　　　　　　　

戸平田　　　　　　　
三本木　　　　　　　

山谷切口　　　　　　

山谷牧　　　　　　　

上宇戸　　　　　　　

上元触　　　　　　　

上山谷　　　　　　　

上内野　　　　　　　

上本　　　　　　　　

石ヶ倉　　　　　　　

石森　　　　　　　　

太郎浦　　　　　　　

代々木　　　　　　　

大木宿　　　　　　　

追分　　　　　　　　

東下岳　　　　　　　

徳道　　　　　　　　

南原　　　　　　　　舞原　　　　　　　　

仏ノ原　　　　　　　

立部　　　　　　　　

烏帽子町　　　　　　

横手町　　　　　　　

下宇戸町　　　　　　

戸ヶ倉町　　　　　　

高花町　　　　　　　

黒髪町　　　　　　　

小舟町　　　　　　　

上柚木町　　　　　　

心野町　　　　　　　

世知原町開作　　　　
世知原町上野原　　　

世知原町槍巻　　　　

川谷町　　　　　　　

潜木町　　　　　　　

筒井町　　　　　　　

二里町中里乙　　　　

二里町中里甲　　　　

柚木元町　　　　　　

里美町　　　　　　　

かじか　　　　　　　城山　　　　　　　　
内ノ馬場　　　　　　

有田町役場　　　　　

金武駅　　　　　　　

夫婦石駅　　　　　　

大木駅　　　　　　　

蔵宿駅　　　　　　　

三代橋駅　　　　　　

山谷駅　　　　　　　

西有田駅　　　　　　

黒川駅　　　　　　　

大黒川　　　　　　　

浦分　　　　　　　　

椿原　　　　　　　　

木須　　　　　　　　

戸ノ須　　　　　　　

江湖ノ辻　　　　　　

川東　　　　　　　　

金武　　　　　　　　

福母　　　　　　　　

下分　　　　　　　　

東山代　　　　　　　

脇野　　　　　　　　

日尾　　　　　　　　

本瀬戸　　　　　　　

漁港　　　　　　　　

釘島　　　　　　　　

伊万里湾　　　　　　

楠久　　　　　　　　

福川内　　　　　　　

城　　　　　　　　　

惣座　　　　　　　　

▲ 大通山　　　　　　　

滝川内　　　　　　　

上ノ古場　　　　　　

川内野　　　　　　　

境　　　　　　　　　

日南郷　　　　　　　

野々頭　　　　　　　

東分　　　　　　　　

西分　　　　　　　　
西大久保　　　　　　

浦ノ崎　　　　　　　

寺上免　　　　　　　

▲ 国見岳　　　　　　　

柚木川内　　　　　　

大羽豆　　　　　　　

北川内免　　　　　　赤木場免　　　　　　

波瀬　　　　　　　　

志佐町田ノ平免　　　

茅野　　　　　　　　

佐屋　　　　　　　　

讃岐　　　　　　　　

小黒川　　　　　　　

上大久保　　　　　　

世知原　　　　　　　

西八谷搦　　　　　　

早里　　　　　　　　

多々良　　　　　　　

東八谷搦　　　　　　

南川東　　　　　　　

念田　　　　　　　　

牧島　　　　　　　　

無通　　　　　　　　

黒川町黒塩　　　　　

黒川町小黒川　　　　

山代町楠久津　　　　

山代町鳴石　　　　　

志佐町柚木川内免　　

世知原町栗迎　　　　

世知原町西ノ岳　　　

世知原町赤木場　　　

世知原町中通　　　　

世知原町北川内　　　

瀬戸町　　　　　　　

東山代町浦川内　　　

東山代町天神　　　　

東山代町東大久保　　

二里町大里乙　　　　

二里町大里甲　　　　

二里町八谷搦　　　　

木須町　　　　　　　

名村団地　　　　　　

今福町木場免　　　　

山代久原ＩＣ　　　　

浦ノ崎駅　　　　　　

楠久駅　　　　　　　

東山代駅　　　　　　

久原駅　　　　　　　

川東駅　　　　　　　

里駅　　　　　　　　

鳴石駅　　　　　　　

波瀬駅　　　　　　　

武雄市　　　　　　　

有田町　　　　　　　

上分　　　　　　　　

市山　　　　　　　　

小石原　　　　　　　

岩谷　　　　　　　　

大川内　　　　　　　

▲ 青螺山　　　　　　　

大川内山　　　　　　

正力坊　　　　　　　

▲ 牧ノ山　　　　　　　

▲ 黒髪山　　　　　　　

応法　　　　　　　　

丸尾　　　　　　　　

戸杓　　　　　　　　桑古場　　　　　　　

▲ 金山岳　　　　　　　

泉山　　　　　　　　

下山小川内　　　　　

柳原　　　　　　　　

板ノ川内　　　　　　

水尾　　　　　　　　

小路　　　　　　　　

宮野　　　　　　　　

筒江　　　　　　　　赤田　　　　　　　　

三間坂　　　　　　　

船ノ原　　　　　　　

津々良　　　　　　　

鶴ノ原　　　　　　　

鳥海　　　　　　　　

永尾　　　　　　　　

犬走　　　　　　　　

上西山　　　　　　　

福和　　　　　　　　

赤穂山　　　　　　　
梅野　　　　　　　　

西梅野　　　　　　　

柚ノ木原　　　　　　

▲ 黒岳　　　　　　　　

柿田代　　　　　　　

亀ノ甲　　　　　　　

真手野　　　　　　　

馬渡　　　　　　　　

本部山中　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

グミノ木　　　　　　

臼の川内　　　　　　

駅通り　　　　　　　
奥牟田　　　　　　　

海正原　　　　　　　

外尾山　　　　　　　

外尾町　　　　　　　

柿古場　　　　　　　

茅場　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　

岩の口　　　　　　　

久保田　　　　　　　

宮の元　　　　　　　

原　　　　　　　　　

原中　　　　　　　　

古場　　　　　　　　

古木場　　　　　　　

鼓　　　　　　　　　

今山上西　　　　　　

今山上東　　　　　　

砂古　　　　　　　　

山ノ上　　　　　　　

山浦　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

山仁田西迎　　　　　

寺の下　　　　　　　

住吉団地　　　　　　

十二神　　　　　　　

重川内　　　　　　　

松尾谷　　　　　　　

上原　　　　　　　　

上古賀　　　　　　　

森蓮和　　　　　　　

水尾団地　　　　　　

船の原下　　　　　　

大砂古　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大切　　　　　　　　

大野下　　　　　　　

大野上　　　　　　　

大野中　　　　　　　

池ノ平　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

中通辰石　　　　　　

鳥海南　　　　　　　

鳥海北　　　　　　　

鶴の原　　　　　　　

徳蔵　　　　　　　　

内田　　　　　　　　
梅ノ原　　　　　　　

白水　　　　　　　　

稗田古門　　　　　　

淵の上　　　　　　　

平古場　　　　　　　

辺田　　　　　　　　

蜂の巣　　　　　　　

網の内　　　　　　　

網土原　　　　　　　

鯰淵　　　　　　　　下黒髪　　　　　　　

岩谷川内（一）　　　

岩谷川内（三）　　　

幸平（二）　　　　　

山内町鳥海　　　　　

上幸平（一）　　　　

赤絵町（二）　　　　

泉山（一）　　　　　

泉山（二）　　　　　

船の原　　　　　　　

大川内町乙　　　　　
大川内町甲　　　　　

大樽（一）　　　　　

中の原（一）　　　　

中樽（一）　　　　　

中樽（三）　　　　　
中樽（二）　　　　　

白川（一）　　　　　
白川（二）　　　　　

稗古場（二）　　　　

武雄町武雄　　　　　

立野川内　　　　　　

上宿　　　　　　　　
松浦町中野原　　　　

有田駅　　　　　　　

上有田駅　　　　　　

三間坂駅　　　　　　
永尾駅　　　　　　　

唐津市　　　　　　　

鶴田　　　　　　　　

駒鳴　　　　　　　　

相の谷　　　　　　　
白木　　　　　　　　

立川　　　　　　　　

大川野　　　　　　　

大川　　　　　　　　

戸石川　　　　　　　

▲ 眉山　　　　　　　　

北野　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

萩ノ尾　　　　　　　

松浦　　　　　　　　

金石原　　　　　　　
宿分　　　　　　　　

下平　　　　　　　　
筑肥線　　　　　　　

提川　　　　　　　　

岳坂　　　　　　　　藤川内　　　　　　　

国見岳　　　　　　　▲ 椎ノ峰　　　　　　　
▲ 大陣岳　　　　　　　

笠椎　　　　　　　　

府招下　　　　　　　

府招　　　　　　　　

小麦原　　　　　　　

徳須恵川　　　　　　
井手野　　　　　　　

原屋敷　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

▲ 大野岳　　　　　　　

花房　　　　　　　　

畑川内　　　　　　　
楠立　　　　　　　　

袖落　　　　　　　　

包石　　　　　　　　

立目　　　　　　　　

横野　　　　　　　　

▲ 城古岳　　　　　　　

屋敷野　　　　　　　
▲ 大平山　　　　　　　

脇田　　　　　　　　

伊万里　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

伊万里川　　　　　　

福野　　　　　　　　
市村　　　　　　　　

川古　　　　　　　　

下村　　　　　　　　
若木　　　　　　　　

本部　　　　　　　　

桃川　　　　　　　　

立花　　　　　　　　

松浦川　　　　　　　

松島町　　　　　　　

新天町　　　　　　　

蓮池町　　　　　　　

あさひが丘　　　　　

つつじが丘　　　　　

みどりが丘　　　　　

永山　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

皿宿　　　　　　　　

上ノ山　　　　　　　

城野　　　　　　　　

真坂　　　　　　　　

西円蔵寺　　　　　　

石坂　　　　　　　　

川西　　　　　　　　

村分　　　　　　　　

大野岳　　　　　　　

椎ノ峰　　　　　　　

東円蔵寺　　　　　　

南ケ丘　　　　　　　

馬伏　　　　　　　　
梅岩　　　　　　　　

白野　　　　　　　　

櫨ノ谷　　　　　　　

百堂原　　　　　　　

富士町　　　　　　　

府招上　　　　　　　

片竹　　　　　　　　

柳井町　　　　　　　

窯業団地　　　　　　立花台地　　　　　　

六仙寺　　　　　　　

伊万里町乙　　　　　

伊万里町甲　　　　　

黒川町清水　　　　　

黒川町牟田　　　　　

松浦町山形　　　　　

大川町川西　　　　　

大川内町丙　　　　　

大坪町乙　　　　　　

大坪町甲　　　　　　

大坪町丙　　　　　　

立花町　　　　　　　

脇田町　　　　　　　
伊万里東府招ＩＣ　　

伊万里市役所　　　　

伊万里駅　　　　　　

駒鳴駅　　　　　　　

大川野駅　　　　　　

肥前長野駅　　　　　

桃川駅　　　　　　　

金石原駅　　　　　　

上伊万里駅　　　　　

伊万里警察署
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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▲



鰈岬　　　　　　　　

飛島　　　　　　　　

小飛島　　　　　　　

金井崎　　　　　　　

北免　　　　　　　　

東免　　　　　　　　仏坂免　　　　　　　

今福　　　　　　　　平尾免　　　　　　　

坂野免　　　　　　　

滑栄免　　　　　　　

矢柄鼻　　　　　　　

櫃崎　　　　　　　　

初崎　　　　　　　　

鍋串免　　　　　　　

鯛之鼻　　　　　　　

原免　　　　　　　　

土谷免　　　　　　　

福島　　　　　　　　

徳義　　　　　　　　

浅ケ谷　　　　　　　

塩浜免　　　　　　　

平野　　　　　　　　

白岩鼻　　　　　　　

カズラ島　　　　　　

端免　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

喜内瀬免　　　　　　

福島大橋　　　　　　

浦ノ崎　　　　　　　

浦潟　　　　　　　　

干潟　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

煤屋　　　　　　　　

馬蛤潟　　　　　　　

弁賀　　　　　　　　

上ケ倉　　　　　　　

瓜ケ坂　　　　　　　

満越　　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

杉野浦　　　　　　　

阿漕　　　　　　　　

伊万里釜　　　　　　

下　　　　　　　　　

祝崎　　　　　　　　

小田　　　　　　　　

上場　　　　　　　　

大浦浜　　　　　　　

東平　　　　　　　　

南崎　　　　　　　　

播磨釜　　　　　　　

白山　　　　　　　　

白土　　　　　　　　

福崎　　　　　　　　

籾ノ浦　　　　　　　

今福町飛島免　　　　

福島町浅谷免　　　　

大浦岡　　　　　　　

肥前町万賀里川　　　

今福ＩＣ　　　　　　
今福駅　　　　　　　

福島口駅　　　　　　

鷹島口駅　　　　　　

玄海町　　　　　　　

松浦市　　　　　　　

阿翁崎　　　　　　　

阿翁免　　　　　　　

日比　　　　　　　　

里免　　　　　　　　

中通免　　　　　　　

殿ノ浦　　　　　　　

神崎免　　　　　　　

日比水道　　　　　　

干上鼻　　　　　　　

南ヶ崎　　　　　　　

仁田野尾　　　　　　

座川内　　　　　　　

加部良　　　　　　　

牟形　　　　　　　　

諸浦　　　　　　　　

栄　　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

大霜　　　　　　　　

浜野浦　　　　　　　

平尾　　　　　　　　

戸崎　　　　　　　　

大薗　　　　　　　　

仮屋　　　　　　　　
高岩鼻　　　　　　　

仮屋湾　　　　　　　

寺浦　　　　　　　　

鶴牧　　　　　　　　

京泊　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

向島　　　　　　　　

神田代　　　　　　　
納所　　　　　　　　

駄竹　　　　　　　　

星賀　　　　　　　　

大ヶ崎　　　　　　　

須田　　　　　　　　

犬頭　　　　　　　　

晴気　　　　　　　　

入野　　　　　　　　

田野　　　　　　　　
新木場　　　　　　　

阿翁浦免　　　　　　

伊仲　　　　　　　　

伊野利　　　　　　　

浦田　　　　　　　　

栄一区　　　　　　　

栄三区　　　　　　　
栄二区　　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

於呂　　　　　　　　

下場　　　　　　　　

花ノ木　　　　　　　

金ノ手　　　　　　　

古保志気　　　　　　

後山　　　　　　　　

後谷　　　　　　　　

御嶽　　　　　　　　

高串　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

山中　　　　　　　　

山添　　　　　　　　

松山　　　　　　　　

菖津　　　　　　　　

上口　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

石川　　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

大鶴　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

通山　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

殿木場　　　　　　　

田の峰　　　　　　　

入口　　　　　　　　

馬場口　　　　　　　

馬渡　　　　　　　　

畑田　　　　　　　　

八折栄　　　　　　　

比恵田　　　　　　　

苗代田　　　　　　　

浜口　　　　　　　　

名目草　　　　　　　

柳　　　　　　　　　

養ヶ浦　　　　　　　

裏口　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

大串新田　　　　　　

鷹島町阿翁浦免　　　

肥前町向島　　　　　

仮立　　　　　　　　
鬼木　　　　　　　　甲頭　　　　　　　　

七ッ枝　　　　　　　中の段　　　　　　　
中通　　　　　　　　

伊万里市　　　　　　

筒井　　　　　　　　

木場　　　　　　　　

大知木　　　　　　　

加倉　　　　　　　　

田代　　　　　　　　

井野尾　　　　　　　

▲ 三岳　　　　　　　　

畑津　　　　　　　　

内野　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

津留主屋　　　　　　

畑川内　　　　　　　

長尾　　　　　　　　
真手野　　　　　　　

重橋　　　　　　　　

水留　　　　　　　　

駒鳴峠　　　　　　　

志気　　　　　　　　

行合野　　　　　　　

徳須恵川　　　　　　

徳須恵　　　　　　　

山彦　　　　　　　　

下平野　　　　　　　

上平野　　　　　　　

成渕　　　　　　　　

▲ 水ノ元山　　　　　　

竹有　　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

岸山　　　　　　　　

▲ 岸岳　　　　　　　　

佐里　　　　　　　　

筑肥線　　　　　　　

杉野　　　　　　　　

牟田部　　　　　　　

坊中　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

久里　　　　　　　　

徳武　　　　　　　　

松浦川　　　　　　　

養母田　　　　　　　

千々賀　　　　　　　

畑島　　　　　　　　

菅牟田　　　　　　　

重河内　　　　　　　

熊ノ峰　　　　　　　

唐ノ川　　　　　　　

中浦　　　　　　　　

湯野浦　　　　　　　

唐津ＩＣ　　　　　　

北波多ＩＣ　　　　　

唐津千々賀山田ＩＣ　
宇ノ木　　　　　　　

浦屋敷　　　　　　　

沖鶴　　　　　　　　

下久里　　　　　　　

下竹有　　　　　　　

開拓　　　　　　　　

鬼塚橋本　　　　　　

恵木　　　　　　　　

広首　　　　　　　　

佐里上　　　　　　　

松ノ元　　　　　　　

上相知　　　　　　　

上竹有　　　　　　　

城　　　　　　　　　

深谷　　　　　　　　

千草野　　　　　　　

土井　　　　　　　　

稗田一区　　　　　　

稗田二区　　　　　　

稗木場　　　　　　　

平原　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

芳谷　　　　　　　　

矢代町　　　　　　　
立園　　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

佐里下　　　　　　　

石志　　　　　　　　

双水　　　　　　　　

南波多町古里　　　　

南波多町谷口　　　　

波多津町津留　　　　

波多津町板木　　　　

北波多下平野　　　　

北波多岸山　　　　　

北波多行合野　　　　

北波多山彦　　　　　

北波多志気　　　　　

北波多上平野　　　　

北波多成渕　　　　　

北波多大杉　　　　　

北波多竹有　　　　　

北波多田中　　　　　

北波多徳須恵　　　　

北波多稗田　　　　　

夕日　　　　　　　　

養母田鬼塚　　　　　

南波多谷口ＩＣ　　　

佐里駅　　　　　　　

西相知駅　　　　　　

本牟田部駅　　　　　

山本駅　　　　　　　

竹木場　　　　　　　

東山　　　　　　　　

梨川内　　　　　　　
▲ 野高山　　　　　　　

大良　　　　　　　　

後川内　　　　　　　

見借　　　　　　　　

神田　　　　　　　　
町田　　　　　　　　

和多田　　　　　　　

唐津　　　　　　　　菜畑　　　　　　　　

二夕子　　　　　　　
▲ 衣干山　　　　　　　

唐津港　　　　　　　

高島　　　　　　　　

唐津湾　　　　　　　

鳩川　　　　　　　　

浦　　　　　　　　　

唐房　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

佐志　　　　　　　　

名場越　　　　　　　

枝去木　　　　　　　

高野　　　　　　　　

八床　　　　　　　　早田　　　　　　　　

小加倉　　　　　　　

有浦下　　　　　　　

有浦上　　　　　　　

長倉　　　　　　　　

藤平　　　　　　　　
轟木　　　　　　　　

湯野尾　　　　　　　

玄海　　　　　　　　

切木　　　　　　　　

唐津線　　　　　　　

下口　　　　　　　　

谷口　　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　

一ノ壺　　　　　　　

下戸　　　　　　　　

館　　　　　　　　　

犬吠　　　　　　　　

向ノ上　　　　　　　

江川町　　　　　　　

材木町　　　　　　　

山口　　　　　　　　

山道　　　　　　　　

小十　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

大石町　　　　　　　大鳥　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

長松　　　　　　　　
内田　　　　　　　　

日ノ出松　　　　　　

馬ノ部　　　　　　　

萩ノ迫　　　　　　　

白畠　　　　　　　　

畑ノ迫　　　　　　　

八永　　　　　　　　

風早　　　　　　　　

平潟　　　　　　　　

牧野地　　　　　　　

柚ノ木　　　　　　　

力石　　　　　　　　

旭が丘　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

海岸通　　　　　　　

鬼塚　　　　　　　　

京町　　　　　　　　

橋本町　　　　　　　

熊原町　　　　　　　

元石町　　　　　　　

高島　　　　　　　　
佐志中通　　　　　　

佐志中里　　　　　　

佐志南　　　　　　　

佐志浜町　　　　　　

桜馬場　　　　　　　

山下町　　　　　　　

十人町　　　　　　　
新興町　　　　　　　

水主町　　　　　　　

西旗町　　　　　　　

西寺町　　　　　　　

西城内　　　　　　　

西大島町　　　　　　

西唐津（一）　　　　

西唐津（三）　　　　

西唐津（二）　　　　

西浜町　　　　　　　

船宮町　　　　　　　

大名小路　　　　　　

中瀬通　　　　　　　

町田（一）　　　　　
町田（五）　　　　　

町田（三）　　　　　

町田（四）　　　　　
町田（二）　　　　　

長谷　　　　　　　　

鎮西町岩野　　　　　

東城内　　　　　　　

東大島町　　　　　　

東町　　　　　　　　

東唐津（一）　　　　
東唐津（三）　　　　

東唐津（四）　　　　

藤崎通　　　　　　　

南城内　　　　　　　

二タ子（一）　　　　

二タ子（三）　　　　

二タ子（二）　　　　

八幡町　　　　　　　

富士見町　　　　　　

坊主町　　　　　　　北城内　　　　　　　

妙見町　　　　　　　

和多田海士町　　　　

和多田西山　　　　　

和多田先石　　　　　

和多田大土井　　　　

和多田天満町（一）　

和多田東百人町　　　

和多田南先石　　　　

和多田百人町　　　　

和多田本村　　　　　

和多田用尺　　　　　

唐津市役所　　　　　

玄海町役場　　　　　

鬼塚駅　　　　　　　

東唐津駅　　　　　　

唐津駅　　　　　　　

西唐津駅　　　　　　

和多田駅　　　　　　

唐津警察署
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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▲



大町町　　　　　　　

武雄市　　　　　　　

川古山中　　　　　　

戸坂峠　　　　　　　

繁昌　　　　　　　　

黒尾　　　　　　　　

武雄北方ＩＣ　　　　

甘久　　　　　　　　

武雄　　　　　　　　

▲ 御船山　　　　　　　

花島　　　　　　　　

永島　　　　　　　　

大日　　　　　　　　

釈迦寺　　　　　　　

片白　　　　　　　　

小野原　　　　　　　

杵島山　　　　　　　

永池　　　　　　　　

大渡　　　　　　　　
芦原　　　　　　　　

佐世保線　　　　　　

久津具　　　　　　　

北方　　　　　　　　

宮裾　　　　　　　　

杉ノ岳　　　　　　　

白仁田　　　　　　　

馬神　　　　　　　　

大峠　　　　　　　　

福母　　　　　　　　

大町　　　　　　　　

六角川　　　　　　　

下蓑具　　　　　　　

馬洗　　　　　　　　

船野　　　　　　　　

嘉瀬川　　　　　　　
湯崎　　　　　　　　

馬田　　　　　　　　

井上　　　　　　　　

▲ 鬼ノ鼻山　　　　　　

倉持　　　　　　　　

▲ 徳連岳　　　　　　　

岡崎　　　　　　　　

沖永　　　　　　　　

下潟　　　　　　　　

下西山　　　　　　　

椛島　　　　　　　　

喜佐木　　　　　　　

久治　　　　　　　　

宮ノ下　　　　　　　

宮浦町　　　　　　　

恵比須町　　　　　　

溝ノ上　　　　　　　

高砂団地　　　　　　

三町南　　　　　　　

三町北　　　　　　　

寺口　　　　　　　　

小通　　　　　　　　

小楠　　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

神辺　　　　　　　　

西杵　　　　　　　　西宮裾　　　　　　　

千場団地　　　　　　

川良　　　　　　　　
蔵堂　　　　　　　　

多田　　　　　　　　

大黒町　　　　　　　

大山路　　　　　　　

大谷口　　　　　　　

竹下町　　　　　　　

潮見　　　　　　　　

鳥巣　　　　　　　　

東宮裾　　　　　　　

道金町　　　　　　　

内堤　　　　　　　　

南上滝　　　　　　　

南片白　　　　　　　
納手　　　　　　　　

八並　　　　　　　　

武雄　　　　　　　　
法蔵寺　　　　　　　

北永野　　　　　　　

北上滝　　　　　　　

北楢崎　　　　　　　

牟田浦　　　　　　　

木ノ元　　　　　　　

木の元　　　　　　　

永松　　　　　　　　

橘町芦原　　　　　　

宮野町　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

多久町　　　　　　　 南多久町長尾　　　　

武雄町昭和　　　　　

武雄町富岡　　　　　

武雄町武雄　　　　　

北方町志久　　　　　

北方町大崎　　　　　

駄道　　　　　　　　

大町町役場　　　　　

武雄市役所　　　　　

武雄温泉駅　　　　　

高橋駅　　　　　　　

北方駅　　　　　　　

大町駅　　　　　　　

伊万里市　　　　　　

立草　　　　　　　　

谷口　　　　　　　　

厳木川　　　　　　　

牧瀬　　　　　　　　

浦川内　　　　　　　

浪瀬　　　　　　　　

瀬戸木場　　　　　　

本山　　　　　　　　

町切　　　　　　　　

平山下　　　　　　　

川添　　　　　　　　

平山上　　　　　　　

蕨野　　　　　　　　

▲ 八幡岳　　　　　　　

東田代　　　　　　　

管牟田　　　　　　　

御所　　　　　　　　附防　　　　　　　　

瓦川内　　　　　　　

多久　　　　　　　　

撰分　　　　　　　　

道祖元　　　　　　　

桐岡　　　　　　　　吉尾　　　　　　　　

駄地　　　　　　　　

藤川内　　　　　　　

八久保　　　　　　　

船山　　　　　　　　

明治佐賀　　　　　　

高木川内　　　　　　

横柴折　　　　　　　

小侍　　　　　　　　

莇原　　　　　　　　山犬原　　　　　　　多久原　　　　　　　

多久　　　　　　　　

唐津線　　　　　　　

多久原ＩＣ　　　　　

牧瀬ＩＣ　　　　　　

浪瀬ＩＣ　　　　　　

佐賀唐津道路　　　　

浦山　　　　　　　　

浦町　　　　　　　　

猿尾　　　　　　　　

下厳木　　　　　　　

宮ノ浦　　　　　　　

後野　　　　　　　　

向前　　　　　　　　

四下　　　　　　　　

自由ヶ丘　　　　　　

小瀬　　　　　　　　
上厳木　　　　　　　

新栄町　　　　　　　

申川内　　　　　　　

西の原　　　　　　　

石州分　　　　　　　
池　　　　　　　　　

中の原　　　　　　　

中多久団地　　　　　

猪鹿　　　　　　　　

東の原　　　　　　　

藤川内下　　　　　　

藤川内上　　　　　　

椴ノ木　　　　　　　

麦野　　　　　　　　

板屋下　　　　　　　

板屋上　　　　　　　

尾部田　　　　　　　

メイプルタウン　　　

厳木町厳木　　　　　

若木町本部　　　　　

厳木町うつぼ木　　　

詰ノ本　　　　　　　相知町楠　　　　　　

岩屋ＩＣ　　　　　　

多久市役所　　　　　

岩屋駅　　　　　　　

厳木駅　　　　　　　

多久駅　　　　　　　

中多久駅　　　　　　

江北町　　　　　　　

不動寺　　　　　　　

下大町　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

大戸　　　　　　　　

秀津　　　　　　　　

秀新村　　　　　　　

福吉　　　　　　　　

更村　　　　　　　　

観音　　　　　　　　

福富下分　　　　　　

大福　　　　　　　　

江戸　　　　　　　　

下新ヶ江　　　　　　

上新ヶ江　　　　　　

徳間　　　　　　　　

小城　　　　　　　　

浜枝川　　　　　　　

芦溝　　　　　　　　

道免　　　　　　　　

三王崎　　　　　　　

六丁　　　　　　　　

永田　　　　　　　　

住ノ江　　　　　　　

惣領分　　　　　　　

佐留志　　　　　　　

上分　　　　　　　　

八町　　　　　　　　

下小田　　　　　　　

肥前山口　　　　　　

花祭　　　　　　　　

裏納所　　　　　　　

多久市　　　　　　　

小城市　　　　　　　

久保田ＩＣ　　　　　

伊ヶ代　　　　　　　

吉村　　　　　　　　

白石　　　　　　　　

芦刈ＩＣ　　　　　　芦刈中村　　　　　　

永田東北　　　　　　

永田南　　　　　　　

永里　　　　　　　　横江　　　　　　　　

下惣　　　　　　　　

下分　　　　　　　　

下満　　　　　　　　

観音下　　　　　　　

観音搦　　　　　　　

岩屋　　　　　　　　

久富西　　　　　　　

久富東　　　　　　　

久保田宿　　　　　　

牛王　　　　　　　　

牛津栄町　　　　　　
牛津本町　　　　　　

権和搦　　　　　　　

虎坊　　　　　　　　

江越　　　　　　　　

香焼　　　　　　　　

桜木　　　　　　　　

三軒家　　　　　　　

鹿ノ口　　　　　　　

七搦　　　　　　　　

舎人　　　　　　　　

社搦　　　　　　　　

住ノ江西　　　　　　

住ノ江東　　　　　　

宿古賀　　　　　　　

上区　　　　　　　　

上恒安　　　　　　　

上惣　　　　　　　　

上廿治　　　　　　　

新宿　　　　　　　　

新地方　　　　　　　

深通　　　　　　　　

正徳　　　　　　　　

西戸崎　　　　　　　

西道免　　　　　　　
川越　　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

祖子分　　　　　　　

草木田　　　　　　　

村搦　　　　　　　　

太原下　　　　　　　太原上　　　　　　　

太原中　　　　　　　

大戸下　　　　　　　

大西　　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

中移　　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

中溝　　　　　　　　

中廿治　　　　　　　

中副　　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

町東　　　　　　　　
町南　　　　　　　　

町分　　　　　　　　

天満町　　　　　　　

田柄　　　　　　　　

田渕　　　　　　　　

砥川町　　　　　　　

土元　　　　　　　　

東郷移　　　　　　　

東区　　　　　　　　

東戸崎　　　　　　　

東道免　　　　　　　

内砥川　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

南区　　　　　　　　

廿治新村　　　　　　

麦新江　　　　　　　八枝　　　　　　　　

浜中　　　　　　　　

福所　　　　　　　　

福田南　　　　　　　

福田北　　　　　　　

平山町　　　　　　　

弁才　　　　　　　　

宝永搦　　　　　　　

北ン搦　　　　　　　

北移　　　　　　　　

北区　　　　　　　　

網代　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

柳鶴　　　　　　　　

揚田　　　　　　　　

両子　　　　　　　　

両新村　　　　　　　

咾搦　　　　　　　　

搦西　　　　　　　　搦東　　　　　　　　

下区　　　　　　　　

久保田町　　　　　　

牛津町牛津　　　　　

住ノ江区　　　　　　

中区　　　　　　　　

東六府方区　　　　　

徳万　　　　　　　　

廿治　　　　　　　　

六府方区　　　　　　

快万　　　　　　　　雪伏　　　　　　　　前満江　　　　　　　

町西　　　　　　　　

芦刈南ＩＣ　　　　　

江北町役場　　　　　

肥前白石駅　　　　　

肥前山口駅　　　　　

牛津駅　　　　　　　

小城市役所　　　　　

白石町役場　　　　　

北田　　　　　　　　

乙柳　　　　　　　　

勝　　　　　　　　　納所　　　　　　　　

▲ 両子山　　　　　　　

羽佐間　　　　　　　

牟田辺　　　　　　　
下多久　　　　　　　

谷下　　　　　　　　

多久ＩＣ　　　　　　
大工田　　　　　　　

宝蔵寺　　　　　　　

▲ 笠頭山　　　　　　　

別府　　　　　　　　

古賀山　　　　　　　

渋木　　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

右原　　　　　　　　

牛尾　　　　　　　　

船田　　　　　　　　

円光寺　　　　　　　

晴気　　　　　　　　

▲ 愛宕山　　　　　　　

石体　　　　　　　　江里山　　　　　　　

岩蔵　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

織島　　　　　　　　

久米　　　　　　　　

長神田　　　　　　　

石木　　　　　　　　

樋口　　　　　　　　四条　　　　　　　　

堀江　　　　　　　　

三ヶ島　　　　　　　

道辺　　　　　　　　

立物　　　　　　　　

楢田　　　　　　　　

江熊野　　　　　　　
久留間　　　　　　　

唐津市　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

芦田　　　　　　　　

永泉寺　　　　　　　

横馬場　　　　　　　

岡町　　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

下右原　　　　　　　

下久須　　　　　　　 下江良　　　　　　　

下畑田　　　　　　　

皆木　　　　　　　　

柿樋瀬　　　　　　　

寒気　　　　　　　　

久蘇　　　　　　　　

久本　　　　　　　　

郷ノ木　　　　　　　

桐野　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

轡ヶ里　　　　　　　

原田　　　　　　　　

古賀一区　　　　　　

古賀三区　　　　　　
古賀二区西　　　　　

古賀二区東　　　　　古賀平　　　　　　　

袴田　　　　　　　　

五条　　　　　　　　

江口　　　　　　　　

江津ヶ里　　　　　　

江利　　　　　　　　

江里口　　　　　　　

黒原　　　　　　　　

今古賀　　　　　　　
今市　　　　　　　　

佐織　　　　　　　　

砂田　　　　　　　　

三間寺　　　　　　　

山王　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

山神　　　　　　　　

寺浦　　　　　　　　

初田　　　　　　　　

小隈　　　　　　　　

小城栄町　　　　　　

小城中村　　　　　　

小城本町　　　　　　

松瀬　　　　　　　　

松本　　　　　　　　

上右原　　　　　　　

上江良　　　　　　　

上田町　　　　　　　

深町　　　　　　　　

仁位所　　　　　　　

仁俣　　　　　　　　

須ノ木　　　　　　　

杉町　　　　　　　　

生立ヶ里　　　　　　

西ノ谷　　　　　　　

西晴気　　　　　　　

西川　　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

西野　　　　　　　　

赤司　　　　　　　　
相の浦　　　　　　　

大戸ヶ里　　　　　　

大江　　　　　　　　

大寺　　　　　　　　

大地町　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

池ノ平　　　　　　　

中善寺　　　　　　　

天山　　　　　　　　

土生　　　　　　　　

島溝　　　　　　　　

東小松　　　　　　　

東分　　　　　　　　

湯谷　　　　　　　　

縄手　　　　　　　　

二瀬川　　　　　　　

萩ノ町　　　　　　　

不二町　　　　　　　

富岡　　　　　　　　

平合　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

平和町　　　　　　　

米ノ隈　　　　　　　

別府一区　　　　　　
別府三区　　　　　　

別府二区　　　　　　

戊　　　　　　　　　

北小路　　　　　　　

北坊　　　　　　　　

本告　　　　　　　　

両の原　　　　　　　

緑　　　　　　　　　

練ヶ里　　　　　　　牛津町柿樋瀬　　　　

三日月町金田　　　　

三日月町甲柳原　　　

小城ＰＡスマートＩＣ

久保田駅　　　　　　

東多久駅　　　　　　 小城駅　　　　　　　

武雄警察署

白石警察署

小城警察署
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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▲



佐賀市　　　　　　　

大立野　　　　　　　

荻野　　　　　　　　

嘉瀬津　　　　　　　

十五　　　　　　　　

嘉瀬川　　　　　　　本庄川　　　　　　　

相応津　　　　　　　高太郎　　　　　　　

元相応　　　　　　　

今津　　　　　　　　

厘外　　　　　　　　

扇町　　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

正里　　　　　　　　

鹿子　　　　　　　　

末次　　　　　　　　

新郷　　　　　　　　

江上　　　　　　　　

光法　　　　　　　　

東西　　　　　　　　 小松　　　　　　　　

大堂　　　　　　　　

徳富　　　　　　　　

大中島　　　　　　　

為重　　　　　　　　

寺井津　　　　　　　
若津　　　　　　　　

小保　　　　　　　　

丸網　　　　　　　　

一木　　　　　　　　

紅粉屋　　　　　　　

内開　　　　　　　　

大角　　　　　　　　
大野島　　　　　　　

早津江津　　　　　　

東古賀　　　　　　　

南里　　　　　　　　

和崎　　　　　　　　

大詫間　　　　　　　

犬井道　　　　　　　

鹿江　　　　　　　　
小々森　　　　　　　

搦　　　　　　　　　

中割　　　　　　　　

実久　　　　　　　　

飯盛　　　　　　　　

大授　　　　　　　　

大川中央ＩＣ　　　　

嘉瀬南ＩＣ　　　　　

安本　　　　　　　　

一木南　　　　　　　

下ノ小路　　　　　　

下新田　　　　　　　

下早　　　　　　　　

下大津　　　　　　　

下飯盛　　　　　　　

下武　　　　　　　　

下野　　　　　　　　

加与丁　　　　　　　

海路端　　　　　　　

外野　　　　　　　　

角町　　　　　　　　

潟島　　　　　　　　

蒲田津　　　　　　　

乾角　　　　　　　　

丸目　　　　　　　　

久町　　　　　　　　

宮上　　　　　　　　

橋津　　　　　　　　

九反　　　　　　　　

犬尾　　　　　　　　

戸ヶ里　　　　　　　

五家　　　　　　　　

五軒家　　　　　　　

呉服　　　　　　　　

江上町　　　　　　　

溝口　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　

佐房　　　　　　　　

坂井　　　　　　　　

崎ヶ江　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

三重　　　　　　　　

三条野　　　　　　　

山津　　　　　　　　

寺小路　　　　　　　

舟津新村　　　　　　

重久　　　　　　　　

出来島　　　　　　　

諸富　　　　　　　　諸富新村　　　　　　

小杭　　　　　　　　

上ノ小路　　　　　　

上下　　　　　　　　

上早　　　　　　　　

上大津　　　　　　　

上飯盛　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

新百姓　　　　　　　

西干拓　　　　　　　

西寺井　　　　　　　

西川内　　　　　　　

西船津　　　　　　　

西南里　　　　　　　

西浜町　　　　　　　

西搦　　　　　　　　

石塚　　　　　　　　

増田宿　　　　　　　

大井樋　　　　　　　

大下　　　　　　　　

大授一区　　　　　　

大授三区　　　　　　

大授二区　　　　　　

大上　　　　　　　　

大乗院　　　　　　　

大堂村　　　　　　　
大堂津　　　　　　　

大堂渡端　　　　　　

大野西区　　　　　　

大立野東　　　　　　
大立野北　　　　　　

鍛治屋　　　　　　　

中ノ小路　　　　　　

中上　　　　　　　　

中新田　　　　　　　

中飯盛　　　　　　　

長崎開　　　　　　　

土師　　　　　　　　

東巨勢　　　　　　　

東寺井　　　　　　　

東南里　　　　　　　

東搦　　　　　　　　

堂地　　　　　　　　

道久　　　　　　　　

徳善　　　　　　　　

南中通　　　　　　　
波佐古　　　　　　　

八田　　　　　　　　
八田宿　　　　　　　

八田本村　　　　　　

浮盃　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

福富　　　　　　　　

米納津　　　　　　　

戊申搦　　　　　　　
北中通　　　　　　　

北島　　　　　　　　

満穴　　　　　　　　

網干　　　　　　　　

野村　　　　　　　　

野々古賀　　　　　　

弥生町　　　　　　　

有重　　　　　　　　

竜城　　　　　　　　

咾分　　　　　　　　

鰡江　　　　　　　　

下古賀　　　　　　　

下田町　　　　　　　

嘉瀬町　　　　　　　

鬼丸町　　　　　　　

九網　　　　　　　　

光（一）　　　　　　

光（三）　　　　　　

光（二）　　　　　　

今宿町　　　　　　　

諸富町　　　　　　　

諸富津　　　　　　　

新郷本町　　　　　　

水ヶ江（五）　　　　

水ヶ江（三）　　　　水ヶ江（四）　　　　

水ヶ江（六）　　　　

精町　　　　　　　　

西田代（一）　　　　
西田代（二）　　　　

西与賀町　　　　　　

赤松町　　　　　　　

川副町　　　　　　　
早津江　　　　　　　

中の館町　　　　　　

朝日町　　　　　　　

東与賀町　　　　　　

鍋島町　　　　　　　

南佐賀（一）　　　　

南佐賀（三）　　　　

南佐賀（二）　　　　

八戸（一）　　　　　八戸（二）　　　　　

北川副町　　　　　　

本庄町　　　　　　　

末広（一）　　　　　

末広（二）　　　　　

木原（一）　　　　　
木原（三）　　　　　木原（二）　　　　　

与賀町　　　　　　　

蓮池　　　　　　　　
蓮池町　　　　　　　

西分　　　　　　　　
中地　　　　　　　　

東分下　　　　　　　北名　　　　　　　　伊勢町　　　　　　　
見島　　　　　　　　

材木（二）　　　　　
昭栄町　　　　　　　

松原（一）　　　　　

松原（三）　　　　　

松原（四）　　　　　松原（二）　　　　　新栄西（一）　　　　新栄東（一）　　　　

水ヶ江（一）　　　　
水ヶ江（二）　　　　川原町　　　　　　　中の小路　　　　　　

長瀬町　　　　　　　 田代（一）　　　　　田代（二）　　　　　八戸　　　　　　　　
堀川町　　　　　　　

六座町　　　　　　　

大野島ＩＣ　　　　　

（仮）諸富ＩＣ　　　

佐賀県庁　　　　　　

大願寺　　　　　　　

川上　　　　　　　　

池上　　　　　　　　

東山田　　　　　　　

惣座　　　　　　　　

佐賀大和ＩＣ　　　　
久池井　　　　　　　

尼寺　　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

唐香原　　　　　　　
鶴　　　　　　　　　

竹　　　　　　　　　

横武　　　　　　　　
城原川　　　　　　　

姉川　　　　　　　　

中地江川　　　　　　黒井　　　　　　　　

上犬童　　　　　　　
姉　　　　　　　　　

直鳥　　　　　　　　

境原　　　　　　　　

余り江　　　　　　　

金立　　　　　　　　

島崎　　　　　　　　

篠木野　　　　　　　上和泉　　　　　　　

千布　　　　　　　　
下和泉　　　　　　　

巨勢川　　　　　　　

鍋島　　　　　　　　

東高木　　　　　　　
伊賀屋　　　　　　　

柴野　　　　　　　　

神野　　　　　　　　

八戸溝　　　　　　　

森田　　　　　　　　

江頭　　　　　　　　

多布施　　　　　　　

佐賀　　　　　　　　 修理田　　　　　　　

高尾　　　　　　　　

蛎久　　　　　　　　

東渕　　　　　　　　

金立ＨＯ　　　　　　

藤の木　　　　　　　

みどり団地　　　　　

一丁田　　　　　　　

於保　　　　　　　　

乙南里　　　　　　　

下一番組　　　　　　

下九郎　　　　　　　

下犬童　　　　　　　

下戸田　　　　　　　

下五番組　　　　　　

下黒井　　　　　　　

下三番組　　　　　　

下四番組　　　　　　

下姉　　　　　　　　

下西　　　　　　　　

下直鳥　　　　　　　

下二番組　　　　　　

下六丁　　　　　　　

下六番組　　　　　　

下渕　　　　　　　　

花久保　　　　　　　

花手　　　　　　　　

角目　　　　　　　　

莞牟田　　　　　　　

岸川　　　　　　　　

祇園原　　　　　　　

久富　　　　　　　　

宮分　　　　　　　　

牛原　　　　　　　　

境古賀　　　　　　　

曲里　　　　　　　　

熊本　　　　　　　　

迎田　　　　　　　　

権現原　　　　　　　

原の町　　　　　　　

戸井土　　　　　　　

五の折　　　　　　　

五領　　　　　　　　

国府団地　　　　　　

国分南　　　　　　　

国分北　　　　　　　

黒土原　　　　　　　

佐熊　　　　　　　　

佐保　　　　　　　　
姉川下分　　　　　　

姉川上分　　　　　　

姉川西分　　　　　　

姉川東分　　　　　　

姉本村　　　　　　　

柴尾　　　　　　　　

若宮原　　　　　　　

十条　　　　　　　　

宿町　　　　　　　　

春日丘　　　　　　　

小川団地　　　　　　

小里　　　　　　　　

上九郎　　　　　　　

上戸田　　　　　　　

上黒井　　　　　　　

上西　　　　　　　　

上直鳥　　　　　　　

上六丁　　　　　　　

仁戸田　　　　　　　

水上　　　　　　　　

西古賀　　　　　　　

西溝　　　　　　　　

西山田　　　　　　　

西小路　　　　　　　

西新庄　　　　　　　

西千布　　　　　　　

西中野　　　　　　　

西長瀬　　　　　　　

石井樋　　　　　　　

赤井手　　　　　　　

千住　　　　　　　　

川寄　　　　　　　　

川崎　　　　　　　　

草原　　　　　　　　

増田　　　　　　　　

駄市川原　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大石　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

大野原　　　　　　　

大和団地　　　　　　

池辺田　　　　　　　

中牟田　　　　　　　

中野吉　　　　　　　

仲田代　　　　　　　

仲田町　　　　　　　

猪面　　　　　　　　

坪の上　　　　　　　

鶴西　　　　　　　　

都渡城　　　　　　　

土井　　　　　　　　

土井側　　　　　　　
東小路　　　　　　　

東新庄　　　　　　　

東千布　　　　　　　

東中野　　　　　　　

東島　　　　　　　　

東分上　　　　　　　

東名　　　　　　　　

東野ヶ里　　　　　　

道崎　　　　　　　　

南小路　　　　　　　
南小路団地　　　　　

二の折　　　　　　　

二俣　　　　　　　　

尼寺団地　　　　　　

日出来　　　　　　　

八の折　　　　　　　

八子　　　　　　　　

尾崎西分　　　　　　

尾崎東分　　　　　　

稗蒔　　　　　　　　

百石　　　　　　　　
夫婦井樋　　　　　　

福島　　　　　　　　

平尾　　　　　　　　

米丸　　　　　　　　

傍示　　　　　　　　傍示野　　　　　　　

北原団地　　　　　　

堀立　　　　　　　　

本告牟田　　　　　　

牟田寄　　　　　　　

野寄　　　　　　　　

友貞　　　　　　　　

来迎寺　　　　　　　

利田　　　　　　　　

六丁野　　　　　　　

和泉野　　　　　　　

櫟の木　　　　　　　

餘江　　　　　　　　
愛敬町　　　　　　　

駅前中央（一）　　　

駅前中央（三）　　　
駅前中央（二）　　　

駅南本町　　　　　　

卸本町　　　　　　　

開成（一）　　　　　
開成（五）　　　　　

開成（三）　　　　　

開成（四）　　　　　

開成（二）　　　　　
開成（六）　　　　　

瓦町　　　　　　　　

久保泉町　　　　　　

牛島　　　　　　　　

巨勢町　　　　　　　

金立町　　　　　　　

呉服元町　　　　　　

高木瀬西（一）　　　

高木瀬西（五）　　　

高木瀬西（三）　　　

高木瀬西（四）　　　

高木瀬西（二）　　　

高木瀬西（六）　　　高木瀬町　　　　　　

高木瀬東（一）　　　

高木瀬東（五）　　　

高木瀬東（三）　　　
高木瀬東（四）　　　

高木瀬東（二）　　　

高木瀬東（六）　　　

高木町　　　　　　　

材木（一）　　　　　

若宮（一）　　　　　

若宮（三）　　　　　

若宮（二）　　　　　

若楠（一）　　　　　若楠（三）　　　　　若楠（二）　　　　　

新栄西（二）　　　　

新栄東（三）　　　　
新栄東（四）　　　　

新栄東（二）　　　　
新生町　　　　　　　

新中町　　　　　　　

神園（一）　　　　　
神園（五）　　　　　

神園（三）　　　　　

神園（四）　　　　　

神園（六）　　　　　

神埼町枝ヶ里　　　　

神埼町西小津ヶ里　　

神埼町本告牟田　　　

神野西（一）　　　　

神野西（三）　　　　
神野西（四）　　　　

神野西（二）　　　　

神野東（一）　　　　

神野東（三）　　　　神野東（四）　　　　

神野東（二）　　　　

成章町　　　　　　　

西淵　　　　　　　　

千代田町下西　　　　

千代田町餘江　　　　

多布施（一）　　　　
多布施（三）　　　　

多布施（四）　　　　

多布施（二）　　　　大財（一）　　　　　

大財（五）　　　　　
大財（三）　　　　　

大財（四）　　　　　

大財（二）　　　　　

大財（六）　　　　　

大和町　　　　　　　

中央本町　　　　　　
中折町　　　　　　　

天神（一）　　　　　

天神（三）　　　　　天神（二）　　　　　
天祐（一）　　　　　天祐（二）　　　　　

天祐団地　　　　　　
唐人（一）　　　　　

東佐賀町　　　　　　

鍋島（一）　　　　　

鍋島（五）　　　　　

鍋島（三）　　　　　

鍋島（四）　　　　　

鍋島（二）　　　　　

鍋島（六）　　　　　

日の出（一）　　　　

日の出（二）　　　　

白山（一）　　　　　

八戸溝（一）　　　　

八戸溝（三）　　　　

八戸溝（二）　　　　

八丁畷町　　　　　　

八幡小路　　　　　　

兵庫町　　　　　　　

兵庫南（一）　　　　

兵庫南（三）　　　　

兵庫南（四）　　　　

兵庫南（二）　　　　

薬師丸　　　　　　　

緑小路　　　　　　　

渕　　　　　　　　　

菅生　　　　　　　　馬責馬場　　　　　　

佐賀市役所　　　　　

伊賀屋駅　　　　　　

佐賀駅　　　　　　　

鍋島駅　　　　　　　

大木町　　　　　　　
大川市　　　　　　　

崎村　　　　　　　　

黒津　　　　　　　　

浮島　　　　　　　　

青木島　　　　　　　

青木　　　　　　　　

江島　　　　　　　　

原中牟田　　　　　　

江上本　　　　　　　

江上上　　　　　　　

一町原　　　　　　　

福光　　　　　　　　

生岩　　　　　　　　

清導寺　　　　　　　

道海島　　　　　　　

鐘ヶ江　　　　　　　

向島　　　　　　　　

酒見　　　　　　　　

大川　　　　　　　　

津　　　　　　　　　

三ッ丸　　　　　　　

鬼古賀　　　　　　　

下牟田口　　　　　　

中木室　　　　　　　

中八院　　　　　　　本木室　　　　　　　

上白垣　　　　　　　
横溝　　　　　　　　

上八院　　　　　　　

上牟田口　　　　　　

蛭池　　　　　　　　

西鉄天神大牟田線　　

大木　　　　　　　　

侍島　　　　　　　　

筏溝　　　　　　　　

大薮　　　　　　　　

西牟田　　　　　　　

北牟田　　　　　　　
蔵数　　　　　　　　

四ヶ所　　　　　　　富久　　　　　　　　

富重　　　　　　　　

和泉　　　　　　　　

水田　　　　　　　　
折地　　　　　　　　

井田　　　　　　　　

馬間田　　　　　　　

下妻　　　　　　　　

常用　　　　　　　　

津島　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

吉開　　　　　　　　

起田　　　　　　　　

木元　　　　　　　　

百町　　　　　　　　

磯鳥　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

金納　　　　　　　　

蒲池　　　　　　　　

田脇　　　　　　　　

間　　　　　　　　　

八町牟田　　　　　　

大川東ＩＣ　　　　　

柳川西ＩＣ　　　　　宮下　　　　　　　　

向町　　　　　　　　
長町　　　　　　　　

井手　　　　　　　　

井手堀　　　　　　　

一敷　　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

奥牟田西　　　　　　
奥牟田東　　　　　　

横溝町　　　　　　　

横溝本村　　　　　　

沖田　　　　　　　　

荻島　　　　　　　　

下富久　　　　　　　

蒲生　　　　　　　　

瓦場　　　　　　　　
寛元寺　　　　　　　

岩古賀　　　　　　　

吉祥　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

芹町　　　　　　　　

古甲　　　　　　　　

古町　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

荒牟田　　　　　　　

根葉　　　　　　　　

紺屋町　　　　　　　

作出　　　　　　　　

笹渕西　　　　　　　笹渕東　　　　　　　

笹渕本村　　　　　　

鯖塚　　　　　　　　

侍島下　　　　　　　

侍島上　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

十間橋　　　　　　　

十明　　　　　　　　

小坂井　　　　　　　

小入　　　　　　　　

小柳　　　　　　　　

上久富　　　　　　　

上村　　　　　　　　

上八院下　　　　　　

上八院上　　　　　　

上富久　　　　　　　

上牟田口南　　　　　

上牟田口北　　　　　

上木佐木下　　　　　 上木佐木上　　　　　

上木佐木中　　　　　

上野　　　　　　　　

上蓮輪　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

瀬戸島　　　　　　　

生津　　　　　　　　

西ノ島　　　　　　　

西兼木　　　　　　　

西江上　　　　　　　

西田口　　　　　　　
折地作出　　　　　　

千代島　　　　　　　

川端通　　　　　　　

川南　　　　　　　　

前牟田西　　　　　　

前牟田東　　　　　　

村矢加部　　　　　　

駄踏　　　　　　　　

大園　　　　　　　　

大角西　　　　　　　
大角東　　　　　　　

大坂井　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大薮田中　　　　　　

中古賀　　　　　　　

中小路　　　　　　　

中通　　　　　　　　

中矢ヶ部　　　　　　

町矢加部　　　　　　

津村　　　　　　　　

津島西　　　　　　　

津島東　　　　　　　
定覚　　　　　　　　

土甲呂　　　　　　　

島ノ上　　　　　　　

島町　　　　　　　　

東兼木　　　　　　　

東田口　　　　　　　

筒江　　　　　　　　

道本　　　　　　　　

南間　　　　　　　　

南清松　　　　　　　

南矢ヶ部　　　　　　

能保里　　　　　　　

馬場崎　　　　　　　

八町牟田下　　　　　八町牟田上　　　　　

筏溝下　　　　　　　

筏溝上　　　　　　　

蛭池中　　　　　　　

蛭池南　　　　　　　

蛭池北　　　　　　　

福間南　　　　　　　

福間北　　　　　　　

棒免木　　　　　　　

北酒見　　　　　　　

堀田　　　　　　　　

本園　　　　　　　　

本郷作出　　　　　　

牟田　　　　　　　　

牟田口　　　　　　　
門前　　　　　　　　

野口中野　　　　　　

矢ヶ城　　　　　　　

薮町　　　　　　　　

立石作出　　　　　　

流　　　　　　　　　

龍泉　　　　　　　　

和泉西　　　　　　　

和泉中　　　　　　　

鷲寺　　　　　　　　

榎津　　　　　　　　

奥牟田　　　　　　　

下青木　　　　　　　

下白垣　　　　　　　

下八院　　　　　　　

下北島　　　　　　　

下木佐木　　　　　　

絵下古賀　　　　　　

郷原　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

高銭野団地　　　　　

笹渕　　　　　　　　

三橋町枝光　　　　　

三橋町新村　　　　　

三橋町正行　　　　　

三橋町柳河　　　　　

三八松　　　　　　　

三潴町壱町原　　　　

志　　　　　　　　　

若菜　　　　　　　　

庄島　　　　　　　　

上巻　　　　　　　　

上北島　　　　　　　

上木佐木　　　　　　

城島町下青木　　　　

城島町四郎丸　　　　

城島町上青木　　　　城島町西青木　　　　

西蒲池　　　　　　　

西浜武　　　　　　　

前牟田　　　　　　　

大川家具木室団地　　

中折地　　　　　　　東蒲池　　　　　　　

萩島　　　　　　　　

幡保　　　　　　　　

富安　　　　　　　　

福土　　　　　　　　

矢加部　　　　　　　

下小犬塚　　　　　　

大犬塚　　　　　　　

高津　　　　　　　　 佐賀利　　　　　　　
山の中　　　　　　　

十連寺　　　　　　　小鹿　　　　　　　　
三潴町玉満　　　　　

城島町六町原　　　　

柳川東ＩＣ　　　　　

大木町役場　　　　　

大川市役所　　　　　

筑後船小屋駅　　　　

犬塚駅　　　　　　　

大溝駅　　　　　　　

八丁牟田駅　　　　　

蒲池駅　　　　　　　

矢加部駅　　　　　　

羽犬塚駅　　　　　　

筑後船小屋駅　　　　

吉野ヶ里町　　　　　
上峰町　　　　　　　

神埼市　　　　　　　

みやき町　　　　　　

久留米市　　　　　　

鳥栖市　　　　　　　

馬郡　　　　　　　　

田道ヶ里　　　　　　

神埼　　　　　　　　

永歌　　　　　　　　
野目ヶ里　　　　　　

目達原　　　　　　　

吉野ヶ里　　　　　　

田手　　　　　　　　

豆田　　　　　　　　

下中杖　　　　　　　

箱川　　　　　　　　

井出口　　　　　　　

坊所　　　　　　　　

上峰　　　　　　　　

江迎　　　　　　　　

中津隈　　　　　　　

西尾　　　　　　　　

みやき　　　　　　　
東尾　　　　　　　　

寒水川　　　　　　　

白壁　　　　　　　　

千栗　　　　　　　　

豆津　　　　　　　　

長門石　　　　　　　

瀬ノ下　　　　　　　

安武　　　　　　　　

夜明　　　　　　　　

黒田　　　　　　　　
坂口　　　　　　　　

納江　　　　　　　　

天建寺　　　　　　　

西島　　　　　　　　

江見　　　　　　　　市武　　　　　　　　

東津　　　　　　　　

下板　　　　　　　　

嘉納　　　　　　　　

詫田　　　　　　　　

神代　　　　　　　　
林慶　　　　　　　　

柳島　　　　　　　　

迎島　　　　　　　　

芦塚　　　　　　　　

下田　　　　　　　　

楢津　　　　　　　　

高三潴　　　　　　　

早津崎　　　　　　　

原古賀　　　　　　　

小津ヶ里　　　　　　

石井ヶ里　　　　　　

鶴東　　　　　　　　

平ヶ里　　　　　　　

神埼町神埼　　　　　

安武団地　　　　　　

安武本村　　　　　　

衣村　　　　　　　　

井柳　　　　　　　　

駅ヶ里　　　　　　　
駅通り　　　　　　　

乙ノ馬手　　　　　　

下神代　　　　　　　

下村　　　　　　　　

下津毛　　　　　　　

下藤　　　　　　　　

下豆田　　　　　　　

下板本村　　　　　　

下米多　　　　　　　

下坊所　　　　　　　

快楽　　　　　　　　

外茂手　　　　　　　

亀ノ甲　　　　　　　

吉野ヶ里　　　　　　

境堀　　　　　　　　

九丁分　　　　　　　

荊津　　　　　　　　

古賀坂　　　　　　　

狐塚　　　　　　　　

五ッ又　　　　　　　

江見手　　　　　　　

糠尾　　　　　　　　

荒堅目　　　　　　　

高志　　　　　　　　

座主野　　　　　　　

三上　　　　　　　　

三反田　　　　　　　

山ノ町　　　　　　　
山組　　　　　　　　

寺家一　　　　　　　

寺家二　　　　　　　

持丸　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

十郎丸　　　　　　　

出来町　　　　　　　

小犬塚　　　　　　　

小森田　　　　　　　

小森田上地　　　　　

松枝　　　　　　　　

上神代　　　　　　　

上地　　　　　　　　

上中杖　　　　　　　

上中杖上分　　　　　

上豆田　　　　　　　

上米多　　　　　　　

上坊所　　　　　　　

新茶屋　　　　　　　

神納　　　　　　　　

辛上　　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

杉山　　　　　　　　

西伊保戸　　　　　　
西前牟田　　　　　　

西大島　　　　　　　

石貝　　　　　　　　

曽根　　　　　　　　

曽根ヶ里　　　　　　

蔵戸　　　　　　　　

続命院　　　　　　　

村下団地　　　　　　

苔野　　　　　　　　

大依　　　　　　　　

大坂間　　　　　　　

中瀬尾　　　　　　　

中津　　　　　　　　

中津隈西　　　　　　

中津隈東　　　　　　

中島下村　　　　　　

中島上村　　　　　　

丁太田　　　　　　　

鳥ノ隈　　　　　　　

直代　　　　　　　　

追分　　　　　　　　

塚崎　　　　　　　　

田手宿　　　　　　　

田手村　　　　　　　

田川西　　　　　　　

田道　　　　　　　　

登里　　　　　　　　

土居外　　　　　　　

土居内　　　　　　　

東伊保戸　　　　　　

東前牟田　　　　　　

東大島　　　　　　　

藤ノ木西分　　　　　
藤ノ木東分　　　　　

南古賀　　　　　　　

南島　　　　　　　　

南里ヶ里　　　　　　

入道淵　　　　　　　

梅野　　　　　　　　

箱川下分　　　　　　

箱川上分　　　　　　
八枚　　　　　　　　

板部　　　　　　　　

番所　　　　　　　　

樋道　　　　　　　　

浮島小島　　　　　　

丙太田　　　　　　　

坊所新村　　　　　　

北古賀　　　　　　　

北清松　　　　　　　

北楢津　　　　　　　

本分　　　　　　　　

本堀　　　　　　　　

又南里　　　　　　　

目安町　　　　　　　

夜明下　　　　　　　

野屋敷　　　　　　　

用作　　　　　　　　

竜尾　　　　　　　　

力田　　　　　　　　

六五郎　　　　　　　

詫田西分　　　　　　
詫田東分　　　　　　

筰田　　　　　　　　

諫里　　　　　　　　

安武町安武本　　　　
安武町武島　　　　　

寄人　　　　　　　　

荒木町下荒木　　　　

荒木町白口　　　　　

三潴町清松　　　　　

城島町城島　　　　　

城島町大依　　　　　

神埼町本堀　　　　　

瀬下町　　　　　　　

千代田町用作　　　　

大石町　　　　　　　

大善寺大橋（一）　　

大善寺南（一）　　　

大善寺南（二）　　　

長門石（一）　　　　

長門石（五）　　　　

長門石（三）　　　　

長門石（四）　　　　

長門石（二）　　　　

長門石町　　　　　　

津福本町　　　　　　

梅満町　　　　　　　

崎村上地　　　　　　

千代田町崎村　　　　

千代田町柳島　　　　

横田東山　　　　　　
郡境　　　　　　　　 三島町田出島　　　　

瀬の尾　　　　　　　

石貝団地　　　　　　

竹原　　　　　　　　

吉野ヶ里町役場　　　
上峰町役場　　　　　

神埼市役所　　　　　

みやき町役場　　　　

三潴駅　　　　　　　

大善寺駅　　　　　　

安武駅　　　　　　　

津福駅　　　　　　　

神埼駅　　　　　　　

吉野ケ里公園駅　　　

佐賀南警察署

佐賀県警察本部

佐賀北警察署

神埼警察署
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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▲



佐賀市　　　　　　　

城原　　　　　　　　

的　　　　　　　　　

仁比山　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

▲ 大高山　　　　　　　

谷内　　　　　　　　

川久保　　　　　　　

妙楽寺　　　　　　　

▲ 金立山　　　　　　　

楮原　　　　　　　　

棧敷　　　　　　　　

名尾　　　　　　　　

梅野　　　　　　　　

尾形所　　　　　　　

松瀬　　　　　　　　

古道　　　　　　　　

向合峠　　　　　　　

日池　　　　　　　　

大内峠　　　　　　　

鳥羽院　　　　　　　
内川久保　　　　　　

鹿路　　　　　　　　

東鹿路　　　　　　　

広滝　　　　　　　　

中ノ原　　　　　　　

一番ヶ瀬　　　　　　

服巻　　　　　　　　頭野　　　　　　　　

竜作　　　　　　　　

白木　　　　　　　　

古賀ノ尾　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　
薙野　　　　　　　　

吉野ヶ里町　　　　　

伊福　　　　　　　　

井手　　　　　　　　

井手ノ口　　　　　　

井手原　　　　　　　

一番ヶ瀬下　　　　　

一番ヶ瀬上　　　　　

越道　　　　　　　　

久郎　　　　　　　　
宮ノ内　　　　　　　

古釜　　　　　　　　

広坂　　　　　　　　

広滝下　　　　　　　

広滝西　　　　　　　

広滝東　　　　　　　

三反田　　　　　　　

山神　　　　　　　　

桟敷　　　　　　　　
四十坊　　　　　　　

鹿路下　　　　　　　

鹿路上　　　　　　　

勝陣　　　　　　　　

小淵　　　　　　　　

上梅野一区　　　　　

上梅野二区　　　　　

折敷野　　　　　　　

大作　　　　　　　　

大小野　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

大楮　　　　　　　　

狸原　　　　　　　　

池ノ平　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

鳥羽院下　　　　　　

鳥羽院上　　　　　　

泥畠　　　　　　　　

柏木　　　　　　　　

飯町　　　　　　　　

蓬原　　　　　　　　

北外　　　　　　　　

牟田石　　　　　　　

有ノ木　　　　　　　

流川内　　　　　　　

大和町　　　　　　　

八反原　　　　　　　

宮ノ口　　　　　　　
三瀬村杠　　　　　　

井原山　　　　　　　

飯場　　　　　　　　

曲淵　　　　　　　　
石釜　　　　　　　　

唐ノ原　　　　　　　

▲ 金山　　　　　　　　

脇山　　　　　　　　

城ノ原　　　　　　　

大門　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

小笠木　　　　　　　

椎原　　　　　　　　

▲ 背振山　　　　　　　

一谷　　　　　　　　

平松　　　　　　　　
唐川　　　　　　　　

神有　　　　　　　　

杠　　　　　　　　　

柳瀬　　　　　　　　

井手野　　　　　　　

土師　　　　　　　　

三瀬　　　　　　　　今原　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

下合瀬　　　　　　　

上合瀬　　　　　　　

宿　　　　　　　　　山中　　　　　　　　

新村　　　　　　　　

三瀬峠　　　　　　　

北山貯水地　　　　　

一ノ瀬　　　　　　　
一ノ野　　　　　　　

下ノ畑　　　　　　　

釜ノ頭　　　　　　　

岸高　　　　　　　　

詰ノ瀬　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

栗尾　　　　　　　　
広瀬　　　　　　　　

志水　　　　　　　　

寺ノ下　　　　　　　

寺地　　　　　　　　

舟引　　　　　　　　

小切　　　　　　　　

小爪　　　　　　　　

上ノ平　　　　　　　

上石釜　　　　　　　
新飼　　　　　　　　

新村開拓　　　　　　

神ノ原　　　　　　　

中園　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

湯ノ野　　　　　　　

反田　　　　　　　　

峯　　　　　　　　　

北　　　　　　　　　

北田　　　　　　　　

門戸口　　　　　　　

野河内　　　　　　　

薊佐古　　　　　　　

三瀬村三瀬　　　　　

三瀬村藤原　　　　　

早良（七）　　　　　

内野（七）　　　　　

内野（二）　　　　　

内野（八）　　　　　

内野（六）　　　　　脇山（一）　　　　　
脇山（二）　　　　　

石原　　　　　　　　
早良（六）　　　　　内野（一）　　　　　

内野（五）　　　　　

内野（三）　　　　　

上峰町　　　　　　　
みやき町　　　　　　

鳥栖市　　　　　　　

長崎自動車道　　　　

七曲峠　　　　　　　

五ヶ山　　　　　　　

河内　　　　　　　　

▲ 九千部山　　　　　　

▲ 石谷山　　　　　　　

牛原　　　　　　　　

山浦　　　　　　　　

村田　　　　　　　　

江島　　　　　　　　

三島　　　　　　　　

白壁　　　　　　　　

寒水　　　　　　　　

原古賀　　　　　　　

綾部　　　　　　　　簑原　　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

坂本峠　　　　　　　

▲ 蛤岳　　　　　　　　

永山　　　　　　　　

松隈　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

石動　　　　　　　　

三津　　　　　　　　

東脊振ＩＣ　　　　　

大曲　　　　　　　　

横田　　　　　　　　

志波屋　　　　　　　

大井谷　　　　　　　

儀徳　　　　　　　　

神埼市　　　　　　　

基山町　　　　　　　

神之隈　　　　　　　

脊振町服巻　　　　　

一本杉住宅　　　　　

永田ヶ里　　　　　　

下三津西　　　　　　
下三津東　　　　　　

下志波屋　　　　　　

下石動　　　　　　　

河原　　　　　　　　

河内町横井　　　　　

河内町貝方　　　　　

河内町転石　　　　　

原古賀住宅　　　　　

古田原　　　　　　　

香田　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　

在川　　　　　　　　

三島町於保里　　　　三島町不動島　　　　

山ノ内　　　　　　　

若葉台　　　　　　　

小川内　　　　　　　

松葉　　　　　　　　

上三津西　　　　　　
上三津東　　　　　　

上志波屋　　　　　　

上石動　　　　　　　

上地　　　　　　　　

新宮田　　　　　　　
西寒水　　　　　　　

西石動　　　　　　　

石井　　　　　　　　

赤岸　　　　　　　　

切通　　　　　　　　

川原団地　　　　　　

船石　　　　　　　　

村田町住宅　　　　　

大塚ヶ里　　　　　　

辰巳谷　　　　　　　

地蔵町　　　　　　　

中副　　　　　　　　

鳥ノ巣　　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

東寒水　　　　　　　

東小河内　　　　　　

藤倉　　　　　　　　

白石　　　　　　　　
姫方　　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

野々内　　　　　　　

あさひ新町　　　　　

河内町　　　　　　　

儀徳町　　　　　　　

牛原町　　　　　　　

原古賀町　　　　　　

古賀町　　　　　　　

幸津町　　　　　　　

江島町　　　　　　　

桜ヶ丘町　　　　　　

三島町　　　　　　　

山浦町　　　　　　　

山都町　　　　　　　

西新町　　　　　　　

西田町　　　　　　　

前田町　　　　　　　

蔵上（一）　　　　　
蔵上（三）　　　　　

蔵上（四）　　　　　

蔵上（二）　　　　　

蔵上町　　　　　　　

村田町　　　　　　　

村田町五反三歩　　　

平田町　　　　　　　

養父町　　　　　　　

立石町　　　　　　　

桑河内　　　　　　　
小林　　　　　　　　

肥前旭駅　　　　　　

肥前麓駅　　　　　　

中原駅　　　　　　　

新鳥栖駅　　　　　　

那珂川市　　　　　　

春日市　　　　　　　

板屋峠　　　　　　　

▲ 一ノ岳　　　　　　　

市ノ瀬　　　　　　　

成竹　　　　　　　　

埋金　　　　　　　　

不入道　　　　　　　

萩ノ原　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

別所　　　　　　　　

安徳　　　　　　　　

那珂川　　　　　　　
西隈　　　　　　　　

牛頸　　　　　　　　

丸隈　　　　　　　　

▲ 牛頸山　　　　　　　

平等寺　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

芋生　　　　　　　　

下村　　　　　　　　

下代久事　　　　　　

柿ヶ久保　　　　　　

柿ノ原　　　　　　　

冠ヶ丘団地　　　　　

京ノ隈　　　　　　　

京団地　　　　　　　

戸板　　　　　　　　

御迎団地　　　　　　

黒目牛　　　　　　　

市ノ瀬下　　　　　　

寺山田　　　　　　　

寺倉　　　　　　　　

小松　　　　　　　　

小中　　　　　　　　

松ノ尾　　　　　　　

上梶原　　　　　　　

上村　　　　　　　　

上南面里　　　　　　

上別所　　　　　　　

城ノ内　　　　　　　

針口　　　　　　　　

青雲台団地　　　　　

倉谷　　　　　　　　

中寺　　　　　　　　

中木戸　　　　　　　

田町　　　　　　　　

豆谷　　　　　　　　

内ノ尾　　　　　　　

内河　　　　　　　　

苗ヶ尾　　　　　　　

堀切　　　　　　　　
万事　　　　　　　　

網取　　　　　　　　

柳河内　　　　　　　柚原　　　　　　　　

つつじヶ丘（五）　　

つつじヶ丘（三）　　
つつじヶ丘（四）　　

つつじヶ丘（二）　　

つつじヶ丘（六）　　

つつじヶ丘団地　　　
下梶原　　　　　　　下梶原（一）　　　　

宮野台　　　　　　　

牛頸（一）　　　　　月の浦（四）　　　　
後野　　　　　　　　

上梶原（一）　　　　

大佐野台団地　　　　

天拝坂（三）　　　　

天拝坂（四）　　　　
南ヶ丘（七）　　　　

南面里　　　　　　　

平野台（一）　　　　
平野台（三）　　　　

平野台（四）　　　　

平野台（二）　　　　

大佐野　　　　　　　つつじヶ丘（一）　　

ひまわり台団地　　　
王塚台（三）　　　　

王塚台（二）　　　　

下梶原（二）　　　　
牛頸（三）　　　　　牛頸（二）　　　　　

月の浦（一）　　　　

月の浦（五）　　　　
月の浦（三）　　　　

月の浦（二）　　　　

仲（四）　　　　　　
長浦台（三）　　　　
長浦台（二）　　　　南ヶ丘（五）　　　　

南ヶ丘（三）　　　　

南ヶ丘（六）　　　　

畑ヶ坂（二）　　　　
緑ヶ丘（四）　　　　

那珂川市役所　　　　
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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▲



久留米市　　　　　　

大刀洗町　　　　　　

小郡市　　　　　　　

正応寺　　　　　　　

長野　　　　　　　　

今町　　　　　　　　

神辺　　　　　　　　
鳥栖ＩＣ　　　　　　

鳥栖ＪＣＴ　　　　　

鳥栖　　　　　　　　

曽根崎　　　　　　　

長崎本線　　　　　　

酒井　　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

真木　　　　　　　　

安楽寺　　　　　　　

小森野　　　　　　　

宮ノ陣町　　　　　　

赤川　　　　　　　　

下西鰺坂　　　　　　

平方　　　　　　　　

二夕　　　　　　　　

二森　　　　　　　　

福童　　　　　　　　

古飯　　　　　　　　

下岩田　　　　　　　

松崎　　　　　　　　

上岩田　　　　　　　

大板井　　　　　　　

小郡　　　　　　　　

大保　　　　　　　　

宝満川　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

山隈　　　　　　　　

甘木鉄道　　　　　　

高樋　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

大刀洗　　　　　　　

富多　　　　　　　　

上高橋　　　　　　　

今　　　　　　　　　

赤司　　　　　　　　

仁王丸　　　　　　　

今山　　　　　　　　

十郎丸　　　　　　　

金島　　　　　　　　

筑後小郡ＩＣ　　　　

西鉄甘木線　　　　　

轟木町　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

沖田　　　　　　　　

下西　　　　　　　　

下鶴　　　　　　　　

鎌浦　　　　　　　　

鎌太郎　　　　　　　

京手　　　　　　　　

金丸　　　　　　　　

元成　　　　　　　　

元町　　　　　　　　

古賀団地　　　　　　

古賀茶屋　　　　　　

甲条　　　　　　　　

高島　　　　　　　　

高島団地　　　　　　

今隈　　　　　　　　

今寺　　　　　　　　

今朝丸　　　　　　　

佐の古　　　　　　　
三ヶ敷　　　　　　　

三井ニュータウン　　 三軒屋　　　　　　　

三田　　　　　　　　

司家　　　　　　　　

十楽　　　　　　　　

小跡　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

松下　　　　　　　　

松上　　　　　　　　

松中　　　　　　　　

上西　　　　　　　　

上野　　　　　　　　

須戸折　　　　　　　

西大刀洗　　　　　　

西長野　　　　　　　

西島　　　　　　　　

西福童　　　　　　　

浅井町　　　　　　　

造出　　　　　　　　

打添　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

大保原　　　　　　　

大保団地　　　　　　

端間　　　　　　　　

中学前　　　　　　　

中島　　　　　　　　

長ノ原　　　　　　　

長松　　　　　　　　

長福寺　　　　　　　

東福童　　　　　　　

東野　　　　　　　　

筒井　　　　　　　　

堂島　　　　　　　　

南宮司　　　　　　　
日比生　　　　　　　

念島　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

畑田　　　　　　　　

彼坪　　　　　　　　

表　　　　　　　　　

富安　　　　　　　　

平田　　　　　　　　宝城団地　　　　　　

法蔵寺　　　　　　　

北鵜木　　　　　　　

北宮司　　　　　　　

北山隈　　　　　　　
北奈良田　　　　　　

末次　　　　　　　　

矢次　　　　　　　　

薬師町　　　　　　　

柳団地　　　　　　　

用丸　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

恋之段　　　　　　　安楽寺町　　　　　　

稲吉　　　　　　　　

永吉町　　　　　　　

下高橋　　　　　　　

下西鯵坂　　　　　　

下野町　　　　　　　

加藤田町　　　　　　

萱方町　　　　　　　

宮ノ陣（二）　　　　宮ノ陣町五郎丸　　　

宮ノ陣町若松　　　　

宮ノ陣町八丁島　　　

京町　　　　　　　　

原地蔵　　　　　　　

古野町　　　　　　　

光行　　　　　　　　

高田町　　　　　　　

今泉町　　　　　　　

寺福童　　　　　　　

若山団地　　　　　　

酒井西町　　　　　　酒井東町　　　　　　

秋葉町　　　　　　　

宿町　　　　　　　　

小郡　　　　　　　　

小森野（五）　　　　
小森野（三）　　　　

小森野（四）　　　　小森野（七）　　　　小森野（二）　　　　小森野（六）　　　　

小板井　　　　　　　

松原町　　　　　　　

上西鯵坂　　　　　　

真木町　　　　　　　

神辺町　　　　　　　

水屋町　　　　　　　

曽根崎町　　　　　　

鎗田町　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

大正町　　　　　　　

中川　　　　　　　　

田代外町　　　　　　

田代昌町　　　　　　
田代上町　　　　　　田代新町　　　　　　

田代大官町　　　　　

田代本町　　　　　　

土井町　　　　　　　

藤木町　　　　　　　

幡崎町　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

八重洲団地　　　　　

飯田町　　　　　　　

姫方町　　　　　　　

布津原町　　　　　　

北野町稲数　　　　　
北野町乙丸　　　　　

北野町乙吉　　　　　

北野町守部　　　　　

北野町陣屋　　　　　

北野町千代島　　　　

北野町中　　　　　　

北野町中島　　　　　

北野町塚島　　　　　

北野町八重亀　　　　

北野町冨多　　　　　

本鳥栖町　　　　　　

本通町　　　　　　　

弥生が丘（一）　　　

弥生が丘（五）　　　

弥生が丘（三）　　　

弥生が丘（四）　　　
弥生が丘（七）　　　

弥生が丘（二）　　　

弥生が丘（八）　　　

弥生が丘（六）　　　
柚比町　　　　　　　

祗園（一）　　　　　

祗園（二）　　　　　

皮籠石　　　　　　　
花立　　　　　　　　秋光　　　　　　　　

新島　　　　　　　　
長谷川　　　　　　　

小郡市役所　　　　　

鳥栖市役所　　　　　

大刀洗町役場　　　　

古賀茶屋駅　　　　　
北野駅　　　　　　　

大城駅　　　　　　　

太刀洗駅　　　　　　

西太刀洗駅　　　　　

松崎駅　　　　　　　

小郡駅　　　　　　　
西鉄小郡駅　　　　　

端間駅　　　　　　　

味坂駅　　　　　　　

鳥栖駅　　　　　　　

田代駅　　　　　　　

大保駅　　　　　　　

山隈駅　　　　　　　

大板井駅　　　　　　

立野駅　　　　　　　

弥生が丘駅　　　　　

冷水道路　　　　　　

高雄　　　　　　　　
二日市　　　　　　　

筑紫野　　　　　　　

塔原　　　　　　　　

▲ 天拝山　　　　　　　

立明寺　　　　　　　

針摺　　　　　　　　

阿志岐　　　　　　　

▲ 宮地岳　　　　　　　

山家　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

▲ 砥上岳　　　　　　　

天山　　　　　　　　

永岡　　　　　　　　

下見　　　　　　　　

西小田　　　　　　　

隈　　　　　　　　　

若江　　　　　　　　

筑紫　　　　　　　　

城山　　　　　　　　
萩原　　　　　　　　

堂仲　　　　　　　　

▲ 基山　　　　　　　　

宮浦　　　　　　　　

園部　　　　　　　　

横隈　　　　　　　　
三沢　　　　　　　　

西鉄天神大牟田線　　

津古　　　　　　　　

乙隈　　　　　　　　

千潟　　　　　　　　

当所　　　　　　　　

曽根田　　　　　　　

砥上　　　　　　　　

三並　　　　　　　　
吹田　　　　　　　　

松延　　　　　　　　

筑前　　　　　　　　
篠隈　　　　　　　　

長者町　　　　　　　

下高場　　　　　　　

福島　　　　　　　　

四三嶋　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

筑紫野ＩＣ　　　　　

太宰府市　　　　　　

基山　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

天拝坂（五）　　　　

天拝坂（二）　　　　

天拝坂（六）　　　　

きやま台　　　　　　

けやき台　　　　　　

ちくしヶ丘団地　　　

ちくし台団地　　　　

みくに野団地　　　　

みくに野東団地　　　

一井木　　　　　　　

一木　　　　　　　　

引地　　　　　　　　

屋形原　　　　　　　

下阿志岐　　　　　　

下見一区　　　　　　

下原　　　　　　　　

花園　　　　　　　　

苅又　　　　　　　　

丸町　　　　　　　　

丸林　　　　　　　　

鬼丸　　　　　　　　

宮脇　　　　　　　　

玉虫　　　　　　　　

向福島　　　　　　　

向平原　　　　　　　

高原　　　　　　　　

高田林　　　　　　　

黒水　　　　　　　　

才ノ上　　　　　　　

才ノ木　　　　　　　

坂根　　　　　　　　

三国が丘　　　　　　

山家九区　　　　　　

山家三区　　　　　　

山家七区　　　　　　

山家中央区　　　　　

山家八区　　　　　　山家六区　　　　　　

四三島　　　　　　　

小田原　　　　　　　

昭和　　　　　　　　

松延新道　　　　　　
松延本村　　　　　　

上の原　　　　　　　

新道　　　　　　　　

森原　　　　　　　　

神ノ浦　　　　　　　

仁連寺　　　　　　　

陣ノ内　　　　　　　西田　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

千塔　　　　　　　　

曽根田下　　　　　　

曽根田上　　　　　　

蔵役　　　　　　　　

大膳松　　　　　　　

炭焼　　　　　　　　

中阿志岐　　　　　　

中原団地　　　　　　

中牟田村　　　　　　
中牟田町　　　　　　

朝日西　　　　　　　

鎮西隈　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

東小田下　　　　　　

東小田上　　　　　　

馬市　　　　　　　　

白坂　　　　　　　　

白土　　　　　　　　

八並　　　　　　　　

八辺　　　　　　　　

美咲　　　　　　　　

不動寺　　　　　　　

文教通　　　　　　　

本桜団地　　　　　　

木山口　　　　　　　

むさしヶ丘（一）　　

むさしヶ丘（三）　　

むさしヶ丘（二）　　

安野　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

岡田（一）　　　　　

岡田（三）　　　　　

岡田（二）　　　　　

希みが丘（一）　　　

希みが丘（五）　　　
希みが丘（三）　　　

希みが丘（四）　　　

希みが丘（二）　　　

希みが丘（六）　　　

牛島　　　　　　　　

原田（五）　　　　　

原田（七）　　　　　

原田（八）　　　　　

原田（六）　　　　　

古賀　　　　　　　　

光が丘（一）　　　　

光が丘（五）　　　　
光が丘（三）　　　　光が丘（四）　　　　

光が丘（二）　　　　

高雄（一）　　　　　高雄（五）　　　　　

高雄（六）　　　　　

桜台（一）　　　　　

桜台（二）　　　　　

三牟田　　　　　　　

紫（一）　　　　　　

紫（五）　　　　　　

紫（三）　　　　　　

紫（四）　　　　　　
紫（七）　　　　　　

紫（二）　　　　　　

紫（六）　　　　　　

諸田　　　　　　　　

上古賀（一）　　　　

上古賀（三）　　　　
上古賀（四）　　　　

上古賀（二）　　　　

常松　　　　　　　　

針摺西（一）　　　　

針摺西（二）　　　　

針摺中央（一）　　　

針摺中央（二）　　　

針摺東（一）　　　　

針摺東（五）　　　　

針摺東（三）　　　　
針摺東（四）　　　　

針摺東（二）　　　　

針摺南（一）　　　　針摺南（二）　　　　

針摺北　　　　　　　

石崎（一）　　　　　

石崎（三）　　　　　
石崎（二）　　　　　

石櫃　　　　　　　　

俗明院（一）　　　　
俗明院（二）　　　　

築紫駅前通（一）　　

築紫駅前通（二）　　

中牟田　　　　　　　

朝日　　　　　　　　

天拝坂（一）　　　　

塔原西（一）　　　　

塔原西（三）　　　　

塔原西（二）　　　　

塔原東（一）　　　　
塔原東（五）　　　　

塔原東（三）　　　　

塔原東（四）　　　　

塔原南（一）　　　　

塔原南（三）　　　　
塔原南（二）　　　　湯町（一）　　　　　

湯町（三）　　　　　

二　　　　　　　　　

二日市西（三）　　　

二日市西（四）　　　

二日市西（二）　　　

二日市中央（一）　　

二日市中央（三）　　

二日市南（一）　　　

二日市南（三）　　　二日市南（四）　　　

二日市南（二）　　　

二日市北（七）　　　

二日市北（八）　　　

梅ヶ丘（一）　　　　
梅ヶ丘（二）　　　　

梅香苑（四）　　　　

美しが丘南（一）　　
美しが丘南（五）　　美しが丘南（三）　　

美しが丘南（四）　　

美しが丘南（七）　　美しが丘南（二）　　

美しが丘北（一）　　

美しが丘北（三）　　

美しが丘北（二）　　

美鈴が丘（一）　　　

美鈴が丘（五）　　　

美鈴が丘（三）　　　

美鈴が丘（四）　　　

美鈴が丘（二）　　　

武蔵　　　　　　　　

武蔵（一）　　　　　

武蔵（五）　　　　　

武蔵（三）　　　　　

武蔵（二）　　　　　

力武　　　　　　　　

上阿志岐東　　　　　
朝香団地　　　　　　

高雄（三）　　　　　

高雄（四）　　　　　

高雄（二）　　　　　
杉塚（一）　　　　　

杉塚（三）　　　　　
杉塚（四）　　　　　

杉塚（二）　　　　　

青山（四）　　　　　都府楼南（四）　　　二日市中央（五）　　

二日市北（一）　　　
二日市北（五）　　　

二日市北（四）　　　二日市北（六）　　　
梅香苑（一）　　　　梅香苑（三）　　　　
梅香苑（二）　　　　

筑前町役場　　　　　

筑紫野市役所　　　　

基山駅　　　　　　　

原田駅　　　　　　　

筑前山家駅　　　　　

筑紫駅　　　　　　　

桜台駅　　　　　　　

津古駅　　　　　　　

三沢駅　　　　　　　

西鉄二日市駅　　　　

二日市駅　　　　　　

朝倉街道駅　　　　　

天拝山駅　　　　　　

けやき台駅　　　　　

三国ケ丘駅　　　　　

都府楼南駅　　　　　

基山町役場　　　　　

紫駅　　　　　　　　

栄田　　　　　　　　

三川　　　　　　　　

菅野　　　　　　　　

蜷川　　　　　　　　

菅原　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　
恵利　　　　　　　　

朝森　　　　　　　　

志塚島　　　　　　　

以真恵　　　　　　　

豊城　　　　　　　　
常盤　　　　　　　　

筑後川　　　　　　　

秋成　　　　　　　　

殖木　　　　　　　　

生葉　　　　　　　　

八和田　　　　　　　

江南　　　　　　　　

菱野　　　　　　　　

古毛　　　　　　　　

長安寺　　　　　　　

烏集院　　　　　　　

宮野　　　　　　　　

比良松　　　　　　　

入地　　　　　　　　

上寺　　　　　　　　

長渕　　　　　　　　

大庭　　　　　　　　

石成　　　　　　　　

白鳥　　　　　　　　
林田　　　　　　　　

福光　　　　　　　　

中島田　　　　　　　

小隈　　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

草水　　　　　　　　

下浦　　　　　　　　

馬田　　　　　　　　

屋永　　　　　　　　

牛鶴　　　　　　　　

十文字　　　　　　　

三奈木　　　　　　　

佐田川　　　　　　　

相窪　　　　　　　　

柿原　　　　　　　　

来春　　　　　　　　

荷原　　　　　　　　

鬼ヶ城　　　　　　　

甘木ＩＣ　　　　　　

朝倉ＩＣ　　　　　　

江戸　　　　　　　　

染　　　　　　　　　

冨多　　　　　　　　

井堰　　　　　　　　

稲崎　　　　　　　　

栄町（三）　　　　　栄町（四）　　　　　
栄町（二）　　　　　

猿丸　　　　　　　　

塩足　　　　　　　　

奥方　　　　　　　　

横大　　　　　　　　

沖鶴　　　　　　　　

沖野　　　　　　　　

乙王丸　　　　　　　

下稲数　　　　　　　

下金丸　　　　　　　

下古賀　　　　　　　

下古毛　　　　　　　

下三奈木　　　　　　

下須川　　　　　　　

下菅　　　　　　　　

下川　　　　　　　　

下長田　　　　　　　

下徳淵　　　　　　　

下八重津　　　　　　

下万願寺　　　　　　

夏梅　　　　　　　　

柿添　　　　　　　　

角虫　　　　　　　　

岩光　　　　　　　　

亀王　　　　　　　　

吉井　　　　　　　　
吉田町　　　　　　　

吉本　　　　　　　　

吉末　　　　　　　　

久井町　　　　　　　

久重　　　　　　　　

久保鳥　　　　　　　

宮原　　　　　　　　

沓方　　　　　　　　

熊田　　　　　　　　

栗山　　　　　　　　

建出　　　　　　　　

原菱野　　　　　　　

古熊　　　　　　　　

古江　　　　　　　　

行徳　　　　　　　　

高食　　　　　　　　

高木　　　　　　　　

今川　　　　　　　　

今村　　　　　　　　

今竹　　　　　　　　

才園　　　　　　　　

札の辻　　　　　　　

三寺　　　　　　　　

三本木　　　　　　　

山　　　　　　　　　

山井手　　　　　　　

山後　　　　　　　　

志床　　　　　　　　

寺丸　　　　　　　　

汐井川　　　　　　　

鹿狩　　　　　　　　

柴田　　　　　　　　

杓子　　　　　　　　

十九区　　　　　　　
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小川　　　　　　　　
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庄園　　　　　　　　
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松ノ木　　　　　　　

松門寺　　　　　　　

上稲数　　　　　　　

上烏集院　　　　　　

上屋敷　　　　　　　

上金丸　　　　　　　

上古賀　　　　　　　

上上浦　　　　　　　

上須川　　　　　　　

上菅　　　　　　　　

上徳淵　　　　　　　

上八重津　　　　　　

上枦畑　　　　　　　

陣内　　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

厨　　　　　　　　　

清宗　　　　　　　　

西津留　　　　　　　

西入地　　　　　　　

西福益　　　　　　　

石王　　　　　　　　 千代久　　　　　　　

川端　　　　　　　　

川道　　　　　　　　

船守　　　　　　　　

前原　　　　　　　　

善光寺　　　　　　　

倉吉　　　　　　　　

早田　　　　　　　　
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北八坂　　　　　　　

本上浦　　　　　　　

明石田　　　　　　　

目北　　　　　　　　

門の上　　　　　　　

余名持　　　　　　　

来光寺　　　　　　　
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立出　　　　　　　　

立野　　　　　　　　
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六本松　　　　　　　

鵜木　　　　　　　　
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城　　　　　　　　　

多々連　　　　　　　
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矢野竹　　　　　　　

▲ 十石山　　　　　　　

下戸河内　　　　　　上秋月　　　　　　　
秋月　　　　　　　　

下秋月　　　　　　　
長谷山　　　　　　　

野鳥　　　　　　　　

高内　　　　　　　　

▲ 古処山　　　　　　　

▲ 屏山　　　　　　　　

白坂峠　　　　　　　
櫛木　　　　　　　　

三箇山　　　　　　　

畑嶋　　　　　　　　

筑前町　　　　　　　

曽根田川　　　　　　

松林　　　　　　　　

阿弥陀ヶ峯　　　　　

安養寺　　　　　　　
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弓削　　　　　　　　
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三ヶ山　　　　　　　
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出町　　　　　　　　

女男石　　　　　　　

庄屋村　　　　　　　

松ヶ坂　　　　　　　

上城原　　　　　　　
上組　　　　　　　　

城ノ尾　　　　　　　

城深　　　　　　　　
神田町　　　　　　　

川底　　　　　　　　
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仲仁鳥　　　　　　　

天神町　　　　　　　
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鈴野　　　　　　　　

久光　　　　　　　　

牛木　　　　　　　　

栗田　　　　　　　　

江川　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

秋月　　　　　　　　

秋月野鳥　　　　　　

上新町　　　　　　　
上二日市　　　　　　

朝園　　　　　　　　

美奈宜の社（六）　　

美奈宜の杜（一）　　

美奈宜の杜（五）　　

美奈宜の杜（二）　　

菩提寺　　　　　　　

岩骨　　　　　　　　
瀬畑　　　　　　　　

泉河内　　　　　　　

朝倉市役所　　　　　

鳥栖警察署

小郡警察署

筑紫野警察署

朝倉警察署
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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▲


