
アルトリ岬　　　　　

エントモ岬　　　　　

若生　　　　　　　　

長和　　　　　　　　

長流川　　　　　　　

伊達　　　　　　　　

館山下　　　　　　　
館山下町　　　　　　

館山町　　　　　　　

錦町　　　　　　　　

山下町　　　　　　　

鹿島町　　　　　　　

若生町　　　　　　　

上館山町　　　　　　

西浜町　　　　　　　

大町　　　　　　　　

長和町　　　　　　　

東浜町　　　　　　　

網代町　　　　　　　

上長和町　　　　　　

南有珠町　　　　　　

伊達市役所　　　　　

長和駅　　　　　　　

伊達紋別駅　　　　　

室蘭市　　　　　　　

室蘭港　　　　　　　

祝津　　　　　　　　

本輪西　　　　　　　

陣屋　　　　　　　　

白鳥台　　　　　　　

崎守　　　　　　　　

南黄金　　　　　　　
チマイベツ川　　　　

室蘭ＩＣ　　　　　　

香川町　　　　　　　

高平町　　　　　　　

崎守町　　　　　　　

神代町　　　　　　　

石川町　　　　　　　

築地町　　　　　　　

仲町　　　　　　　　

南黄金町　　　　　　

北黄金町　　　　　　

幌萌町　　　　　　　

港北町（一）　　　　港北町（三）　　　　

港北町（二）　　　　

祝津町（一）　　　　

祝津町（三）　　　　祝津町（二）　　　　

陣屋町（一）　　　　

陣屋町（五）　　　　

陣屋町（三）　　　　

陣屋町（四）　　　　

陣屋町（二）　　　　
白鳥台（一）　　　　

白鳥台（五）　　　　

白鳥台（三）　　　　
白鳥台（四）　　　　

白鳥台（二）　　　　

本輪西町（一）　　　

本輪西町（五）　　　

本輪西町（三）　　　

本輪西町（四）　　　

本輪西町（二）　　　

黄金駅　　　　　　　

崎守駅　　　　　　　

本輪西駅　　　　　　

登別市　　　　　　　

東関内　　　　　　　

乾　　　　　　　　　

竹原　　　　　　　　

松ケ枝　　　　　　　

清住　　　　　　　　

幌美内　　　　　　　

梅本　　　　　　　　

舟岡　　　　　　　　 弄月　　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

北稀府　　　　　　　

中稀府　　　　　　　

南稀府　　　　　　　

北黄金　　　　　　　

伊達ＩＣ　　　　　　

梅本町　　　　　　　

末永町　　　　　　　

乾町　　　　　　　　

舟岡町　　　　　　　

松ヶ枝町　　　　　　

清住町　　　　　　　

西関内町　　　　　　

竹原町　　　　　　　

中稀府町　　　　　　

南稀府町　　　　　　

萩原町　　　　　　　

北稀府町　　　　　　

幌美内町　　　　　　

弄月町　　　　　　　

稀府駅　　　　　　　

北舟岡駅　　　　　　

伊達警察署
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交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No
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大平　　　　　　　　

上長和　　　　　　　

有珠　　　　　　　　

向有珠　　　　　　　

南有珠　　　　　　　

清水　　　　　　　　

虻田　　　　　　　　

室蘭本線　　　　　　

入江　　　　　　　　

洞爺湖温泉　　　　　

有珠山　　　　　　　
▲ 昭和新山　　　　　　

壮瞥温泉　　　　　　

洞爺湖温泉　　　　　

三豊　　　　　　　　

虻田洞爺湖ＩＣ　　　

道央自動車道　　　　

旭町　　　　　　　　

月浦　　　　　　　　

向有珠町　　　　　　

高砂町　　　　　　　

昭和新山　　　　　　

青葉町　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

大磯町　　　　　　　

大平町　　　　　　　

東有珠町　　　　　　

浜町　　　　　　　　

北有珠町　　　　　　

有珠町　　　　　　　

洞爺湖町役場　　　　洞爺駅　　　　　　　

有珠駅　　　　　　　

真狩村　　　　　　　

洞爺湖町　　　　　　

川東　　　　　　　　財田　　　　　　　　

洞爺　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

香川　　　　　　　　

成香　　　　　　　　

旭浦　　　　　　　　

洞爺湖　　　　　　　

中島　　　　　　　　

観音島　　　　　　　

花和　　　　　　　　

伏見　　　　　　　　

弁景　　　　　　　　

上久保内　　　　　　

久保内　　　　　　　

東湖畔　　　　　　　

志門気　　　　　　　

滝之町　　　　　　　
壮瞥　　　　　　　　

立香　　　　　　　　

西関内　　　　　　　
喜門別　　　　　　　

壮瞥町　　　　　　　

伊達市　　　　　　　
喜門別町　　　　　　

志門気町　　　　　　

東関内町　　　　　　

南久保内　　　　　　

壮瞥町役場　　　　　

早月川　　　　　　　

岩屋　　　　　　　　

仲洞爺　　　　　　　

駒別　　　　　　　　
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都市高速道路No
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余市町　　　　　　　

オトドマリ岬　　　　

シリバ岬　　　　　　

梅川　　　　　　　　

余市　　　　　　　　

余市湾　　　　　　　

竜ヶ岬　　　　　　　

忍路湾　　　　　　　
ポンマイ崎　　　　　

蘭島　　　　　　　　

忍路　　　　　　　　

黒川町（九）　　　　

黒川町（五）　　　　

黒川町（十五）　　　

黒川町（十三）　　　

黒川町（十二）　　　

黒川町（十六）　　　

黒川町（二）　　　　

山田町　　　　　　　

大川町（一）　　　　

大川町（九）　　　　
大川町（五）　　　　

大川町（十九）　　　大川町（十三）　　　大川町（十七）　　　

沢町　　　　　　　　

沢町（五）　　　　　

沢町（三）　　　　　

朝日町　　　　　　　入舟町　　　　　　　

梅川町　　　　　　　

美園町　　　　　　　

浜中町　　　　　　　

富沢町（五）　　　　

富沢町（十）　　　　

富沢町（十三）　　　

富沢町（二）　　　　

富沢町（八）　　　　

北町（十三）　　　　

蘭島（一）　　　　　

蘭島（三）　　　　　

蘭島（二）　　　　　

余市ＩＣ　　　　　　

余市町役場　　　　　

余市駅　　　　　　　

蘭島駅　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

塩谷川　　　　　　　▲ 船取山　　　　　　　

桃内　　　　　　　　

桃岩　　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

オタモイ　　　　　　

▲ 赤岩山　　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

長橋　　　　　　　　

小樽　　　　　　　　

最上　　　　　　　　

松ヶ枝　　　　　　　

忍路（一）　　　　　

オタモイ（一）　　　

オタモイ（三）　　　

オタモイ（二）　　　

稲穂（五）　　　　　

稲穂（三）　　　　　

塩谷（一）　　　　　

塩谷（三）　　　　　

塩谷（四）　　　　　

塩谷（二）　　　　　

奥沢（四）　　　　　

花園（五）　　　　　

錦町　　　　　　　　

幸（一）　　　　　　幸（三）　　　　　　
幸（四）　　　　　　

幸（二）　　　　　　

最上（一）　　　　　

最上（二）　　　　　 松ヶ枝（一）　　　　

松ヶ枝（二）　　　　

清水町　　　　　　　

石山町　　　　　　　

赤岩（一）　　　　　

赤岩（二）　　　　　

長橋（一）　　　　　
長橋（五）　　　　　

長橋（三）　　　　　

長橋（四）　　　　　

長橋（二）　　　　　
桃内（一）　　　　　

桃内（二）　　　　　

入船（五）　　　　　

入船（三）　　　　　

忍路（二）　　　　　

梅ヶ枝町　　　　　　

富岡（一）　　　　　

富岡（二）　　　　　

豊川町　　　　　　　

末広町　　　　　　　

緑（一）　　　　　　

緑（三）　　　　　　

緑（四）　　　　　　

緑（二）　　　　　　

小樽塩谷ＩＣ　　　　

小樽市役所　　　　　

塩谷駅　　　　　　　

小樽駅　　　　　　　
余市警察署

小樽警察署

228
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室蘭市　　　　　　　

▲ 天神山　　　　　　　 水元　　　　　　　　

知利別　　　　　　　

中島　　　　　　　　

高砂　　　　　　　　

鷲別岬　　　　　　　

鷲別　　　　　　　　

上鷲別　　　　　　　

富岸　　　　　　　　

登別室蘭ＩＣ　　　　

来馬　　　　　　　　

幌別　　　　　　　　

登別　　　　　　　　

港北町（四）　　　　

柏木町　　　　　　　

栄町（四）　　　　　

栄町（二）　　　　　

港北町（五）　　　　

桜木町（一）　　　　

桜木町（五）　　　　

桜木町（三）　　　　
桜木町（四）　　　　

桜木町（二）　　　　

若山町（一）　　　　

若山町（三）　　　　

若山町（四）　　　　

若山町（二）　　　　

若草町（五）　　　　

若草町（三）　　　　

若草町（四）　　　　

若草町（二）　　　　

若草町（六）　　　　

上鷲別町　　　　　　

新生町（五）　　　　
新生町（三）　　　　

新生町（四）　　　　

新生町（二）　　　　

新生町（六）　　　　

新川町（三）　　　　

新川町（四）　　　　

新川町（二）　　　　

青葉町　　　　　　　

千歳町（一）　　　　

大和町（一）　　　　

大和町（二）　　　　

中央町（一）　　　　

中央町（五）　　　　

中央町（三）　　　　

中央町（七）　　　　
柏木町（二）　　　　

美園町（一）　　　　

美園町（五）　　　　

美園町（三）　　　　美園町（四）　　　　

美園町（二）　　　　

美園町（六）　　　　

富岸町　　　　　　　

富岸町（一）　　　　富岸町（三）　　　　

富岸町（二）　　　　

富士町（一）　　　　富士町（五）　　　　

富士町（三）　　　　

富士町（七）　　　　

富士町（六）　　　　

片倉町（五）　　　　

片倉町（三）　　　　
片倉町（四）　　　　

幌別町（四）　　　　

幌別町（二）　　　　

幌別町（六）　　　　

緑町（一）　　　　　

緑町（二）　　　　　

鷲別町（一）　　　　

鷲別町（五）　　　　

鷲別町（三）　　　　

鷲別町（四）　　　　

鷲別町（二）　　　　鷲別町（六）　　　　

宮の森町（一）　　　

宮の森町（三）　　　

宮の森町（四）　　　

宮の森町（二）　　　

高砂町（五）　　　　

高砂町（三）　　　　

高砂町（四）　　　　

高砂町（二）　　　　

寿町（一）　　　　　

寿町（三）　　　　　

寿町（二）　　　　　

水元町　　　　　　　

知利別町（一）　　　

知利別町（三）　　　

知利別町（四）　　　

知利別町（二）　　　

中島町（一）　　　　

中島町（三）　　　　

中島町（四）　　　　

中島町（二）　　　　

中島本町（一）　　　

中島本町（三）　　　

中島本町（二）　　　

天神町　　　　　　　

東町（一）　　　　　

東町（五）　　　　　

東町（三）　　　　　

東町（四）　　　　　

東町（二）　　　　　

日の出町（一）　　　

日の出町（三）　　　

日の出町（二）　　　

八丁平（一）　　　　
八丁平（五）　　　　

八丁平（三）　　　　

八丁平（四）　　　　

八丁平（二）　　　　

輪西町（三）　　　　

常盤町（一）　　　　常盤町（三）　　　　柏木町（一）　　　　
片倉町（一）　　　　

幌別町（八）　　　　

登別市役所　　　　　

東室蘭駅　　　　　　

鷲別駅　　　　　　　

幌別駅　　　　　　　

登別市　　　　　　　

川上　　　　　　　　

千歳　　　　　　　　

札内　　　　　　　　

鉱山　　　　　　　　

胆振幌別川　　　　　

▲ 鷲別岳　　　　　　　

登別川　　　　　　　

鉱山町　　　　　　　

札内町　　　　　　　

常盤町（四）　　　　

千歳町　　　　　　　

千歳町（三）　　　　

千歳町（四）　　　　千歳町（二）　　　　

千歳町（六）　　　　

川上町　　　　　　　

柏木町（五）　　　　

柏木町（三）　　　　
片倉町（二）　　　　片倉町（六）　　　　

来馬町　　　　　　　

倶多楽湖　　　　　　

幌内　　　　　　　　

虎杖浜　　　　　　　

アヨロ　　　　　　　

蘭法華岬　　　　　　

登別　　　　　　　　

登別東ＩＣ　　　　　

▲ ポントコ山　　　　　

中登別　　　　　　　

紅葉谷　　　　　　　

▲ 四方嶺　　　　　　　

地獄谷　　　　　　　

登別温泉　　　　　　

富浦　　　　　　　　

観光道路　　　　　　

新栄町　　　　　　　

虎杖浜一区　　　　　

虎杖浜五区　　　　　

虎杖浜三区　　　　　

虎杖浜四区　　　　　

虎杖浜二区　　　　　虎杖浜八区　　　　　

虎杖浜六区　　　　　

幸町（四）　　　　　

幸町（二）　　　　　

幸町（六）　　　　　

若竹浦　　　　　　　

上登別町　　　　　　

竹浦温泉区　　　　　

中登別町　　　　　　

登別温泉町　　　　　

登別港町（一）　　　

登別港町（二）　　　

登別東町（一）　　　

登別東町（五）　　　

登別東町（三）　　　
登別東町（四）　　　

登別東町（二）　　　

登別本町（一）　　　

登別本町（三）　　　

登別本町（二）　　　

富浦町　　　　　　　

富浦町（一）　　　　

富浦町（五）　　　　

富浦町（三）　　　　

富浦町（二）　　　　

幌内区　　　　　　　

臨海区　　　　　　　

富浦駅　　　　　　　

登別駅　　　　　　　

虎杖浜駅　　　　　　

室蘭警察署
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界
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▲ 小喜茂別岳　　　　　

中山峠　　　　　　　

▲ 蓬莱山　　　　　　　

▲ 中岳　　　　　　　　

▲ 喜茂別岳　　　　　　

京極町　　　　　　　

▲ 無意根山　　　　　　

白井川　　　　　　　

湯の沢川　　　　　　

元山　　　　　　　　▲ 美比内山　　　　　　

▲ 長尾山　　　　　　　

滝沢川　　　　　　　

小川　　　　　　　　

▲ 小白山　　　　　　　

白水川　　　　　　　

定山溪　　　　　　　

▲ 札幌岳　　　　　　　

蝦蟆沢川　　　　　　

真簾沼　　　　　　　▲ 狭薄山　　　　　　　

空沼沢川　　　　　　

漁入沢川　　　　　　

▲ 大二股山　　　　　　

豊平峡ダム専用道路　

薄別　　　　　　　　

薄別川　　　　　　　
豊平峡　　　　　　　

一番通　　　　　　　

冷水沢川　　　　　　

豊滝　　　　　　　　

▲ 観音岩山　　　　　　

砥山　　　　　　　　

百松沢川　　　　　　

小金湯　　　　　　　

一ノ沢川　　　　　　

豊平川　　　　　　　

定山溪温泉　　　　　
▲ 朝日岳　　　　　　　

定山渓　　　　　　　

木挽沢川　　　　　　

▲ 小天狗岳　　　　　　

白井川　　　　　　　

南区　　　　　　　　

小樽内　　　　　　　

滝ノ沢　　　　　　　

中ノ沢　　　　　　　

二番通　　　　　　　

板割沢　　　　　　　盤ノ沢　　　　　　　

定山溪温泉西（四）　

定山溪温泉西（二）　

定山溪温泉東（一）　

定山溪温泉東（三）　
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赤井川村　　　　　　

▲ 朝里岳　　　　　　　

▲ 股下山　　　　　　　

▲ 白井岳　　　　　　　

小樽内川　　　　　　

▲ 天狗山　　　　　　　

▲ 余市岳　　　　　　　

▲ 屏風岳　　　　　　　

▲ 天狗岳　　　　　　　

魚留ノ滝　　　　　　

朝里川　　　　　　　

▲ 毛無山　　　　　　　

朝里ＩＣ　　　　　　

朝里川温泉　　　　　

▲ 石倉山　　　　　　　

張確川　　　　　　　

張碓　　　　　　　　

▲ 春香山　　　　　　　

朝里峠　　　　　　　

奥沢（五）　　　　　

春香町　　　　　　　

新光（五）　　　　　

朝里川温泉（一）　　
朝里川温泉（二）　　

望洋台（三）　　　　
望洋台（二）　　　　

桜（五）　　　　　　桜（四）　　　　　　

新光（四）　　　　　
新光町　　　　　　　

▲ ツゲ山　　　　　　　

▲ 手稲山　　　　　　　

発寒川　　　　　　　

平和ノ滝　　　　　　

常次沢川　　　　　　▲ 百松沢山　　　　　　

▲ 神威岳　　　　　　　

▲ 烏帽子岳　　　　　　

▲ 四ツ峰　　　　　　　

▲ 迷沢山　　　　　　　

西野十四条　　　　　

西野　　　　　　　　

札樽自動車道　　　　

銭函ＩＣ　　　　　　

銭函川　　　　　　　

銭函峠　　　　　　　

春香　　　　　　　　

銭函　　　　　　　　

星野　　　　　　　　

新川　　　　　　　　

▲ 奥手稲山　　　　　　

乙女ノ滝　　　　　　

星置ノ滝　　　　　　

星置　　　　　　　　

手稲山口　　　　　　

山口　　　　　　　　

清川　　　　　　　　

手稲稲穂　　　　　　

稲穂　　　　　　　　

手稲　　　　　　　　

手稲ＩＣ　　　　　　

手稲本町　　　　　　

手稲区　　　　　　　

西区　　　　　　　　

小樽市　　　　　　　

張碓町　　　　　　　

稲穂一条　　　　　　

稲穂五条　　　　　　稲穂三条　　　　　　稲穂四条　　　　　　

稲穂二条　　　　　　

金山一条　　　　　　

金山三条　　　　　　

金山二条　　　　　　

手稲本町一条　　　　

手稲本町五条　　　　

手稲本町三条　　　　

十九丁目　　　　　　

曙一条　　　　　　　

曙九条　　　　　　　

曙五条　　　　　　　

曙三条　　　　　　　

曙四条　　　　　　　

曙七条　　　　　　　

曙十一条　　　　　　

曙十二条　　　　　　

曙二条　　　　　　　

星置一条　　　　　　

星置三条　　　　　　
星置二条　　　　　　

前田十条　　　　　　

前田二条　　　　　　

前田六条　　　　　　

富丘五条　　　　　　

富丘六条　　　　　　

桂岡町　　　　　　　
見晴町　　　　　　　

手稲金山　　　　　　

手稲山口　　　　　　

星置南（一）　　　　

星置南（四）　　　　
星野町　　　　　　　

銭函（一）　　　　　

銭函（三）　　　　　

銭函（二）　　　　　

明日風（一）　　　　

明日風（五）　　　　

明日風（三）　　　　

銭函駅　　　　　　　

星置駅　　　　　　　

稲穂駅　　　　　　　

手稲駅　　　　　　　

ほしみ駅　　　　　　
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潮見台　　　　　　　

小樽ＩＣ　　　　　　

若竹　　　　　　　　

桜　　　　　　　　　

朝里　　　　　　　　

神威古潭　　　　　　

小樽港　　　　　　　

フェリターミナル　　

小樽運河　　　　　　

手宮　　　　　　　　

高島　　　　　　　　茅柴岬　　　　　　　

祝津　　　　　　　　

高島岬　　　　　　　

新光　　　　　　　　

稲穂（一）　　　　　

奥沢（三）　　　　　

花園（四）　　　　　

高島（四）　　　　　

手宮（二）　　　　　

住ノ江（二）　　　　

色内（三）　　　　　

色内（二）　　　　　

入船（四）　　　　　入船（二）　　　　　

潮見台（三）　　　　
潮見台（四）　　　　

奥沢（一）　　　　　

花園（三）　　　　　

港町　　　　　　　　

高島（一）　　　　　

高島（五）　　　　　
高島（三）　　　　　

高島（二）　　　　　

堺町　　　　　　　　

桜（一）　　　　　　

桜（三）　　　　　　
桜（二）　　　　　　

山田町　　　　　　　

若松（一）　　　　　

若松（二）　　　　　

若竹町　　　　　　　

手宮（一）　　　　　

手宮（三）　　　　　

住ノ江（一）　　　　

住吉町　　　　　　　

祝津（一）　　　　　

祝津（三）　　　　　

祝津（二）　　　　　

勝納町　　　　　　　

色内（一）　　　　　

信香町　　　　　　　

新光（一）　　　　　

新光（三）　　　　　新光（二）　　　　　

新富町　　　　　　　

真栄（一）　　　　　

真栄（二）　　　　　

船浜町　　　　　　　

相生町　　　　　　　

築港　　　　　　　　

朝里（三）　　　　　

朝里（四）　　　　　

朝里（二）　　　　　

潮見台（一）　　　　

潮見台（二）　　　　

東雲町　　　　　　　

望洋台（一）　　　　

有幌町　　　　　　　

小樽ＪＣＴ　　　　　

南小樽駅　　　　　　

小樽築港駅　　　　　

朝里駅　　　　　　　

石狩湾　　　　　　　

454

17

51

5

1510

   1/50000

644160＊71

6440(2)
56

46

57

47
6441(14)
50

40

51

41

6541(12)
12

02

13

03

6441(9)
72

62

73

63

6441(10)
52

42

53

43

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▲



▲ 空沼岳　　　　　　　

真簾峠　　　　　　　

湯ノ沢　　　　　　　

滝野　　　　　　　　

ラルマナイ川　　　　

▲ 砥石山　　　　　　　

簾舞　　　　　　　　

簾舞川　　　　　　　

▲ 焼山　　　　　　　　 常盤　　　　　　　　

真駒内川　　　　　　

石山　　　　　　　　

藤野　　　　　　　　

白川　　　　　　　　 ▲ 硬石山　　　　　　　

南沢　　　　　　　　

川沿　　　　　　　　

真駒内公園　　　　　

真駒内　　　　　　　

澄川　　　　　　　　

札幌市　　　　　　　

常盤一条　　　　　　

常盤五条　　　　　　

常盤三条　　　　　　

石山一条　　　　　　

石山三条　　　　　　

石山二条　　　　　　

川沿一条　　　　　　

川沿四条　　　　　　

川沿十五条　　　　　

川沿十条　　　　　　

川沿十二条　　　　　

川沿十八条　　　　　

川沿二条　　　　　　

川沿六条　　　　　　

藤野一条　　　　　　

藤野五条　　　　　　

藤野三条　　　　　　
藤野四条　　　　　　

藤野二条　　　　　　

藤野六条　　　　　　

南沢五条　　　　　　

南沢三条　　　　　　

南沢四条　　　　　　

南沢二条　　　　　　

南沢六条　　　　　　

簾舞一条　　　　　　

簾舞三条　　　　　　
簾舞四条　　　　　　

簾舞二条　　　　　　

簾舞六条　　　　　　

芸術の森（一）　　　

芸術の森（三）　　　

芸術の森（二）　　　

硬石山　　　　　　　

真駒内上町（五）　　
真駒内上町（二）　　

真駒内泉町（一）　　真駒内泉町（三）　　

真駒内南町（一）　　

真駒内南町（四）　　

真駒内南町（六）　　

真駒内柏丘（一）　　

真駒内柏丘（九）　　

真駒内柏丘（四）　　

真駒内柏丘（六）　　

真駒内緑町（三）　　真駒内緑町（二）　　

澄川　　　　　　　　

石山東（四）　　　　

石山東（二）　　　　

石山東（六）　　　　

中ノ沢（一）　　　　
中ノ沢（三）　　　　

中ノ沢（四）　　　　

中ノ沢（六）　　　　

真駒内曙町（一）　　真駒内曙町（四）　　真駒内本町（七）　　
北ノ沢（九）　　　　

真駒内駅　　　　　　

恵庭市　　　　　　　

漁川　　　　　　　　

白扇の滝　　　　　　
ラルマナイの滝　　　

島松沢　　　　　　　

▲ 島松山　　　　　　　

シリベツの滝　　　　

滝野すずらん丘陵公園

モイチャン滝　　　　

清田区　　　　　　　

北広島市　　　　　　

北広島ＩＣ　　　　　

大曲　　　　　　　　

仁井別川　　　　　　

厚別川　　　　　　　

▲ 白旗山　　　　　　　

有明　　　　　　　　

里塚霊園　　　　　　

真栄　　　　　　　　

清田　　　　　　　　

羊ガ丘展望台　　　　

山部川　　　　　　　

月寒川　　　　　　　

滝野　　　　　　　　

西岡　　　　　　　　

真栄一条　　　　　　

真栄五条　　　　　　

真栄三条　　　　　　

真栄四条　　　　　　

仁別　　　　　　　　

清田九条　　　　　　

清田五条　　　　　　

清田七条　　　　　　

清田十条　　　　　　

清田八条　　　　　　

清田六条　　　　　　
西岡五条　　　　　　

西岡三条　　　　　　

西岡四条　　　　　　

大曲光（一）　　　　

大曲光（三）　　　　

大曲光（四）　　　　

大曲光（二）　　　　

大曲工業団地（一）　

大曲工業団地（五）　

大曲工業団地（三）　
大曲工業団地（四）　

大曲工業団地（二）　

大曲工業団地（八）　

大曲工業団地（六）　

大曲幸町（一）　　　

大曲幸町（二）　　　

大曲中央（一）　　　

大曲中央（三）　　　

大曲南ヶ丘（一）　　

大曲南ヶ丘（三）　　

大曲柏葉（一）　　　

大曲柏葉（五）　　　

大曲柏葉（三）　　　

大曲柏葉（二）　　　

大曲並木（一）　　　

大曲並木（三）　　　

大曲末広（一）　　　

大曲末広（五）　　　

大曲末広（三）　　　

大曲末広（七）　　　

大曲緑ヶ丘（一）　　

大曲緑ヶ丘（四）　　

大曲緑ヶ丘（七）　　

大曲緑ヶ丘（二）　　

大曲緑ヶ丘（六）　　

美しが丘一条　　　　

美しが丘五条　　　　

美しが丘三条　　　　

美しが丘四条　　　　

平岡一条　　　　　　

里塚一条　　　　　　

里塚三条　　　　　　

里塚二条　　　　　　

大曲工業団地（七）　
大曲幸町（五）　　　

大曲幸町（三）　　　

大曲幸町（四）　　　

大曲幸町（七）　　　

大曲幸町（六）　　　

里塚四条（三）　　　里塚緑ケ丘（九）　　

里塚緑ケ丘（五）　　

里塚緑ケ丘（三）　　

里塚緑ケ丘（七）　　
里塚緑ケ丘（十一）　

里塚緑ケ丘（二）　　

里塚緑ケ丘（六）　　

清田三条　　　　　　
西岡二条　　　　　　

福住三条　　　　　　 平岡三条　　　　　　
里塚緑ケ丘（一）　　
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都市高速道路No
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観光自動車道路　　　

中央区　　　　　　　

手稲東　　　　　　　

琴似　　　　　　　　

二十四軒　　　　　　

山の手　　　　　　　西野　　　　　　　　

手稲平和　　　　　　

福井　　　　　　　　

▲ 三角山　　　　　　　

大倉山　　　　　　　

円山公園　　　　　　

▲ 円山　　　　　　　　宮の森　　　　　　　

宮の森スキー場　　　

盤渓　　　　　　　　
幌見峠　　　　　　　

旭山記念公園　　　　旭ヶ丘　　　　　　　

中央卸売市場　　　　

北海道庁　　　　　　

札幌　　　　　　　　

中島公園　　　　　　

豊平川通　　　　　　

北海道大学　　　　　

札幌駅　　　　　　　

藻岩山ロープウェイ　

▲ 藻岩山　　　　　　　

北ノ沢　　　　　　　

中の沢　　　　　　　

藻岩下　　　　　　　

中の島　　　　　　　

平岸　　　　　　　　

豊平　　　　　　　　

地下鉄南北線　　　　

地下鉄東西線　　　　

平和三条　　　　　　

菊水一条　　　　　　

宮の森一条　　　　　
宮の森三条　　　　　

宮の森四条　　　　　

宮の森二条　　　　　

琴似一条　　　　　　

琴似三条　　　　　　

山の手一条　　　　　

山の手三条　　　　　

山の手六条　　　　　

十一丁目　　　　　　

十五丁目　　　　　　

十四丁目　　　　　　

十二丁目　　　　　　

十八丁目　　　　　　

十六丁目　　　　　　

真駒内東町（一）　　

澄川一条　　　　　　

澄川五条　　　　　　

澄川三条　　　　　　

澄川四条　　　　　　

西（九）　　　　　　

西（七）　　　　　　

西（十一）　　　　　

西（十三）　　　　　
西（十七）　　　　　

西（二十）　　　　　

西（二十五）　　　　

西（二十三）　　　　

西（二十八）　　　　

西野一条　　　　　　

西野九条　　　　　　

西野五条　　　　　　

西野三条　　　　　　

西野四条　　　　　　

西野七条　　　　　　

西野十一条　　　　　

西野六条　　　　　　

中の島一条　　　　　

中の島二条　　　　　

東（五）　　　　　　

東（十）　　　　　　

東（二）　　　　　　

東（八）　　　　　　

南一条　　　　　　　

南九条　　　　　　　

南三十五条　　　　　

南三十二条　　　　　

南三十八条　　　　　

南四条　　　　　　　
南七条　　　　　　　

南十一条　　　　　　

南十九条　　　　　　

南十三条　　　　　　

南十四条　　　　　　

南十七条　　　　　　

南二十一条　　　　　

南二十四条　　　　　

南二十八条　　　　　

二十四軒一条　　　　

二十四軒三条　　　　二十四軒四条　　　　

八軒一条　　　　　　発寒二条　　　　　　

平岸一条　　　　　　平岸三条　　　　　　

平岸二条　　　　　　

平和一条　　　　　　

平和二条　　　　　　

豊平六条　　　　　　

北五条　　　　　　　

北十一条　　　　　　

北十五条　　　　　　

北十条　　　　　　　

北十二条　　　　　　

北十八条　　　　　　

北十六条　　　　　　

北二条　　　　　　　

北八条　　　　　　　

旭ヶ丘（五）　　　　

旭ヶ丘（三）　　　　

旭町（三）　　　　　

旭町（六）　　　　　

円山西町（一）　　　

円山西町（九）　　　

円山西町（五）　　　

円山西町（三）　　　
円山西町（六）　　　

界川（三）　　　　　界川（二）　　　　　

宮ケ丘　　　　　　　

小別沢　　　　　　　

真駒内本町（一）　　

真駒内本町（五）　　

真駒内本町（三）　　

水車町（一）　　　　

水車町（三）　　　　

西町南（十八）　　　

西町南（二）　　　　

西町北（五）　　　　

西町北（十）　　　　

西町北（十五）　　　

双子山（四）　　　　

双子山（二）　　　　

藻岩下（一）　　　　

藻岩下（四）　　　　
藻岩下（二）　　　　

中島公園　　　　　　

伏見（五）　　　　　
伏見（三）　　　　　

伏見（二）　　　　　

福井（一）　　　　　

福井（五）　　　　　

福井（四）　　　　　

福井（十）　　　　　

福井（八）　　　　　

北ノ沢（一）　　　　
北ノ沢（五）　　　　

北ノ沢（三）　　　　

西（三）　　　　　　
西（十五）　　　　　八軒三条　　　　　　

八軒八条　　　　　　
八軒六条　　　　　　発寒四条　　　　　　

北海道庁　　　　　　

札幌駅　　　　　　　

札幌市役所　　　　　

琴似駅　　　　　　　

桑園駅　　　　　　　二十四軒駅　　　　　

西２８丁目駅　　　　

円山公園駅　　　　　
西１８丁目駅　　　　

西１１丁目駅　　　　

北１８条駅　　　　　

北１２条駅　　　　　

さっぽろ駅　　　　　

バスセンター前駅　　

すすきの駅　　　　　

中島公園駅　　　　　

幌平橋駅　　　　　　

中の島駅　　　　　　

平岸駅　　　　　　　

澄川駅　　　　　　　

自衛隊前駅　　　　　

豊水すすきの駅　　　

大通駅　　　　　　　

北１３条東駅　　　　
東区役所前駅　　　　

学園前駅　　　　　　

発寒南駅　　　　　　

札幌新道　　　　　　

北区　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

発寒　　　　　　　　

富丘　　　　　　　　

宮の沢　　　　　　　

札幌西ＩＣ　　　　　

花川　　　　　　　　

新琴似　　　　　　　

新川　　　　　　　　

屯田　　　　　　　　

創成川　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

八軒　　　　　　　　

太平　　　　　　　　

茨戸　　　　　　　　

百合が原公園　　　　

栄町　　　　　　　　

下手稲通　　　　　　

四線　　　　　　　　

札幌北ＩＣ　　　　　
新川ＩＣ　　　　　　 地下鉄東豊線　　　　

前田四条　　　　　　

前田八条　　　　　　

富丘三条　　　　　　

花川南一条　　　　　

花川南九条　　　　　

花川南五条　　　　　

花川南三条　　　　　

花川南七条　　　　　

花川北一条　　　　　

花川北三条　　　　　

花川北四条　　　　　

花川北二条　　　　　

宮の沢一条　　　　　

宮の沢三条　　　　　

宮の沢四条　　　　　

篠路一条　　　　　　

篠路九条　　　　　　

篠路五条　　　　　　

篠路三条　　　　　　

篠路七条　　　　　　

篠路二条　　　　　　

十七丁目　　　　　　

新琴似一条　　　　　

新琴似九条　　　　　

新琴似五条　　　　　

新琴似四条　　　　　

新琴似十一条　　　　

新琴似十条　　　　　

新琴似十二条　　　　

新琴似二条　　　　　

新琴似八条　　　　　

新琴似六条　　　　　

新港西（一）　　　　
新港西（三）　　　　

新川一条　　　　　　

新川五条　　　　　　

新川三条　　　　　　

新川四条　　　　　　

新川西一条　　　　　

新川西五条　　　　　

新川西三条　　　　　

新川二条　　　　　　

新川六条　　　　　　

新発寒一条　　　　　

新発寒五条　　　　　

新発寒三条　　　　　

新発寒七条　　　　　

西（一）　　　　　　

西（五）　　　　　　

西（四）　　　　　　

西（十）　　　　　　

西（十二）　　　　　

西（二）　　　　　　

西（八）　　　　　　

西茨戸四条　　　　　

西茨戸二条　　　　　

西茨戸六条　　　　　

西宮の沢一条　　　　

西宮の沢五条　　　　

西宮の沢三条　　　　

西宮の沢四条　　　　

西宮の沢六条　　　　

前田一条　　　　　　

前田九条　　　　　　

前田五条　　　　　　

前田三条　　　　　　

前田七条　　　　　　

前田十二条　　　　　

太平四条　　　　　　

太平七条　　　　　　

太平十条　　　　　　
太平十二条　　　　　

太平二条　　　　　　

太平八条　　　　　　

太平六条　　　　　　

樽川九条　　　　　　

樽川五条　　　　　　

樽川三条　　　　　　

樽川七条　　　　　　

東（一）　　　　　　

東（九）　　　　　　

東（三）　　　　　　

東（十九）　　　　　

東（十五）　　　　　
東（十七）　　　　　

東（十二）　　　　　

東茨戸一条　　　　　

東茨戸二条　　　　　

屯田九条　　　　　　

屯田五条　　　　　　

屯田三条　　　　　　

屯田四条　　　　　　

屯田七条　　　　　　

屯田十一条　　　　　
屯田十条　　　　　　

屯田二条　　　　　　

屯田八条　　　　　　

屯田六条　　　　　　

八軒九条　　　　　　

八軒五条　　　　　　

八軒四条　　　　　　

八軒十条　　　　　　

発寒五条　　　　　　

発寒七条　　　　　　

発寒十一条　　　　　

発寒十五条　　　　　発寒十三条　　　　　

発寒十七条　　　　　

発寒十条　　　　　　

発寒八条　　　　　　

発寒六条　　　　　　

富丘一条　　　　　　

富丘二条　　　　　　

北五十条　　　　　　

北三十一条　　　　　

北三十四条　　　　　

北三十八条　　　　　

北四十一条　　　　　

北四十九条　　　　　

北四十五条　　　　　

北四十二条　　　　　

北四十八条　　　　　 北四十六条　　　　　

北十九条　　　　　　

北二十四条　　　　　

北二十条　　　　　　
北二十二条　　　　　

北二十六条　　　　　

緑苑台東一条　　　　

緑苑台東三条　　　　

花川東　　　　　　　

手稲前田　　　　　　

新琴似町　　　　　　

西茨戸　　　　　　　

樽川　　　　　　　　

屯田町　　　　　　　

百合が原（九）　　　

百合が原（四）　　　

百合が原（七）　　　

百合が原（十一）　　

麻生町（一）　　　　
麻生町（四）　　　　

緑苑台中央　　　　　

花川北五条　　　　　銭函（四）　　　　　 東茨戸　　　　　　　

新琴似駅　　　　　　

篠路駅　　　　　　　

麻生駅　　　　　　　

北３４条駅　　　　　

北２４条駅　　　　　

八軒駅　　　　　　　

新川駅　　　　　　　

太平駅　　　　　　　

百合が原駅　　　　　

発寒中央駅　　　　　

発寒駅　　　　　　　

稲積公園駅　　　　　
栄町駅　　　　　　　

新道東駅　　　　　　

宮の沢駅　　　　　　

東区　　　　　　　　

豊平区　　　　　　　

白石区　　　　　　　

環状通　　　　　　　

苗穂　　　　　　　　

菊水元町　　　　　　

菊水　　　　　　　　

東札幌　　　　　　　

白石　　　　　　　　

南郷通　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

札幌ＩＣ　　　　　　米里　　　　　　　　

北郷　　　　　　　　

北郷ＩＣ　　　　　　

川下　　　　　　　　
山本　　　　　　　　

野津幌川　　　　　　

厚別西　　　　　　　

厚別　　　　　　　　
厚別中央　　　　　　

大谷地ＩＣ　　　　　

大谷地流通センター　

大谷地　　　　　　　

札幌南ＩＣ　　　　　

青葉町　　　　　　　

もみじ台　　　　　　

上野幌　　　　　　　

豊平　　　　　　　　

美園　　　　　　　　

西岡　　　　　　　　

福住　　　　　　　　

月寒　　　　　　　　

羊ヶ丘　　　　　　　

月寒東　　　　　　　

北野　　　　　　　　

平岡　　　　　　　　

里塚　　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

大麻　　　　　　　　

厚別北　　　　　　　

厚別通　　　　　　　

川北　　　　　　　　

平和通　　　　　　　

東北通　　　　　　　

羊ヶ丘通　　　　　　

厚別区　　　　　　　

札幌ＪＣＴ　　　　　

菊水三条　　　　　　

澄川六条　　　　　　

東（十一）　　　　　

東（十四）　　　　　

平岸四条　　　　　　

豊平七条　　　　　　

北一条　　　　　　　

北十三条　　　　　　

菊水元町一条　　　　

菊水元町九条　　　　

菊水元町四条　　　　

菊水元町七条　　　　

菊水上町四条　　　　

菊水上町二条　　　　

菊水八条　　　　　　
菊水六条　　　　　　

九丁目　　　　　　　

月寒西一条　　　　　

月寒西五条　　　　　
月寒西三条　　　　　

月寒東一条　　　　　

月寒東五条　　　　　

月寒東三条　　　　　

月寒東二条　　　　　

五丁目　　　　　　　

厚別西一条　　　　　

厚別西五条　　　　　

厚別西三条　　　　　

厚別中央一条　　　　

厚別中央五条　　　　

厚別中央三条　　　　

厚別町小野幌　　　　

厚別東一条　　　　　

厚別東五条　　　　　

厚別東三条　　　　　

厚別東四条　　　　　

厚別北五条　　　　　

厚別北四条　　　　　

厚別北二条　　　　　

厚別北六条　　　　　

四丁目　　　　　　　

七丁目　　　　　　　

十三丁目　　　　　　十丁目　　　　　　　

上野幌一条　　　　　

上野幌三条　　　　　

上野幌二条　　　　　

清田一条　　　　　　
清田二条　　　　　　

西の里南（二）　　　

西岡一条　　　　　　

川下一条　　　　　　

川下五条　　　　　　

川下三条　　　　　　

川北一条　　　　　　

川北五条　　　　　　

川北三条　　　　　　

川北二条　　　　　　

中央一条　　　　　　

中央三条　　　　　　

東札幌五条　　　　　

東札幌三条　　　　　

東札幌二条　　　　　

東札幌六条　　　　　

東苗穂一条　　　　　

二十丁目　　　　　　

虹ヶ丘（一）　　　　虹ヶ丘（五）　　　　

虹ヶ丘（三）　　　　

虹ヶ丘（六）　　　　

八丁目　　　　　　　

美園一条　　　　　　
美園三条　　　　　　

美園七条　　　　　　

美園十条　　　　　　

伏古一条　　　　　　

福住一条　　　　　　

平岡四条　　　　　　

平岡十条　　　　　　

平岡八条　　　　　　

平岡六条　　　　　　

平岸七条　　　　　　

平岸六条　　　　　　

米里一条　　　　　　

米里三条　　　　　　

米里二条　　　　　　

豊平三条　　　　　　

北郷一条　　　　　　
北郷五条　　　　　　

北郷四条　　　　　　

北郷七条　　　　　　

北郷二条　　　　　　

北郷八条　　　　　　

北野一条　　　　　　

北野五条　　　　　　

北野三条　　　　　　

北野七条　　　　　　
北野六条　　　　　　

本町一条　　　　　　
本町二条　　　　　　

六丁目　　　　　　　

もみじ台西（七）　　

もみじ台西（二）　　

もみじ台東（一）　　

もみじ台南（三）　　

もみじ台北（一）　　もみじ台北（三）　　

もみじ台北（六）　　

一丁目北　　　　　　

栄通　　　　　　　　

九丁目南　　　　　　

月寒中央通　　　　　

五丁目南　　　　　　

厚別西　　　　　　　

厚別南（四）　　　　

厚別南（二）　　　　

厚別南（六）　　　　

三丁目南　　　　　　

四丁目北　　　　　　

七丁目南　　　　　　

十五丁目南　　　　　

十四丁目北　　　　　十七丁目北　　　　　

十丁目北　　　　　　

十二丁目北　　　　　

十六丁目北　　　　　

青葉町（一）　　　　
青葉町（四）　　　　

青葉町（七）　　　　

青葉町（十）　　　　

青葉町（八）　　　　

川北　　　　　　　　

大谷地西（一）　　　

大谷地西（四）　　　

大谷地東（一）　　　

大谷地東（五）　　　

大麻ひかり町　　　　

大麻園町　　　　　　

大麻宮町　　　　　　

大麻元町　　　　　　

大麻桜木町　　　　　

大麻西町　　　　　　

大麻扇町　　　　　　

大麻沢町　　　　　　

大麻中町　　　　　　

南郷通　　　　　　　

二十一丁目南　　　　

二十丁目北　　　　　

二丁目北　　　　　　

八丁目北　　　　　　

苗穂町（三）　　　　
苗穂町（十三）　　　苗穂町（八）　　　　

文京台　　　　　　　

平岡公園東（一）　　

平岡公園東（九）　　

平岡公園東（三）　　

平岡公園東（四）　　

平岡公園東（十一）　

平岡公園東（八）　　

平岡公園東（六）　　

平和通　　　　　　　

本郷通　　　　　　　

本通　　　　　　　　

流通センター（五）　

流通センター（七）　
流通センター（二）　

六丁目北　　　　　　

東雁来四条　　　　　東苗穂三条　　　　　
米里五条　　　　　　米里四条　　　　　　

北十七条　　　　　　

南平岸駅　　　　　　

菊水駅　　　　　　　

白石駅　　　　　　　

南郷７丁目駅　　　　

南郷１３丁目駅　　　

南郷１８丁目駅　　　

大谷地駅　　　　　　

ひばりが丘駅　　　　

新さっぽろ駅　　　　

苗穂駅　　　　　　　

白石駅　　　　　　　

厚別駅　　　　　　　

森林公園駅　　　　　

新札幌駅　　　　　　

上野幌駅　　　　　　

東札幌駅　　　　　　

平和駅　　　　　　　

環状通東駅　　　　　

豊平公園駅　　　　　

美園駅　　　　　　　

月寒中央駅　　　　　

福住駅　　　　　　　

篠路　　　　　　　　
拓北　　　　　　　　

福移　　　　　　　　

上篠路　　　　　　　

伏篭川　　　　　　　

モエレ沼　　　　　　

中沼　　　　　　　　

丘珠　　　　　　　　

東苗穂　　　　　　　

東雁来　　　　　　　

丘珠空港　　　　　　

当別川　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

角山　　　　　　　　

西角山　　　　　　　

世田豊平川　　　　　

東米里　　　　　　　
伏古　　　　　　　　

鉄工団地　　　　　　

あいの里　　　　　　

札沼線　　　　　　　

雁来ＩＣ　　　　　　

伏古ＩＣ　　　　　　

篠路四条　　　　　　

拓北四条　　　　　　

北三十五条　　　　　

北三十二条　　　　　

北二十三条　　　　　

あいの里一条　　　　

あいの里三条　　　　
あいの里四条　　　　

あいの里二条　　　　

三丁目　　　　　　　

世田ヶ谷　　　　　　

拓北一条　　　　　　

拓北三条　　　　　　

拓北八条　　　　　　

拓北六条　　　　　　

中沼五条　　　　　　

中沼西五条　　　　　

中沼西二条　　　　　
中沼二条　　　　　　

東（三十）　　　　　

東（十八）　　　　　

東（二十）　　　　　

東（二十一）　　　　

東（二十五）　　　　

東（二十三）　　　　

東（二十七）　　　　

東苗穂四条　　　　　

東苗穂七条　　　　　

東苗穂十三条　　　　
東苗穂十四条　　　　

東苗穂十条　　　　　

東苗穂十二条　　　　

東苗穂八条　　　　　

東苗穂六条　　　　　

二丁目　　　　　　　

伏古五条　　　　　　

伏古三条　　　　　　

伏古十一条　　　　　

伏古十三条　　　　　
伏古十四条　　　　　

伏古十条　　　　　　

伏古八条　　　　　　

北丘珠五条　　　　　

北丘珠二条　　　　　

北三十七条　　　　　

北三十六条　　　　　

北二十一条　　　　　

北二十五条　　　　　

北二十八条　　　　　

丘珠町　　　　　　　

中沼町　　　　　　　

東雁来九条　　　　　
東雁来七条　　　　　

東雁来十一条　　　　

東雁来十三条　　　　
東雁来十四条　　　　

東雁来十条　　　　　

東雁来十二条　　　　

東雁来町　　　　　　
東雁来八条　　　　　

東雁来六条　　　　　

東苗穂十五条　　　　
東苗穂町　　　　　　

南あいの里（四）　　南あいの里（六）　　
拓北駅　　　　　　　

あいの里公園駅　　　

あいの里教育大駅　　

元町駅　　　　　　　

西警察署

東警察署

南警察署

中央警察署
札幌方面本部

北警察署

手稲警察署

厚別警察署

白石警察署

豊平警察署
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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▲



石狩　　　　　　　　

親船　　　　　　　　

茨戸川　　　　　　　

花畔　　　　　　　　

三線　　　　　　　　

南二号　　　　　　　

生振　　　　　　　　

新港西　　　　　　　

七線　　　　　　　　

ヤウスバ　　　　　　

若生　　　　　　　　

花川北七条　　　　　

花川北六条　　　　　

花畔四条　　　　　　

花畔二条　　　　　　

新港西（二）　　　　

新港中央（一）　　　

新港中央（三）　　　

新港中央（四）　　　

新港中央（二）　　　

新港東（一）　　　　

新港東（三）　　　　新港東（四）　　　　

新港東（二）　　　　

新港南（一）　　　　

新港南（三）　　　　

新港南（二）　　　　

親船東一条　　　　　

親船東三条　　　　　

志美　　　　　　　　

親船町　　　　　　　

船場町　　　　　　　

銭函（五）　　　　　

八幡（一）　　　　　

八幡（二）　　　　　弁天町　　　　　　　

石狩市役所　　　　　

浜町　　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

獅子内　　　　　　　

太美　　　　　　　　

ビトエ　　　　　　　

当別太　　　　　　　

南五号　　　　　　　

川下　　　　　　　　

二十線　　　　　　　

材木沢　　　　　　　

北生振　　　　　　　

十線　　　　　　　　

石狩川　　　　　　　

美登位　　　　　　　

石狩市　　　　　　　

八幡（四）　　　　　

スウェーデンヒルズ　

ビトヱ　　　　　　　

上当別　　　　　　　

太美スターライト　　

太美町　　　　　　　

太美南　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

八幡（五）　　　　　
八幡町大曲　　　　　

緑ヶ原（一）　　　　
緑ヶ原（二）　　　　

石狩太美駅　　　　　

知津狩　　　　　　　

聚富　　　　　　　　

兵庫県団体　　　　　

知津狩川　　　　　　

堀頭　　　　　　　　

春別　　　　　　　　

正利冠　　　　　　　

望来　　　　　　　　

望来川　　　　　　　
加賀ノ沢　　　　　　

五の沢　　　　　　　

地蔵沢　　　　　　　

八幡（三）　　　　　
虹が原　　　　　　　

望来　　　　　　　　

無煙　　　　　　　　厚田区　　　　　　　
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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▲



苫小牧市　　　　　　

苫小牧川　　　　　　

美園　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

苫小牧　　　　　　　

元町　　　　　　　　

錦多峰川　　　　　　

小糸魚川　　　　　　

小糸井　　　　　　　のぞみ町（一）　　　のぞみ町（二）　　　

高丘　　　　　　　　

糸井　　　　　　　　

松風町　　　　　　　

しらかば町（一）　　
しらかば町（五）　　

しらかば町（三）　　
しらかば町（四）　　

しらかば町（二）　　

しらかば町（六）　　

ときわ町（一）　　　

ときわ町（五）　　　

ときわ町（三）　　　

ときわ町（四）　　　

ときわ町（二）　　　

ときわ町（六）　　　

はまなす町（一）　　
はまなす町（二）　　

旭町（一）　　　　　旭町（三）　　　　　
栄町（三）　　　　　

永福町（一）　　　　

永福町（二）　　　　

王子町（一）　　　　

王子町（三）　　　　

王子町（二）　　　　

音羽町（一）　　　　

音羽町（二）　　　　

花園町（一）　　　　花園町（三）　　　　

花園町（四）　　　　

花園町（二）　　　　 錦町（二）　　　　　

啓北町（一）　　　　

啓北町（二）　　　　

見山町（一）　　　　
見山町（三）　　　　

見山町（四）　　　　
元中野町（一）　　　元中野町（三）　　　

元中野町（四）　　　

元中野町（二）　　　

元町（一）　　　　　

元町（三）　　　　　光洋町（一）　　　　

光洋町（三）　　　　

幸町（一）　　　　　

港町（二）　　　　　

桜坂町（一）　　　　桜坂町（二）　　　　

三光町（五）　　　　

三光町（三）　　　　
三光町（四）　　　　

三光町（二）　　　　

山手町（一）　　　　

山手町（二）　　　　

汐見町（一）　　　　汐見町（三）　　　　汐見町（二）　　　　

住吉町（一）　　　　
住吉町（二）　　　　

春日町（一）　　　　

春日町（三）　　　　

春日町（二）　　　　

小糸井町（一）　　　

新中野町（一）　　　

新中野町（三）　　　
新中野町（二）　　　

新富町（一）　　　　
新富町（二）　　　　

澄川町（一）　　　　

澄川町（五）　　　　澄川町（三）　　　　

澄川町（四）　　　　

澄川町（七）　　　　

澄川町（二）　　　　

澄川町（八）　　　　

澄川町（六）　　　　

清水町（一）　　　　

清水町（三）　　　　

青葉町（一）　　　　

青葉町（二）　　　　

川沿町（一）　　　　
川沿町（五）　　　　

川沿町（三）　　　　

川沿町（四）　　　　
川沿町（二）　　　　

川沿町（六）　　　　

泉町（一）　　　　　

船見町（二）　　　　

双葉町（一）　　　　

双葉町（三）　　　　
双葉町（二）　　　　

大成町（一）　　　　
大成町（二）　　　　

大町（一）　　　　　

日吉町（一）　　　　
日吉町（三）　　　　

日吉町（四）　　　　

日吉町（二）　　　　

日新町（一）　　　　

日新町（五）　　　　

日新町（四）　　　　日新町（二）　　　　

日新町（六）　　　　

入船町（三）　　　　

柏木町（四）　　　　

柏木町（六）　　　　

白金町（一）　　　　
白金町（二）　　　　

美原町（一）　　　　

美原町（三）　　　　
美原町（二）　　　　

表町（一）　　　　　

表町（五）　　　　　

表町（四）　　　　　

浜町（二）　　　　　

豊川町（三）　　　　

豊川町（二）　　　　
北光町（一）　　　　

北光町（三）　　　　

北光町（四）　　　　

北光町（二）　　　　

本幸町（二）　　　　

本町（二）　　　　　

末広町（一）　　　　

木場町（一）　　　　

木場町（三）　　　　
木場町（二）　　　　

弥生町（一）　　　　

弥生町（二）　　　　

矢代町（一）　　　　
矢代町（二）　　　　

有珠の沢町（五）　　

有珠の沢町（三）　　

有珠の沢町（四）　　

有珠の沢町（七）　　

有珠の沢町（二）　　
有珠の沢町（六）　　

有明町（一）　　　　

有明町（二）　　　　

苫小牧中央ＩＣ　　　

苫小牧市役所　　　　

糸井駅　　　　　　　

苫小牧駅　　　　　　

青葉駅　　　　　　　

苫小牧港（西港）　　

苫小牧フェリーのり場

勇払　　　　　　　　

安平川　　　　　　　

勇払川　　　　　　　

明野　　　　　　　　

港町（一）　　　　　

三光町（一）　　　　

三光町（六）　　　　

新明町（四）　　　　

船見町（一）　　　　

一本松町　　　　　　

真砂町　　　　　　　

晴海町　　　　　　　

新開町（三）　　　　
新開町（四）　　　　

新開町（二）　　　　新明町（三）　　　　

東開町（一）　　　　
東開町（三）　　　　

東開町（二）　　　　

入船町（一）　　　　

入船町（二）　　　　

明野元町（一）　　　

明野新町（一）　　　

明野新町（五）　　　

明野新町（三）　　　
明野新町（四）　　　

明野新町（二）　　　

明野新町（六）　　　
柳町（一）　　　　　

柳町（三）　　　　　

柳町（四）　　　　　

柳町（二）　　　　　

新明町（五）　　　　 拓勇西町（一）　　　
拓勇西町（三）　　　

新開町（一）　　　　新明町（二）　　　　
東開町（五）　　　　東開町（四）　　　　

東開町（六）　　　　
明野元町（二）　　　

勇払駅　　　　　　　苫小牧警察署
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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▲



苫小牧市　　　　　　

勇払川　　　　　　　

千歳市　　　　　　　

蘭越　　　　　　　　

桂木（五）　　　　　
桂木（三）　　　　　

若草（一）　　　　　

若草（五）　　　　　

若草（三）　　　　　

若草（四）　　　　　

若草（二）　　　　　

新星（一）　　　　　
新星（二）　　　　　

泉沢　　　　　　　　

柏陽（五）　　　　　柏陽（四）　　　　　
柏陽（二）　　　　　

白樺（一）　　　　　

白樺（五）　　　　　

白樺（三）　　　　　

白樺（六）　　　　　

福住（一）　　　　　
福住（三）　　　　　

文京（一）　　　　　

文京（五）　　　　　

文京（三）　　　　　
文京（四）　　　　　

文京（二）　　　　　

文京（六）　　　　　

里美（一）　　　　　

里美（四）　　　　　里美（二）　　　　　

桜木（三）　　　　　自由ヶ丘（三）　　　
自由ヶ丘（七）　　　

苫小牧東ＩＣ　　　　

沼ノ端　　　　　　　

ウトナイ湖　　　　　

植苗　　　　　　　　

美沢　　　　　　　　

沼ノ端東ＩＣ　　　　

沼ノ端西ＩＣ　　　　

日高自動車道　　　　

拓勇西町（五）　　　拓勇西町（七）　　　
拓勇東町（一）　　　

拓勇東町（五）　　　

拓勇東町（三）　　　

拓勇東町（七）　　　
北栄町（一）　　　　

北栄町（五）　　　　

北栄町（三）　　　　
あけぼの町（一）　　

あけぼの町（五）　　

あけぼの町（三）　　

あけぼの町（四）　　
あけぼの町（二）　　

新明町（一）　　　　

植苗駅　　　　　　　

沼ノ端駅　　　　　　

千歳　　　　　　　　

新千歳空港　　　　　

駒里　　　　　　　　

美々川　　　　　　　

千歳ＩＣ　　　　　　

新千歳空港ＩＣ　　　

桂木（一）　　　　　

錦町　　　　　　　　清水町　　　　　　　

千代田町　　　　　　

旭ヶ丘（四）　　　　

旭ヶ丘（二）　　　　

花園（五）　　　　　

寿（一）　　　　　　

住吉（五）　　　　　

住吉（三）　　　　　

住吉（四）　　　　　
住吉（二）　　　　　

春日町　　　　　　　

新富（一）　　　　　

真々地（四）　　　　真々地（二）　　　　

真町　　　　　　　　

青葉（五）　　　　　

青葉（七）　　　　　青葉（二）　　　　　

青葉（八）　　　　　青葉丘　　　　　　　
大和（一）　　　　　

大和（三）　　　　　

日の出（一）　　　　

日の出（五）　　　　

日の出（四）　　　　

日の出（二）　　　　
梅ヶ丘（一）　　　　

梅ヶ丘（二）　　　　

柏台　　　　　　　　

柏台南（一）　　　　

柏台南（二）　　　　

美々　　　　　　　　

北栄（一）　　　　　

北栄（二）　　　　　

北斗（一）　　　　　

北斗（三）　　　　　

末広（一）　　　　　

末広（五）　　　　　
末広（三）　　　　　

末広（八）　　　　　

流通（一）　　　　　

流通（三）　　　　　

自由ヶ丘（二）　　　北斗（六）　　　　　 高台（一）　　　　　
住吉（一）　　　　　信濃（一）　　　　　新富（二）　　　　　

東郊（二）　　　　　
豊里（四）　　　　　北斗（四）　　　　　 弥生（二）　　　　　

寿ランプ　　　　　　

新千歳空港ランプ　　

日の出ランプ　　　　

千歳市役所　　　　　

千歳駅　　　　　　　

南千歳駅　　　　　　

新千歳空港駅　　　　

千歳警察署
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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▲



千歳線　　　　　　　

南島松　　　　　　　

上山口　　　　　　　

恵庭　　　　　　　　

戸磯　　　　　　　　

牧場　　　　　　　　

恵庭ＩＣ　　　　　　

柏木　　　　　　　　

西島松　　　　　　　

上長都　　　　　　　

千歳恵庭ＪＣＴ　　　

栄恵町　　　　　　　

黄金中央（一）　　　

黄金中央（三）　　　

黄金南（一）　　　　

黄金南（四）　　　　

黄金南（二）　　　　

黄金南（六）　　　　

黄金北（一）　　　　
黄金北（三）　　　　

黄金北（四）　　　　

黄金北（二）　　　　

漁町　　　　　　　　
京町　　　　　　　　

恵み野西（一）　　　
恵み野西（五）　　　

恵み野西（三）　　　
恵み野西（二）　　　

恵み野西（六）　　　
恵み野東（一）　　　

恵み野東（五）　　　

恵み野東（三）　　　

恵み野東（四）　　　

恵み野東（七）　　　

恵み野南（三）　　　

恵み野南（四）　　　

恵み野南（二）　　　

恵み野北（一）　　　恵み野北（五）　　　

恵み野北（三）　　　

恵み野北（四）　　　

恵み野北（七）　　　

恵み野北（二）　　　
恵み野北（六）　　　

恵央町　　　　　　　

恵南　　　　　　　　

桜森　　　　　　　　

新町　　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

中島町（一）　　　　

中島町（五）　　　　中島町（三）　　　　

中島町（四）　　　　

中島町（二）　　　　

中島町（六）　　　　

島松寿町（二）　　　

柏木町　　　　　　　

柏陽町（一）　　　　
柏陽町（三）　　　　柏陽町（四）　　　　

盤尻　　　　　　　　

福住町（一）　　　　

福住町（三）　　　　

北柏木町（一）　　　

北柏木町（五）　　　

北柏木町（三）　　　

北柏木町（四）　　　

本町　　　　　　　　末広町　　　　　　　

駒場町（一）　　　　

駒場町（五）　　　　駒場町（三）　　　　

幸町（一）　　　　　

幸町（三）　　　　　

幸町（四）　　　　　

幸町（二）　　　　　

桜町（三）　　　　　桜町（二）　　　　　

桜木（五）　　　　　

桜木（二）　　　　　
自由ヶ丘（五）　　　

住吉町（四）　　　　

住吉町（二）　　　　

大町（一）　　　　　

大町（三）　　　　　

白樺町（一）　　　　

白樺町（四）　　　　

美咲野（一）　　　　

美咲野（五）　　　　美咲野（四）　　　　

美咲野（二）　　　　

文京町（四）　　　　

文京町（二）　　　　

有明町（一）　　　　

有明町（三）　　　　

有明町（四）　　　　

有明町（六）　　　　

緑町（一）　　　　　

緑町（二）　　　　　

和光町（一）　　　　
和光町（五）　　　　

和光町（三）　　　　
和光町（四）　　　　和光町（二）　　　　

島松仲町（三）　　　島松東町（四）　　　

恵庭市役所　　　　　

恵み野駅　　　　　　

恵庭駅　　　　　　　

サッポロビール庭園駅

広島　　　　　　　　

中の沢　　　　　　　

松葉　　　　　　　　

竹山　　　　　　　　

輪厚　　　　　　　　

三島　　　　　　　　

島松　　　　　　　　

南里　　　　　　　　

東の里　　　　　　　

中島松　　　　　　　

島松川　　　　　　　

下島松　　　　　　　

林田　　　　　　　　
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輪厚スマートＩＣ　　

希望ヶ丘（二）　　　
輪厚元町（一）　　　

輪厚元町（二）　　　

稲穂町西（一）　　　

稲穂町西（三）　　　
稲穂町東（九）　　　

稲穂町東（四）　　　

稲穂町東（八）　　　

希望ヶ丘（一）　　　

希望ヶ丘（五）　　　

希望ヶ丘（三）　　　
希望ヶ丘（四）　　　
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共栄町（三）　　　　
共栄町（四）　　　　

中央（三）　　　　　

中央（二）　　　　　
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輪厚中央（一）　　　

輪厚中央（五）　　　輪厚中央（三）　　　輪厚中央（四）　　　

輪厚中央（二）　　　

稲穂町西（七）　　　
稲穂町東（七）　　　

栄町（三）　　　　　

広葉町（五）　　　　
広葉町（三）　　　　

広葉町（四）　　　　

広葉町（二）　　　　

高台町（四）　　　　

高台町（二）　　　　

高台町（六）　　　　

山手町（一）　　　　

山手町（四）　　　　

山手町（七）　　　　

山手町（二）　　　　

山手町（六）　　　　

若葉町（三）　　　　
若葉町（四）　　　　

松葉町（一）　　　　

松葉町（五）　　　　

松葉町（三）　　　　

松葉町（六）　　　　

新富町西（一）　　　
新富町西（三）　　　

新富町東（一）　　　

新富町東（二）　　　

青葉町（三）　　　　

青葉町（二）　　　　

泉町（四）　　　　　

泉町（二）　　　　　

中央（六）　　　　　

島松旭町（一）　　　島松旭町（三）　　　

島松仲町（一）　　　島松東町（一）　　　
島松東町（三）　　　

島松本町（四）　　　

島松本町（二）　　　

南町（一）　　　　　
南町（三）　　　　　

白樺町（三）　　　　
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北進町（三）　　　　

里見町（五）　　　　
里見町（三）　　　　里見町（七）　　　　
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緑陽町（一）　　　　
緑陽町（三）　　　　

北広島市役所　　　　

島松駅　　　　　　　

北広島駅　　　　　　

泉郷　　　　　　　　

祝梅　　　　　　　　

根志越　　　　　　　

都　　　　　　　　　

長都川　　　　　　　

南二十六号　　　　　

長都　　　　　　　　

釜加　　　　　　　　 三十一区　　　　　　

千歳東ＩＣ　　　　　

自由ヶ丘（一）　　　

長都駅前（四）　　　

長都駅前（二）　　　

あずさ（一）　　　　

あずさ（五）　　　　あずさ（三）　　　　
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豊里（一）　　　　　
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北光（一）　　　　　
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勇舞（四）　　　　　
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中央ランプ　　　　　

祝梅ランプ　　　　　

泉郷ランプ　　　　　

長都駅　　　　　　　

二十三区　　　　　　

千歳川　　　　　　　

二十四区　　　　　　

南長沼用水　　　　　

十八区　　　　　　　

十七区　　　　　　　

十六区　　　　　　　

二十五区　　　　　　

十九区　　　　　　　

二十区　　　　　　　

東四線　　　　　　　

東六線　　　　　　　
南長沼　　　　　　　

二十二区　　　　　　

二十七区　　　　　　

基線　　　　　　　　

二十六区　　　　　　

二十八区　　　　　　

西長沼　　　　　　　

春日　　　　　　　　

漁太　　　　　　　　

長沼町　　　　　　　

加賀団体　　　　　　

二十一区　　　　　　

舞鶴　　　　　　　　
幌内　　　　　　　　

旭町南（三）　　　　

南長沼ランプ　　　　
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西の里　　　　　　　

椴山　　　　　　　　

北の里　　　　　　　

開拓記念館　　　　　

下ノ月　　　　　　　

東野幌　　　　　　　

中ノ月　　　　　　　

下学田　　　　　　　

野幌森林公園　　　　

志文別　　　　　　　

晩翠　　　　　　　　

南十二線　　　　　　

夕張太　　　　　　　

函館本線　　　　　　

西の里南（一）　　　

西の里北（五）　　　

西の里北（三）　　　

西の里北（四）　　　

もみじ台東（二）　　

もみじ台東（六）　　

もみじ台南（六）　　

下野幌テクノＰ（一）

下野幌テクノＰ（二）

大麻東町　　　　　　

文京台東町　　　　　

トマン別　　　　　　

筋違　　　　　　　　

十一区　　　　　　　

十区　　　　　　　　

十二区　　　　　　　

上ノ月　　　　　　　

上学田　　　　　　　

西の里東（一）　　　

西の里東（三）　　　

西の里東（四）　　　

西の里東（二）　　　

西の里北（一）　　　

西の里北（二）　　　

中樹林　　　　　　　

八区　　　　　　　　

林内移民地　　　　　

稲穂（五）　　　　　

稲穂（三）　　　　　

稲穂（二）　　　　　

厚別町下野幌　　　　

西野幌　　　　　　　

大麻高町　　　　　　

大麻泉町　　　　　　
大麻南樹町　　　　　

文京台南町　　　　　

文京台緑町　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

大麻新町　　　　　　大麻晴美町　　　　　 野幌若葉町　　　　　

大麻駅　　　　　　　

江別市　　　　　　　

篠津　　　　　　　　 南十二号　　　　　　

美原　　　　　　　　

対雁　　　　　　　　

元江別　　　　　　　

元野幌　　　　　　　

江別　　　　　　　　

野幌　　　　　　　　

上江別　　　　　　　
江別東ＩＣ　　　　　

道央自動車道　　　　

江別西ＩＣ　　　　　

江別ＩＣ　　　　　　

豊栄ＩＣ　　　　　　

美原ＩＣ　　　　　　

一丁目　　　　　　　

越後村　　　　　　　

五条　　　　　　　　

四十戸　　　　　　　

中樹林自治区　　　　

二十戸　　　　　　　

二条　　　　　　　　

あけぼの町　　　　　

あさひが丘　　　　　

いずみ野　　　　　　

ゆめみ野東町　　　　

ゆめみ野南町　　　　

一番町　　　　　　　

王子　　　　　　　　

見晴台　　　　　　　

元江別本町　　　　　
元町　　　　　　　　

向ケ丘　　　　　　　

工栄町　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

江別太　　　　　　　

高砂町　　　　　　　

若草町　　　　　　　

上江別西町　　　　　

上江別東町　　　　　

上江別南町　　　　　

大川通　　　　　　　

大麻栄町　　　　　　
大麻北町　　　　　　

中央町　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

東光町　　　　　　　

東野幌町　　　　　　

東野幌本町　　　　　

萩ヶ岡　　　　　　　

萌えぎ野西　　　　　

萌えぎ野中央　　　　

萌えぎ野東　　　　　

豊幌花園町　　　　　

牧場町　　　　　　　

野幌寿町　　　　　　

野幌住吉町　　　　　

野幌松並町　　　　　

野幌代々木町　　　　

野幌町　　　　　　　

野幌東町　　　　　　

野幌屯田町　　　　　

野幌美幸町　　　　　

野幌末広町　　　　　

弥生町　　　　　　　

緑町西（一）　　　　

緑町西（三）　　　　

緑町東（三）　　　　

江別西ＩＣ　　　　　

江別市役所　　　　　

野幌駅　　　　　　　

江別駅　　　　　　　

高砂駅　　　　　　　

南幌町　　　　　　　

二十九区　　　　　　

十五区　　　　　　　

十四区　　　　　　　

長沼　　　　　　　　

六区　　　　　　　　

旧夕張川　　　　　　

東二線　　　　　　　

五区　　　　　　　　

北長沼　　　　　　　

西八号　　　　　　　

南十四線　　　　　　

石川　　　　　　　　

南幌　　　　　　　　

大野　　　　　　　　

鶴城　　　　　　　　

九区　　　　　　　　

七区　　　　　　　　

北長沼市街地　　　　

木詰　　　　　　　　

あかね（一）　　　　

あかね（三）　　　　

しらかば（二）　　　

旭町南（一）　　　　

旭町南（二）　　　　

旭町北（一）　　　　

栄町（一）　　　　　

栄町（四）　　　　　

栄町（二）　　　　　

宮下（一）　　　　　

宮下（三）　　　　　
宮下（二）　　　　　

錦町南（二）　　　　

錦町北（一）　　　　

銀座南（一）　　　　

銀座南（三）　　　　

銀座北（一）　　　　

元町（三）　　　　　元町（二）　　　　　

曙町（二）　　　　　

西町（一）　　　　　

西町（三）　　　　　

西町（四）　　　　　

中央（一）　　　　　

中央（四）　　　　　

中央南（二）　　　　

東町（一）　　　　　
東町（三）　　　　　

東町（四）　　　　　

東町南（一）　　　　

東町南（二）　　　　

東町北（一）　　　　

南町（二）　　　　　

美園（一）　　　　　

美園（四）　　　　　

北町（一）　　　　　北町（五）　　　　　

北町（三）　　　　　

北町（二）　　　　　

北町（六）　　　　　

本町北（二）　　　　

緑町（四）　　　　　緑町（六）　　　　　

三重自治区　　　　　 青葉自治区　　　　　

南幌町役場　　　　　
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栗丘駅　　　　　　　
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川向　　　　　　　　
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金沢　　　　　　　　

茂平沢　　　　　　　

当別　　　　　　　　

対雁通　　　　　　　

蕨岱　　　　　　　　

三十二線　　　　　　

東裏　　　　　　　　三十四線　　　　　　

北八号　　　　　　　

武田　　　　　　　　

豊野　　　　　　　　

西篠津　　　　　　　

中篠津　　　　　　　

南六号　　　　　　　

中原　　　　　　　　

下篠津　　　　　　　

新篠津村　　　　　　

当別町　　　　　　　

蕨岱ＩＣ　　　　　　
篠津運河ＩＣ　　　　

若葉　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

園生　　　　　　　　

下川町　　　　　　　

樺戸町　　　　　　　

新樺　　　　　　　　

新西篠津　　　　　　

西原　　　　　　　　

西高倉　　　　　　　

西町　　　　　　　　

拓新　　　　　　　　

東町　　　　　　　　
白樺町　　　　　　　

弁華別　　　　　　　

北栄町　　　　　　　

末広　　　　　　　　
弥生　　　　　　　　

六軒町　　　　　　　

新高倉　　　　　　　

当別町役場　　　　　

北海道医療大学駅　　

石狩当別駅　　　　　

篠津川　　　　　　　

中小屋　　　　　　　

赤間ノ沢　　　　　　

中山ノ沢　　　　　　

青山　　　　　　　　

十万坪　　　　　　　

共有地　　　　　　　

▲ 阿蘇岩山　　　　　　

新田　　　　　　　　

篠津運河　　　　　　

宅地ノ沢　　　　　　

南新田　　　　　　　

八万坪　　　　　　　

本中小屋　　　　　　

与六沢　　　　　　　

西川　　　　　　　　

幾春別川　　　　　　

御茶の水　　　　　　

上幌向　　　　　　　

金子　　　　　　　　

美唄達布　　　　　　

幌達布　　　　　　　

砂浜　　　　　　　　

新篠津　　　　　　　

宍粟　　　　　　　　

袋達布　　　　　　　

下達布　　　　　　　

上達布　　　　　　　

上幌向南一条　　　　

上幌向南三条　　　　

上幌向南二条　　　　

上幌向北一条　　　　

新篠津市街　　　　　

西（十四）　　　　　

西（十六）　　　　　

大和一条　　　　　　

大和三条　　　　　　

大和四条　　　　　　

平安　　　　　　　　

豊ヶ丘　　　　　　　

北四条　　　　　　　

北村赤川　　　　　　

北村美唄達布　　　　

北村幌達布　　　　　

北六条　　　　　　　

緑町（七）　　　　　

御茶の水町　　　　　

若松町　　　　　　　

上幌向町　　　　　　

西川町　　　　　　　

大和町　　　　　　　

稔町　　　　　　　　

北村中央　　　　　　

新篠津村役場　　　　

上幌向駅　　　　　　

月形町　　　　　　　

豊正　　　　　　　　

旧美唄川　　　　　　

豊里　　　　　　　　

北都　　　　　　　　
赤川　　　　　　　　北村　　　　　　　　

農事会　　　　　　　

市南　　　　　　　　

南耕地　　　　　　　月ヶ岡　　　　　　　

知来乙　　　　　　　

高倉　　　　　　　　

四十七線　　　　　　

上篠津　　　　　　　

雁里　　　　　　　　

新湧　　　　　　　　

月浜　　　　　　　　

昭栄　　　　　　　　

大曲一区　　　　　　

大曲二区　　　　　　

北新　　　　　　　　

北村栄町　　　　　　

北村大願　　　　　　

北村中小屋　　　　　

北村豊正　　　　　　

北村豊里　　　　　　

北村北都　　　　　　
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大曲三区　　　　　　
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岩見沢市　　　　　　 宝水　　　　　　　　

岩見沢ＩＣ　　　　　

緑が丘　　　　　　　

岩見沢　　　　　　　

東山　　　　　　　　

鳩が丘　　　　　　　

日の出　　　　　　　

岡山　　　　　　　　

大里　　　　　　　　

▲ 達布山　　　　　　　

北海幹線用水路　　　

萱野　　　　　　　　

市来知川　　　　　　

三笠ＩＣ　　　　　　

美唄市　　　　　　　

三笠市　　　　　　　

緑町（五）　　　　　

九条　　　　　　　　
三条　　　　　　　　

四条　　　　　　　　

七条　　　　　　　　

十二条　　　　　　　

西（二十一）　　　　

東（十六）　　　　　

東（六）　　　　　　

南町九条　　　　　　

南町四条　　　　　　

南町七条　　　　　　

南町六条　　　　　　

八条　　　　　　　　

美園四条　　　　　　

美園六条　　　　　　

北三条　　　　　　　

有明町中央　　　　　

有明町南　　　　　　

いちきしり　　　　　

かえで町（五）　　　

かえで町（八）　　　

栄町（五）　　　　　

栄町（七）　　　　　

岡山町　　　　　　　

駒園（二）　　　　　

駒園（八）　　　　　

駒園（六）　　　　　

桜木　　　　　　　　

若駒（一）　　　　　
若駒（三）　　　　　

春日町（一）　　　　
春日町（三）　　　　春日町（四）　　　　

春日町（二）　　　　

堤町　　　　　　　　

東山（一）　　　　　

東山（九）　　　　　

東山（五）　　　　　東山（三）　　　　　
東山（四）　　　　　

東山（七）　　　　　

東山（十）　　　　　

東山（二）　　　　　東山（八）　　　　　

東山（六）　　　　　

東山町　　　　　　　

日の出台（一）　　　

日の出台（九）　　　日の出台（五）　　　

日の出台（三）　　　日の出台（四）　　　

日の出台（八）　　　

日の出町　　　　　　

日の出南（一）　　　
日の出南（三）　　　

日の出南（四）　　　

日の出北（一）　　　
日の出北（三）　　　

鳩が丘（一）　　　　

鳩が丘（三）　　　　
鳩が丘（四）　　　　

鳩が丘（二）　　　　

美和　　　　　　　　

並木町　　　　　　　

宝水町　　　　　　　

北本町　　　　　　　

緑が丘（一）　　　　

緑が丘（五）　　　　緑が丘（三）　　　　緑が丘（四）　　　　

緑が丘（二）　　　　

緑が丘（六）　　　　

宮本町　　　　　　　

達布　　　　　　　　

岩見沢市役所　　　　

岩見沢駅　　　　　　

美唄市　　　　　　　

沼の内　　　　　　　

美唄　　　　　　　　

一心　　　　　　　　

二十一線　　　　　　

上美唄　　　　　　　

豊葦　　　　　　　　

峰樺　　　　　　　　

峰延　　　　　　　　

光珠内　　　　　　　

進徳　　　　　　　　

南美唄　　　　　　　

大願　　　　　　　　

三笠市　　　　　　　

一区　　　　　　　　

下中の沢　　　　　　

公園　　　　　　　　

桜井町　　　　　　　

三区　　　　　　　　

四区　　　　　　　　

上中の沢　　　　　　

西　　　　　　　　　

西三条　　　　　　　

西四条　　　　　　　

東　　　　　　　　　

東四条　　　　　　　
東二条　　　　　　　

南（三）　　　　　　

南（七）　　　　　　

南（二）　　　　　　

南（六）　　　　　　

二区　　　　　　　　

峰樺一区　　　　　　

峰樺三区　　　　　　

峰樺二区　　　　　　

北　　　　　　　　　

北（一）　　　　　　

一心町　　　　　　　

開発町　　　　　　　

光珠内町　　　　　　

進徳町　　　　　　　

川内　　　　　　　　

大願町　　　　　　　

大通り　　　　　　　

峰延町　　　　　　　

豊葦町　　　　　　　

沼の端　　　　　　　
南　　　　　　　　　 北（三）　　　　　　北（二）　　　　　　沼の内町　　　　　　

美唄市役所　　　　　

美唄駅　　　　　　　

光珠内駅　　　　　　

峰延駅　　　　　　　

三笠　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

幌内　　　　　　　　

唐松　　　　　　　　

桂沢　　　　　　　　

桂沢湖　　　　　　　

桂沢盤の沢　　　　　

奈良　　　　　　　　

榊町　　　　　　　　

多賀町　　　　　　　

唐松青山町　　　　　

奈良町　　　　　　　

幌内金谷町　　　　　

幌内住吉町　　　　　

幌内春日町　　　　　

幌内初音町　　　　　

幌内新栄町　　　　　

幌内町（一）　　　　
幌内町（三）　　　　幌内町（二）　　　　

幌内北星町　　　　　

有明町　　　　　　　

高美町　　　　　　　 清住町　　　　　　　唐松栄町（一）　　　
唐松常盤町　　　　　

唐松千代田町（一）　
唐松緑町　　　　　　

三笠市役所　　　　　

美唄川　　　　　　　

落合　　　　　　　　

盤の沢　　　　　　　

我路　　　　　　　　

東美唄　　　　　　　

清住　　　　　　　　

幾春別　　　　　　　

山手　　　　　　　　

美唄ＩＣ　　　　　　

東五条　　　　　　　

南（一）　　　　　　

南（五）　　　　　　

南美唄町　　　　　　

滝の上　　　　　　　

中央通り　　　　　　仲町　　　　　　　　

東七条　　　　　　　

東八条　　　　　　　
入初　　　　　　　　

我路町　　　　　　　

幾春別錦町（二）　　

幾春別栗丘町　　　　

幾春別山手町　　　　

幾春別千住町　　　　

幾春別川向町　　　　

幾春別滝見町　　　　

幾春別中島町　　　　

共練町東　　　　　　

西桂沢　　　　　　　
唐松栄町（三）　　　 唐松春光町　　　　　

唐松町（一）　　　　

唐松町（二）　　　　

東清住町　　　　　　

東美唄町　　　　　　

柏町　　　　　　　　美園町　　　　　　　

奔別新町　　　　　　
奔別町　　　　　　　

弥生花園町　　　　　
弥生橘町　　　　　　弥生桜木町　　　　　

弥生町（一）　　　　
弥生町（三）　　　　

弥生桃山町　　　　　

弥生藤枝町　　　　　

弥生並木町　　　　　

弥生柳町　　　　　　

落合町　　　　　　　

東明五条　　　　　　
東六条　　　　　　　

盤の沢町　　　　　　

岩見沢警察署
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美唄市　　　　　　　

茶志内　　　　　　　

産化美唄川　　　　　

北美唄　　　　　　　

中村　　　　　　　　

西美唄　　　　　　　

開発　　　　　　　　
沼の内　　　　　　　

癸己　　　　　　　　

中津　　　　　　　　

晩生内　　　　　　　

晩生内沢　　　　　　

岩村　　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

北一線　　　　　　　

西三線　　　　　　　

高島　　　　　　　　

浦臼町　　　　　　　

山形一区　　　　　　

南札比内　　　　　　

チャシュナイ　　　　

協和　　　　　　　　

元村一区　　　　　　
元村三区　　　　　　

元村四区　　　　　　

元村二区　　　　　　

元村美富　　　　　　

桜井　　　　　　　　

新中島　　　　　　　

親和　　　　　　　　

水田組　　　　　　　

西　　　　　　　　　

西一条　　　　　　　

西五条　　　　　　　

西三条　　　　　　　西四条　　　　　　　

東三条　　　　　　　

東二条　　　　　　　

南　　　　　　　　　 北　　　　　　　　　

北（九）　　　　　　

北（五）　　　　　　

北（三）　　　　　　

北（七）　　　　　　

北（八）　　　　　　

開発町　　　　　　　

沼の内町　　　　　　

上美唄町　　　　　　

西美唄町　　　　　　

茶志内町　　　　　　

中村町　　　　　　　

北美唄町　　　　　　

癸己町　　　　　　　

花月　　　　　　　　

▲ 浦臼山　　　　　　　
▲ 天狗鼻　　　　　　　

越中組　　　　　　　

於札内川　　　　　　

鶴沼　　　　　　　　

ピラ　　　　　　　　

十三号　　　　　　　

中島　　　　　　　　

黄臼内　　　　　　　

浦臼　　　　　　　　

浦臼内　　　　　　　

札的　　　　　　　　

奈井江町　　　　　　

浦臼沢　　　　　　　

金比羅　　　　　　　

集治監沢　　　　　　

十五号　　　　　　　

草原　　　　　　　　

袋地　　　　　　　　

鶴沼台　　　　　　　

奈井江　　　　　　　

浦臼町役場　　　　　

北海幹線用水路　　　

京極　　　　　　　　

奈井江川　　　　　　

東美唄　　　　　　　

東明　　　　　　　　

日東　　　　　　　　

美唄川　　　　　　　

上砂川町　　　　　　

東四条　　　　　　　

北（六）　　　　　　

一区　　　　　　　　

五区　　　　　　　　

三区　　　　　　　　

東七条　　　　　　　東明一条　　　　　　
東明三条　　　　　　東明四条　　　　　　

東明二条　　　　　　

二区　　　　　　　　

奔美唄　　　　　　　

東美唄町　　　　　　東明町　　　　　　　

日東町　　　　　　　

東奈井江　　　　　　

茶志内駅　　　　　　

砂川市　　　　　　　

文珠　　　　　　　　

ペンケウタシナイ川　

焼山　　　　　　　　

砂川　　　　　　　　

東豊沼　　　　　　　

豊沼奈江川　　　　　

▲ 豊平山　　　　　　　

奈江豊平川　　　　　 鶉　　　　　　　　　

上砂川　　　　　　　

▲ 妹ヶ瀬山　　　　　　

九号線　　　　　　　

奈井江　　　　　　　

厳島　　　　　　　　

向ヶ丘栄　　　　　　

西豊沼　　　　　　　

東二線　　　　　　　

奈井江砂川ＩＣ　　　

道央自動車道　　　　

下鶉　　　　　　　　

宮村　　　　　　　　

向ヶ丘栄町　　　　　

上砂川　　　　　　　

上砂川町　　　　　　

新泉町　　　　　　　

西六条　　　　　　　

大曲　　　　　　　　第三　　　　　　　　

第二　　　　　　　　

朝駒　　　　　　　　

東一条　　　　　　　

東町　　　　　　　　

東六条　　　　　　　

東鶉　　　　　　　　

奈井江町　　　　　　

奈江原野　　　　　　

南（四）　　　　　　

南（十一）　　　　　

南（十四）　　　　　

南（十八）　　　　　

南（二十一）　　　　

南（二十二）　　　　

南（八）　　　　　　

日の出一条　　　　　

白山　　　　　　　　

北（二）　　　　　　

北町　　　　　　　　

本町　　　　　　　　

緑が丘　　　　　　　

鶉本町　　　　　　　

宮城の沢　　　　　　

三砂町　　　　　　　

南吉野町　　　　　　

豊沼町　　　　　　　

北吉野町　　　　　　

高台　　　　　　　　

北光　　　　　　　　

奈井江町役場　　　　

砂川市役所　　　　　

上砂川町役場　　　　

砂川駅　　　　　　　

豊沼駅　　　　　　　

奈井江駅　　　　　　

美唄警察署
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徳富川　　　　　　　

砂金沢川　　　　　　

総富地川　　　　　　

総進　　　　　　　　

西一線　　　　　　　

大和　　　　　　　　

弥生　　　　　　　　

新生　　　　　　　　

尾白利加川　　　　　

▲ 小鷲峻山　　　　　　

学園　　　　　　　　

士寸川　　　　　　　

士寸　　　　　　　　

幌加尾白利加川　　　

美沢　　　　　　　　

赤平市　　　　　　　

歌志内市　　　　　　

一の沢　　　　　　　

石山公園　　　　　　

空知太　　　　　　　

空知川　　　　　　　

富平　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

東滝川　　　　　　　

根室本線　　　　　　

南滝の川　　　　　　

東　　　　　　　　　

滝川　　　　　　　　

朝日　　　　　　　　

三丁目　　　　　　　

石狩川　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

新十津川　　　　　　
中央　　　　　　　　

滝川ＩＣ　　　　　　

函館本線　　　　　　

砂川ＨＯ　　　　　　

住吉町　　　　　　　

西（三）　　　　　　

西一条（三）　　　　

西五条（五）　　　　

西三条（五）　　　　西二条（四）　　　　

西六条（七）　　　　

東（五）　　　　　　

東（三）　　　　　　

東一条（四）　　　　

東一条（二）　　　　

東三条（五）　　　　

東三条（二）　　　　

東四条（四）　　　　

東二条（一）　　　　

東二条（三）　　　　

北（十四）　　　　　

北（十八）　　　　　

北（十六）　　　　　

北（二十）　　　　　

すずらん団地　　　　

一の坂町西（三）　　

一の坂町東（三）　　

栄町（三）　　　　　

黄金町西（四）　　　

黄金町西（二）　　　

黄金町東（一）　　　

黄金町東（三）　　　

花月町（二）　　　　

空知町（一）　　　　

空知町（三）　　　　

幸町（一）　　　　　

幸町（四）　　　　　

幸町（二）　　　　　

新石山団地　　　　　

新町（一）　　　　　新町（五）　　　　　新町（三）　　　　　

西町（五）　　　　　
西町（二）　　　　　

西町（八）　　　　　

石山団地　　　　　　

扇町（一）　　　　　

扇町（三）　　　　　

泉町　　　　　　　　泉町（一）　　　　　

大町（五）　　　　　

大町（三）　　　　　

滝の川町東（一）　　

中島町　　　　　　　

中島町（一）　　　　

中島町（五）　　　　

中島町（三）　　　　

中島町（四）　　　　

中島町（二）　　　　

朝日町西（四）　　　

朝日町西（二）　　　

朝日町東（一）　　　

朝日町東（三）　　　

東滝川町（三）　　　

東町（四）　　　　　

東町（二）　　　　　

東町（八）　　　　　

東町（六）　　　　　

二の坂町西（二）　　

二の坂町東（一）　　

文京町（二）　　　　

北光団地　　　　　　

本町（一）　　　　　

本町（五）　　　　　

本町（三）　　　　　

明神町（三）　　　　

有明町（四）　　　　

有明町（二）　　　　 流通団地（一）　　　

流通団地（三）　　　

緑町（一）　　　　　

緑町（五）　　　　　

緑町（三）　　　　　

緑町（七）　　　　　

滝の川町西（一）　　滝の川町東（三）　　

砂川ＳＡスマートＩＣ

新十津川町役場　　　

滝川市役所　　　　　

滝川駅　　　　　　　

東滝川駅　　　　　　

深川市　　　　　　　

稲田　　　　　　　　

西滝川　　　　　　　

北滝の川　　　　　　

九丁目　　　　　　　

江部乙　　　　　　　

十五丁目　　　　　　

足島　　　　　　　　

学田　　　　　　　　

南竜　　　　　　　　

尾白利加　　　　　　

平和　　　　　　　　

伏古　　　　　　　　

雨竜　　　　　　　　

雨竜市街　　　　　　

基線　　　　　　　　

妹背牛町　　　　　　

滝川市　　　　　　　

二丁目　　　　　　　

出島　　　　　　　　

西（九）　　　　　　

西（五）　　　　　　

西（七）　　　　　　

西（十一）　　　　　

西（十五）　　　　　

西（十三）　　　　　

西（十八）　　　　　

西（十六）　　　　　

西（八）　　　　　　

西（六）　　　　　　

池の前　　　　　　　

東（七）　　　　　　

東（十）　　　　　　

東（十九）　　　　　

東（十四）　　　　　

東（十七）　　　　　

東（十二）　　　　　

東（八）　　　　　　
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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▲


