
古井　　　　　　　　 二ノ宮　　　　　　　
船底　　　　　　　　田平　　　　　　　　

品野　　　　　　　　 阿野　　　　　　　　柳水庵　　　　　　　木屋浦　　　　　　　

持部　　　　　　　　柿谷　　　　　　　　
大鹿　　　　　　　　

宗田　　　　　　　　
愛後　　　　　　　　

高野尾　　　　　　　

川俣　　　　　　　　 恵美子　　　　　　　湯下　　　　　　　　 古土地　　　　　　　

樋山地　　　　　　　

土井奥　　　　　　　

桑村　　　　　　　　

近久　　　　　　　　

学　　　　　　　　　

森藤　　　　　　　　忌部　　　　　　　　宮島　　　　　　　　
川島　　　　　　　　伊賀々志　　　　　　山瀬　　　　　　　　 呉島　　　　　　　　

吉野川市　　　　　　

三ッ島　　　　　　　

飯尾　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

西麻植　　　　　　　 吉野川　　　　　　　

粟島　　　　　　　　

江川　　　　　　　　

王地　　　　　　　　
勝命　　　　　　　　

知恵島　　　　　　　
香美　　　　　　　　谷島　　　　　　　　

神山町　　　　　　　

徳島線　　　　　　　

山川町坂田　　　　　

山川町祗園　　　　　

一里松　　　　　　　

奥丸　　　　　　　　

吉本　　　　　　　　
久保田　　　　　　　

宮倉　　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

栗木　　　　　　　　

月野　　　　　　　　

源光寺　　　　　　　

呉郷　　　　　　　　

向原　　　　　　　　

広畑　　　　　　　　

高ノ原　　　　　　　

黒木　　　　　　　　

刷石　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

四ッ屋　　　　　　　

芝生　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

住吉本　　　　　　　

重野尾　　　　　　　

春日免　　　　　　　

照尾　　　　　　　　

乗島　　　　　　　　

新開地　　　　　　　

神後　　　　　　　　

神島　　　　　　　　

神木　　　　　　　　

西出目　　　　　　　

西知恵島　　　　　　

西野神　　　　　　　

石堂　　　　　　　　

川島岡山　　　　　　

善入寺　　　　　　　

多津美　　　　　　　

大戸井　　　　　　　

大神　　　　　　　　

鷹ノ巣　　　　　　　

鍛治屋敷　　　　　　

壇　　　　　　　　　

檀ノ原　　　　　　　

中須賀　　　　　　　

中西　　　　　　　　

張　　　　　　　　　

長原　　　　　　　　

長池　　　　　　　　

殿河　　　　　　　　

殿郷　　　　　　　　

田渕　　　　　　　　

渡り　　　　　　　　

唐戸　　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

東山峠　　　　　　　

東森藤　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

鳶ヶ巣　　　　　　　

奈良　　　　　　　　

南新町　　　　　　　

南部　　　　　　　　

日和女　　　　　　　

八幡本　　　　　　　

飯尾東部　　　　　　

樋口　　　　　　　　

敷地奥　　　　　　　

平　　　　　　　　　

平倉　　　　　　　　峰八　　　　　　　　

北須賀　　　　　　　

麻植市　　　　　　　

毛無　　　　　　　　

六坊　　　　　　　　

栩谷　　　　　　　　

釿原　　　　　　　　

阿波町南谷島　　　　

鴨島町鴨島　　　　　

鴨島町上下島　　　　

鴨島町中島　　　　　

鴨島町内原　　　　　

山川町忌部山　　　　

山川町宮北　　　　　

山川町諏訪　　　　　

山川町西久保　　　　
山川町西麓　　　　　

山川町天神　　　　　

山川町東麓　　　　　

川島町宮島　　　　　

川島町児島　　　　　

川島町川島　　　　　

大塚　　　　　　　　

長塚　　　　　　　　
桑村岡山　　　　　　

川島町桑村　　　　　

王子前　　　　　　　
郷社本　　　　　　　江ノ島　　　　　　　 蛭子　　　　　　　　阿波町勝命北　　　　

吉野川市役所　　　　

学駅　　　　　　　　

山瀬駅　　　　　　　
阿波川島駅　　　　　

西麻植駅　　　　　　
鴨島駅　　　　　　　

阿波市　　　　　　　

遅越　　　　　　　　

仁賀木　　　　　　　
岩野　　　　　　　　

白水　　　　　　　　

犬墓　　　　　　　　

日開谷　　　　　　　

大北　　　　　　　　

切幡寺　　　　　　　

切幡　　　　　　　　

伊月　　　　　　　　

大野島　　　　　　　

末広　　　　　　　　
興崎　　　　　　　　

尾開　　　　　　　　

上喜来　　　　　　　

大俣　　　　　　　　

下喜来　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

柿原　　　　　　　　

ヒロナカ　　　　　　

渋毛　　　　　　　　

上藤原　　　　　　　

椙尾　　　　　　　　

郡　　　　　　　　　

水田　　　　　　　　

成当　　　　　　　　

秋月　　　　　　　　

金地　　　　　　　　

法林地　　　　　　　

土成　　　　　　　　

山分　　　　　　　　

山王子　　　　　　　

樫原　　　　　　　　

浦池　　　　　　　　

九頭宇　　　　　　　

八町　　　　　　　　

宮川内　　　　　　　

見坂　　　　　　　　

御所　　　　　　　　

上板町　　　　　　　

徳島自動車道　　　　

土成ＩＣ　　　　　　

阿波町山尻　　　　　

シノ原　　　　　　　

ノタ原　　　　　　　

為後　　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

宇佐　　　　　　　　

円定　　　　　　　　

奥日開谷　　　　　　

下藤原　　　　　　　
開ノ口　　　　　　　

寒方　　　　　　　　

岸ノ下　　　　　　　

頑城地　　　　　　　

吉友　　　　　　　　

久光　　　　　　　　

宮ノ西　　　　　　　

窪二俣　　　　　　　

原田市　　　　　　　

古田　　　　　　　　

御幸ノ北　　　　　　

行峯　　　　　　　　

座主　　　　　　　　

出口　　　　　　　　
小笠　　　　　　　　

小月　　　　　　　　

小島　　　　　　　　
上野段　　　　　　　

植松　　　　　　　　
神ノ木　　　　　　　

正田　　　　　　　　

川原田　　　　　　　

相坂　　　　　　　　

大開　　　　　　　　

大月　　　　　　　　

大場　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

池ノ本　　　　　　　

中郡　　　　　　　　
町筋　　　　　　　　

追分　　　　　　　　

貞久　　　　　　　　

定松　　　　　　　　

東原　　　　　　　　

南郡　　　　　　　　

南分　　　　　　　　

日吉　　　　　　　　

箸供養　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

平地　　　　　　　　

北原　　　　　　　　

北二条　　　　　　　

北分　　　　　　　　

野神　　　　　　　　

野田原　　　　　　　

鈴川　　　　　　　　

阿波町下喜来南　　　
阿波町清原　　　　　

市場町山野上　　　　

市場町市場　　　　　

土成町宮川内　　　　

相栗　　　　　　　　

尾境　　　　　　　　
養瀬　　　　　　　　 一ノ坂　　　　　　　

佐那河内村　　　　　
福原　　　　　　　　

本名　　　　　　　　

鬼籠野　　　　　　　

馬地　　　　　　　　

猪ノ頭　　　　　　　

▲ 東龍王山　　　　　　

南丁　　　　　　　　大地　　　　　　　　

峯長瀬　　　　　　　

広野　　　　　　　　

臼嶽　　　　　　　　

下地　　　　　　　　

南行者野　　　　　　

折木　　　　　　　　

一ノ宮　　　　　　　

歯ノ辻　　　　　　　
入田　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

鮎喰川　　　　　　　

倉目　　　　　　　　

濃家　　　　　　　　

月ノ宮　　　　　　　 延命　　　　　　　　

内ノ御田　　　　　　

徳島市　　　　　　　
名東　　　　　　　　

石井町　　　　　　　

上浦　　　　　　　　 早淵　　　　　　　　

中　　　　　　　　　

浦庄　　　　　　　　

重松　　　　　　　　 府中　　　　　　　　麻植塚　　　　　　　

石井　　　　　　　　
国実　　　　　　　　

南島　　　　　　　　
和田　　　　　　　　

高川原　　　　　　　

日開　　　　　　　　

敷地　　　　　　　　

高原　　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

平島　　　　　　　　

井ノ谷　　　　　　　

寺谷　　　　　　　　

しらさぎ台団地　　　

安都真　　　　　　　

雨返　　　　　　　　

下浦　　　　　　　　

河口　　　　　　　　

海先　　　　　　　　

笠置　　　　　　　　

岸ノ上　　　　　　　

寄道　　　　　　　　

橘谷　　　　　　　　

宮間　　　　　　　　

玉取　　　　　　　　

金治　　　　　　　　

駒坂　　　　　　　　

桑上　　　　　　　　

五反地　　　　　　　

高屋敷　　　　　　　
高白　　　　　　　　

国中　　　　　　　　

山路　　　　　　　　

市楽　　　　　　　　

自彊　　　　　　　　

城ノ内　　　　　　　

城西台団地　　　　　

杉次郎　　　　　　　

西光寺　　　　　　　

石井　　　　　　　　

大久　　　　　　　　

大万　　　　　　　　

地野々　　　　　　　

池東　　　　　　　　

中峯　　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

辻川　　　　　　　　

天ノ原　　　　　　　

田ノ窪　　　　　　　

東丁　　　　　　　　

内谷　　　　　　　　

南倉目　　　　　　　

南馬喰草　　　　　　

二本木　　　　　　　

尼寺　　　　　　　　

日和田　　　　　　　

八本松　　　　　　　

方子　　　　　　　　

北倉目　　　　　　　

北島　　　　　　　　

本條　　　　　　　　

名田河　　　　　　　

木留　　　　　　　　
利包　　　　　　　　

梁谷　　　　　　　　

鋏谷　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　

国府町　　　　　　　

西矢野　　　　　　　

南岩延　　　　　　　

入田町　　　　　　　

中塚　　　　　　　　

桜間　　　　　　　　
西高原　　　　　　　

池北　　　　　　　　 天神　　　　　　　　 北道　　　　　　　　
箕手　　　　　　　　

北岩延　　　　　　　

石井町役場　　　　　

下浦駅　　　　　　　

石井駅　　　　　　　

府中駅　　　　　　　
麻植塚駅　　　　　　

牛島駅　　　　　　　

先須賀　　　　　　　
加茂野　　　　　　　

花園　　　　　　　　

桑島　　　　　　　　

西覚円　　　　　　　 不動西　　　　　　　
芝原　　　　　　　　藍畑　　　　　　　　

井内　　　　　　　　
中須　　　　　　　　

不動北　　　　　　　

東黒田　　　　　　　

第十　　　　　　　　
庄境　　　　　　　　

西條　　　　　　　　

瀬部　　　　　　　　 西黒田　　　　　　　
高瀬　　　　　　　　

五條　　　　　　　　

六條　　　　　　　　
姥御前　　　　　　　

佐藤塚　　　　　　　

仁界　　　　　　　　 徳命　　　　　　　　

祖母ヶ島　　　　　　
七條　　　　　　　　

上板　　　　　　　　引野　　　　　　　　

西中富　　　　　　　

東中富　　　　　　　

下庄　　　　　　　　
藍住　　　　　　　　

小柿　　　　　　　　 矢武　　　　　　　　唐園　　　　　　　　 藍住町　　　　　　　

古城　　　　　　　　

羅漢　　　　　　　　
泉谷　　　　　　　　

大寺　　　　　　　　

大山　　　　　　　　神宅　　　　　　　　 富吉　　　　　　　　

那東　　　　　　　　 乙瀬　　　　　　　　
岡ノ宮　　　　　　　

犬伏　　　　　　　　
黒谷　　　　　　　　 板野　　　　　　　　

川端　　　　　　　　

大山畑　　　　　　　

関柱　　　　　　　　

藍住ＩＣ　　　　　　

板野ＩＣ　　　　　　

井ノ元　　　　　　　
榎島　　　　　　　　

奥郷　　　　　　　　

岡ノ川原　　　　　　
樫山　　　　　　　　

乾　　　　　　　　　

吉野町五条　　　　　

吉野町西条　　　　　

宮ノ本　　　　　　　

熊ノ庄　　　　　　　

栗ノ木　　　　　　　

元原　　　　　　　　

元村　　　　　　　　

原市　　　　　　　　

原西　　　　　　　　

原東　　　　　　　　

古川　　　　　　　　

古町　　　　　　　　

古北村　　　　　　　

高樹　　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

山下　　　　　　　　

山畑　　　　　　　　

出来地　　　　　　　

春日　　　　　　　　

小路　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

神楽免　　　　　　　

神明　　　　　　　　

成瀬　　　　　　　　

西　　　　　　　　　

西高輪　　　　　　　

西沢　　　　　　　　

西傍示　　　　　　　

青木　　　　　　　　

川原場　　　　　　　

川西　　　　　　　　

川端新田　　　　　　

前須　　　　　　　　

前川　　　　　　　　

蔵佐　　　　　　　　

大山町　　　　　　　

大寺新田　　　　　　

大南　　　　　　　　

大北村　　　　　　　

瀧ノ宮　　　　　　　

地家　　　　　　　　

竹瀬　　　　　　　　

中小路　　　　　　　

中庄　　　　　　　　

中北　　　　　　　　

猪熊　　　　　　　　

町口　　　　　　　　

直道　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

天神屋敷　　　　　　

殿宮　　　　　　　　 唐ノ口　　　　　　　

東覚円　　　　　　　

東高輪　　　　　　　

東傍示　　　　　　　

当部　　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

南芝原　　　　　　　

南傍示　　　　　　　

楠ノ本　　　　　　　

楠本　　　　　　　　

日出家　　　　　　　

北高瀬　　　　　　　

北傍示　　　　　　　本郷　　　　　　　　

名田　　　　　　　　

門井　　　　　　　　

門田　　　　　　　　

矢上前　　　　　　　

柚ノ木　　　　　　　

竜王　　　　　　　　

龍池　　　　　　　　

下六條　　　　　　　

高磯　　　　　　　　

佐野塚　　　　　　　

松谷　　　　　　　　

上六條　　　　　　　

吹田　　　　　　　　

大麻町　　　　　　　

第十新田　　　　　　

鍛冶屋原　　　　　　

中久保　　　　　　　椎本　　　　　　　　

不動北町　　　　　　

小塚　　　　　　　　

上板町役場　　　　　

藍住町役場　　　　　

板野町役場　　　　　
板野駅　　　　　　　

阿波川端駅　　　　　

阿波吉野川警察署

193

318

245

31

43

242

238

125

192

244

240

2

237

239

12

122
30

138

246

2

237

318

139 12

15

236

235
39

138

21

207

438

20

208

123

240 192

231 34

206230

29

232

30

124

30

34

230

29

15122

1

235

234

139

12

137

14

225
39

38

   1/50000

513402＊13

5134(15)
30

20

31

21

5134(16)
10

00

11

01

5034(13)
70

60

71

61

5134(11)
32

22

33

23

513412

513402

513413

513403

5134(12)
12

02

13

03

5034(9)
72

62

73

63

5134(8)
14

04

15

05

5034(5)
74

64

75

65

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▲



生谷　　　　　　　　友常　　　　　　　　 久田　　　　　　　　

新野　　　　　　　　
廿枝　　　　　　　　

室ノ久保　　　　　　
西光寺　　　　　　　

馬場　　　　　　　　
南川　　　　　　　　

和食郷　　　　　　　

助友　　　　　　　　
日ノ浦　　　　　　　

北地　　　　　　　　

東内　　　　　　　　

桑野川　　　　　　　津ノ末　　　　　　　

▲ 太竜寺山　　　　　　 阿瀬比　　　　　　　 蛋石谷　　　　　　　
北山　　　　　　　　

桑野　　　　　　　　

大地　　　　　　　　

明谷　　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

水井　　　　　　　　 上荒井　　　　　　　

十八女　　　　　　　

熊谷　　　　　　　　

三倉　　　　　　　　

吉井　　　　　　　　

宮内　　　　　　　　勝浦町　　　　　　　

細野町　　　　　　　

とふめん　　　　　　

安行　　　　　　　　

臼台　　　　　　　　

浦ノ内　　　　　　　

岡花　　　　　　　　

下司名　　　　　　　

貝ノ河　　　　　　　

宮ノ久保　　　　　　

橋川　　　　　　　　

古津　　　　　　　　

若杉　　　　　　　　

秋山　　　　　　　　

小延　　　　　　　　

清貞　　　　　　　　

生杉　　　　　　　　

西加茂　　　　　　　

西山　　　　　　　　

西重友　　　　　　　

川西　　　　　　　　

川内　　　　　　　　

倉野　　　　　　　　

醍醐　　　　　　　　

段　　　　　　　　　

池ノ内　　　　　　　

中富　　　　　　　　仲分　　　　　　　　

田舎谷　　　　　　　

田野　　　　　　　　

唐杉　　　　　　　　

東加茂　　　　　　　

東山　　　　　　　　

東重友　　　　　　　

筒崎　　　　　　　　

南谷　　　　　　　　

廿ケ谷　　　　　　　

廿歩　　　　　　　　

入田　　　　　　　　

八幡原　　　　　　　

蛭地　　　　　　　　

片山　　　　　　　　

北谷　　　　　　　　

湊　　　　　　　　　

木戸　　　　　　　　

嵐谷　　　　　　　　

藁野　　　　　　　　

阿瀬比町　　　　　　

下大野町　　　　　　

加茂町　　　　　　　

熊谷町　　　　　　　

桑野町　　　　　　　

山口町　　　　　　　

十八女町　　　　　　

新野町　　　　　　　

水井町　　　　　　　

大井町　　　　　　　

長生町　　　　　　　

吉井町　　　　　　　

新野駅　　　　　　　

桑野駅　　　　　　　

楠根　　　　　　　　

生名　　　　　　　　
上中　　　　　　　　勝浦　　　　　　　　久国　　　　　　　　 中大野　　　　　　　

下大野　　　　　　　

上大野　　　　　　　

南島　　　　　　　　
中角　　　　　　　　

星谷　　　　　　　　

西岡　　　　　　　　 持井　　　　　　　　
岩脇　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

今山　　　　　　　　

沼江　　　　　　　　

大柳　　　　　　　　
櫛渕　　　　　　　　石原　　　　　　　　

勝浦川　　　　　　　

▲ 中津峰山　　　　　　

立江　　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

中津峰　　　　　　　 飯谷　　　　　　　　

小松島市　　　　　　
赤石　　　　　　　　

沖野　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

多家良　　　　　　　
日ノ地　　　　　　　

犬飼　　　　　　　　

芝生　　　　　　　　

金磯　　　　　　　　

横須　　　　　　　　
田浦　　　　　　　　

小松島港　　　　　　

蔭地　　　　　　　　

奥山　　　　　　　　

奥條　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

桶田　　　　　　　　

恩山寺谷　　　　　　

掛谷　　　　　　　　
萱原　　　　　　　　

久留米田　　　　　　

宮ノ下　　　　　　　

宮ノ内　　　　　　　

宮免　　　　　　　　

牛屋谷　　　　　　　

金石　　　　　　　　

金島　　　　　　　　

喰味谷　　　　　　　

剣谷　　　　　　　　

江ノ上　　　　　　　

溝ノ木　　　　　　　

佐山　　　　　　　　

三原　　　　　　　　

三条　　　　　　　　山條　　　　　　　　

仕出　　　　　　　　

持井　　　　　　　　

鹿ノ首　　　　　　　

七浦　　　　　　　　

柴根　　　　　　　　

春日野　　　　　　　小竹　　　　　　　　

小田ノ浦　　　　　　

小路地　　　　　　　

上條　　　　　　　　
城之内　　　　　　　

森ノ本　　　　　　　

森時　　　　　　　　

勢合　　　　　　　　

清松　　　　　　　　

西居屋敷　　　　　　

西春日野　　　　　　

西分　　　　　　　　

西方　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

前山　　　　　　　　

大栗　　　　　　　　

大野原　　　　　　　

池谷　　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

中小路　　　　　　　

中津峯　　　　　　　

長田　　　　　　　　

鳥居本　　　　　　　

津越　　　　　　　　

坪野　　　　　　　　

土手町　　　　　　　

東居屋敷　　　　　　

湯谷　　　　　　　　

鍋寺　　　　　　　　

南島　　　　　　　　

南條　　　　　　　　

楠上　　　　　　　　

入江町　　　　　　　

畑田　　　　　　　　

八多山　　　　　　　

平田　　　　　　　　

弁天前　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

万代　　　　　　　　

椋ノ本　　　　　　　

明見　　　　　　　　

野上　　　　　　　　

野神　　　　　　　　

友広　　　　　　　　

緑松　　　　　　　　

羽ノ浦町　　　　　　

金磯町　　　　　　　

櫛渕町　　　　　　　

芝生町　　　　　　　

上大野町　　　　　　

深瀬町　　　　　　　

赤石町　　　　　　　

多家良町　　　　　　

大林町　　　　　　　

中大野町　　　　　　

田浦町　　　　　　　

田野町　　　　　　　

楠根町　　　　　　　

八多町　　　　　　　

飯谷町　　　　　　　

豊浦町　　　　　　　

立江町　　　　　　　

岩金　　　　　　　　

近里　　　　　　　　今里　　　　　　　　
北原　　　　　　　　 横須町　　　　　　　

小松島町　　　　　　
丈六町　　　　　　　

新居見町　　　　　　

勝浦町役場　　　　　

立江駅　　　　　　　

阿波赤石駅　　　　　

椿地　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

椿泊　　　　　　　　

小杭　　　　　　　　

カダチノ鼻　　　　　
小吹川原　　　　　　椿泊　　　　　　　　

燧崎　　　　　　　　

小曲　　　　　　　　

後戸　　　　　　　　

舞子島　　　　　　　

マツガシノ鼻　　　　大原　　　　　　　　

野々島　　　　　　　

鵠　　　　　　　　　

小勝島　　　　　　　

高島　　　　　　　　

橘港　　　　　　　　
橘　　　　　　　　　

戎山　　　　　　　　新浜　　　　　　　　

津乃峰　　　　　　　
大潟　　　　　　　　

林崎　　　　　　　　南林　　　　　　　　
津峯スカイライン　　

見能方　　　　　　　
北の脇　　　　　　　山田　　　　　　　　

見能林　　　　　　　

牛屋崎　　　　　　　
中林　　　　　　　　

学原　　　　　　　　

井関　　　　　　　　
本庄　　　　　　　　 富岡　　　　　　　　

畭　　　　　　　　　

長生　　　　　　　　

阿南市　　　　　　　

会下　　　　　　　　

櫛ヶ谷　　　　　　　

袴傍示　　　　　　　

幸野　　　　　　　　

江ノ浦　　　　　　　

荒神ノ上　　　　　　

香　　　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

汐谷　　　　　　　　

小曲り　　　　　　　

成松　　　　　　　　

西浜　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

石仏　　　　　　　　

赤崎　　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

大曲り　　　　　　　

大江　　　　　　　　

大深原　　　　　　　
谷ノ浦　　　　　　　

竹ノ内　　　　　　　

中浦　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

田ノ浦　　　　　　　

東中浜　　　　　　　

那波江　　　　　　　

米島　　　　　　　　

豊浜　　　　　　　　

袙　　　　　　　　　

学原町　　　　　　　

橘町　　　　　　　　

見能林町　　　　　　

才見町　　　　　　　

大潟町　　　　　　　

中林町　　　　　　　

津乃峰町　　　　　　

椿泊町　　　　　　　

内原町　　　　　　　

下荒井　　　　　　　
石橋　　　　　　　　

日開野町　　　　　　
富岡町　　　　　　　

阿波橘駅　　　　　　

見能林駅　　　　　　

阿南駅　　　　　　　

領家　　　　　　　　宝田　　　　　　　　 阿南　　　　　　　　

福村　　　　　　　　

横見　　　　　　　　
富岡港　　　　　　　

出来　　　　　　　　

柳島　　　　　　　　
辰巳　　　　　　　　

赤池　　　　　　　　

古庄　　　　　　　　西原　　　　　　　　

出島　　　　　　　　

中庄　　　　　　　　

芳崎　　　　　　　　

今津浦　　　　　　　
黒地　　　　　　　　

宮倉　　　　　　　　 敷地　　　　　　　　

小廷　　　　　　　　

江野島　　　　　　　

坂野　　　　　　　　

島尻　　　　　　　　

刈屋　　　　　　　　

和田津開　　　　　　

和田島　　　　　　　

上中町　　　　　　　

和田津開町　　　　　

伊月　　　　　　　　
円地畭　　　　　　　

苅屋　　　　　　　　

願能地　　　　　　　

原　　　　　　　　　

工地　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

高川原　　　　　　　今市　　　　　　　　

三栗　　　　　　　　

手島　　　　　　　　

松田新田　　　　　　

上苅屋　　　　　　　上福井　　　　　　　

色ケ島　　　　　　　

勢以元　　　　　　　

清水　　　　　　　　

川原　　　　　　　　

大京原　　　　　　　

大場　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

長岡　　　　　　　　長岡東　　　　　　　

東新開　　　　　　　

日向　　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

平見　　　　　　　　

豊香野　　　　　　　

北中島　　　　　　　

明神北　　　　　　　

目佐　　　　　　　　

立善寺　　　　　　　

横見町　　　　　　　

間新田町　　　　　　

原ヶ崎町　　　　　　
向原町　　　　　　　

黒津地町　　　　　　

坂野町　　　　　　　

七見町　　　　　　　

住吉町　　　　　　　

出来町　　　　　　　

西路見町　　　　　　

那賀川町　　　　　　

福村町　　　　　　　

宝田町　　　　　　　

柳島町　　　　　　　

領家町　　　　　　　
畭町　　　　　　　　

浜塚　　　　　　　　

明神東　　　　　　　

阿南市役所　　　　　

阿波中島駅　　　　　

西原駅　　　　　　　

羽ノ浦駅　　　　　　

小松島警察署

阿南警察署
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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▲



小松島　　　　　　　

丈六　　　　　　　　高曽根　　　　　　　
渋野　　　　　　　　

小松島港　　　　　　

小松島市　　　　　　

方上　　　　　　　　

星河内　　　　　　　

大神子　　　　　　　
西須賀　　　　　　　

大原　　　　　　　　
上八万　　　　　　　

大崎　　　　　　　　勝浦川　　　　　　　論田　　　　　　　　

法花　　　　　　　　

牟岐線　　　　　　　八万　　　　　　　　

新浜　　　　　　　　

山城　　　　　　　　

沖浜　　　　　　　　

中津浦　　　　　　　

沖洲　　　　　　　　

加茂名　　　　　　　
徳島　　　　　　　　

鮎喰　　　　　　　　

金沢　　　　　　　　
城東　　　　　　　　

佐古　　　　　　　　
蔵本　　　　　　　　

国府　　　　　　　　

吉野川　　　　　　　

文化の森ＩＣ　　　　
法花ＩＣ　　　　　　

上八万ＩＣ　　　　　
上中筋　　　　　　　

名東町　　　　　　　

伊予王子　　　　　　

夷山　　　　　　　　

榎原外　　　　　　　

下中筋　　　　　　　

下福万　　　　　　　

花房　　　　　　　　

外籠　　　　　　　　

学頭　　　　　　　　

吉野本町　　　　　　

宮ノ谷　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

栗田　　　　　　　　

犬山　　　　　　　　

県前　　　　　　　　

元根井　　　　　　　

原田　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

向寺山　　　　　　　

根井　　　　　　　　

桜馬場　　　　　　　

三ッ岩　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

寺島本町東　　　　　

助任橋　　　　　　　助任本町　　　　　　

小神子　　　　　　　

上福万　　　　　　　

新貝　　　　　　　　

新港　　　　　　　　

西奥　　　　　　　　

西新町　　　　　　　
西大工町　　　　　　

千鳥　　　　　　　　

川南　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　
大野　　　　　　　　

池ノ内　　　　　　　

中内　　　　　　　　

通町　　　　　　　　

辻西　　　　　　　　

東新町　　　　　　　東大工町　　　　　　

徳島町　　　　　　　

楠木野旗　　　　　　

入野　　　　　　　　

尾羽丁　　　　　　　

富田橋　　　　　　　

敷地前　　　　　　　

片志　　　　　　　　

法花谷　　　　　　　

房浜　　　　　　　　

又新堤　　　　　　　

門口　　　　　　　　

籠　　　　　　　　　

鮎喰町　　　　　　　

安宅（一）　　　　　
安宅（三）　　　　　安宅（二）　　　　　

伊賀町　　　　　　　

一番町　　　　　　　

沖浜町　　　　　　　

加茂名町　　　　　　

金沢（一）　　　　　
金沢（二）　　　　　

江田町　　　　　　　

佐古四番町　　　　　佐古二番町　　　　　佐古八番町　　　　　佐古六番町　　　　　

雑賀町　　　　　　　

三軒屋町　　　　　　

山城町　　　　　　　

秋田町　　　　　　　

住吉（一）　　　　　

住吉（五）　　　　　

住吉（三）　　　　　

住吉（四）　　　　　

住吉（二）　　　　　住吉（六）　　　　　

渋野町　　　　　　　

出来島本町　　　　　

勝占町　　　　　　　

小松島町　　　　　　

庄町　　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

松島町　　　　　　　

上八万町　　　　　　

丈六町　　　　　　　

城南町（一）　　　　

城南町（三）　　　　

新蔵町　　　　　　　

新南福島　　　　　　

新浜町（一）　　　　

新浜町（三）　　　　

新浜町（四）　　　　

新浜町（二）　　　　

新浜本町（一）　　　
新浜本町（三）　　　

神田瀬町　　　　　　

西新浜町（一）　　　

西新浜町（二）　　　

西須賀町　　　　　　

前原町　　　　　　　

蔵本元町　　　　　　

蔵本町　　　　　　　

大原町　　　　　　　

大松町　　　　　　　

大谷町　　　　　　　

大道　　　　　　　　

大和町（一）　　　　

中郷町　　　　　　　

中洲町　　　　　　　

中昭和町　　　　　　

中常三島町　　　　　
中前川町　　　　　　

中田町　　　　　　　

中徳島町　　　　　　

津田海岸町　　　　　

津田西町（一）　　　

津田西町（二）　　　
津田町（一）　　　　

津田町（四）　　　　

津田町（二）　　　　

津田浜之町　　　　　

津田本町（一）　　　

津田本町（五）　　　

津田本町（三）　　　

東沖洲（一）　　　　

東沖洲（二）　　　　

徳島本町　　　　　　

南沖洲（一）　　　　

南沖洲（五）　　　　

南沖洲（三）　　　　

南佐古一番町　　　　

南佐古五番町　　　　南佐古三番町　　　　南佐古七番町　　　　 南出来島町　　　　　

南小松島町　　　　　

南庄町　　　　　　　

南昭和町　　　　　　

南常三島町　　　　　
南前川町　　　　　　

南蔵本町　　　　　　

南島田町　　　　　　

南内町　　　　　　　

南二軒屋町（二）　　

南末広町　　　　　　

南矢三町（一）　　　

八万町　　　　　　　

福島（一）　　　　　
福島（二）　　　　　

方上町　　　　　　　

北沖洲（一）　　　　
北沖洲（三）　　　　北沖洲（四）　　　　

北沖洲（二）　　　　

北佐古一番町　　　　

北山町　　　　　　　

北常三島町　　　　　北前川町　　　　　　

堀川町　　　　　　　

末広（一）　　　　　

末広（五）　　　　　

末広（三）　　　　　

万代町　　　　　　　

論田町　　　　　　　

下助任町　　　　　　

中吉野町　　　　　　
中島田町　　　　　　

東吉野町　　　　　　

南田宮（一）　　　　南田宮（三）　　　　南田宮（四）　　　　
南田宮（二）　　　　

南矢三町（三）　　　南矢三町（二）　　　北佐古二番町　　　　

北矢三町（一）　　　

徳島沖洲ＩＣ　　　　

徳島津田ＩＣ　　　　

小松島市役所　　　　

徳島市役所　　　　　

徳島県庁　　　　　　

南小松島駅　　　　　

中田駅　　　　　　　

地蔵橋駅　　　　　　

二軒屋駅　　　　　　

徳島駅　　　　　　　

蔵本駅　　　　　　　
佐古駅　　　　　　　

文化の森駅　　　　　

阿波富田駅　　　　　

鮎喰駅　　　　　　　

助任　　　　　　　　
北島田　　　　　　　

北田宮　　　　　　　 小松　　　　　　　　

旭野　　　　　　　　
不動本町　　　　　　

小松海岸　　　　　　鶴島　　　　　　　　

富吉　　　　　　　　

川内町　　　　　　　平石　　　　　　　　
東貞方　　　　　　　 長原　　　　　　　　

米津　　　　　　　　

鯛浜　　　　　　　　

西貞方　　　　　　　
大松　　　　　　　　吉成　　　　　　　　

豊岡　　　　　　　　

江尻　　　　　　　　

北島　　　　　　　　

加賀須野　　　　　　
今切川　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

勝瑞　　　　　　　　 北島町　　　　　　　
松茂　　　　　　　　広島　　　　　　　　

松茂町　　　　　　　
太郎八須　　　　　　矢上　　　　　　　　

旧吉野川　　　　　　

馬詰　　　　　　　　
福有　　　　　　　　

川崎　　　　　　　　津慈　　　　　　　　

中喜来　　　　　　　
大麻　　　　　　　　

牛屋島　　　　　　　 粟津　　　　　　　　

北野　　　　　　　　
徳長　　　　　　　　大幸　　　　　　　　

矢倉　　　　　　　　

萩原　　　　　　　　
板東　　　　　　　　 池谷　　　　　　　　 鳴門線　　　　　　　

里浦　　　　　　　　大津　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　 備前島　　　　　　　

姫田　　　　　　　　

吉永　　　　　　　　

撫養　　　　　　　　

徳島ＩＣ　　　　　　

鍋川　　　　　　　　

安任　　　　　　　　

西野　　　　　　　　

中田　　　　　　　　

不動西町　　　　　　

かや　　　　　　　　

サナギ　　　　　　　

壱町四反地　　　　　

榎瀬　　　　　　　　

沖ノ島　　　　　　　

下竿　　　　　　　　

下別宮西　　　　　　下別宮東　　　　　　

外開　　　　　　　　

喜多野　　　　　　　
逆藤　　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

宮ノ東　　　　　　　

金岡　　　　　　　　

恵美寿　　　　　　　

向喜来　　　　　　　

幸島　　　　　　　　

江ノ口　　　　　　　

江端　　　　　　　　

高良　　　　　　　　

轟　　　　　　　　　

山ノ手　　　　　　　

七軒原　　　　　　　

七丁原　　　　　　　

戎子野　　　　　　　

勝瑞境　　　　　　　

小松西　　　　　　　
小松東　　　　　　　

小松北　　　　　　　

松岡　　　　　　　　

上別宮　　　　　　　

新居須　　　　　　　

神蔵　　　　　　　　

諏訪ノ市　　　　　　

水神原　　　　　　　

成長　　　　　　　　正喜地　　　　　　　

西ノ須　　　　　　　

西ノ瀬　　　　　　　

西吉成　　　　　　　

西勝地　　　　　　　

西新　　　　　　　　

西地　　　　　　　　

西中須　　　　　　　

西蛭子　　　　　　　

鷹ノ橋　　　　　　　

只津　　　　　　　　

竹須賀　　　　　　　

中ノ瀬　　　　　　　

中園　　　　　　　　貞光　　　　　　　　

東勝地　　　　　　　

東中通　　　　　　　

東野　　　　　　　　

東野神本　　　　　　

藤ノ木　　　　　　　

南開　　　　　　　　

南古田　　　　　　　

南川淵　　　　　　　

日開野　　　　　　　

八丁野　　　　　　　

八丁野東　　　　　　

八幡前　　　　　　　

浜高房　　　　　　　

富久　　　　　　　　

平石夷野　　　　　　

平石古田　　　　　　

平石若宮　　　　　　

平石若松　　　　　　

平石住吉　　　　　　

宝野　　　　　　　　

北川向　　　　　　　

明神下　　　　　　　

有天　　　　　　　　

鈴江　　　　　　　　

老門　　　　　　　　

応神町　　　　　　　

笠木　　　　　　　　

高房　　　　　　　　
笹木野　　　　　　　

三俣　　　　　　　　

春日（一）　　　　　春日（三）　　　　　
春日（二）　　　　　

松村　　　　　　　　

上吉野町　　　　　　

上助任町　　　　　　

新喜来　　　　　　　

西馬詰　　　　　　　

大津町　　　　　　　

段関　　　　　　　　

中馬詰　　　　　　　

長岸　　　　　　　　

長江　　　　　　　　

東馬詰　　　　　　　

不動東町　　　　　　

豊久　　　　　　　　

豊中　　　　　　　　

北田宮（一）　　　　北田宮（三）　　　　北田宮（四）　　　　
北田宮（二）　　　　

北島田町　　　　　　

北矢三町（三）　　　
北矢三町（四）　　　北矢三町（二）　　　

満穂　　　　　　　　

木津野　　　　　　　

里浦町　　　　　　　

前川屋　　　　　　　

松茂スマートＩＣ　　

徳島ＪＣＴ　　　　　

北島町役場　　　　　

松茂町役場　　　　　

吉成駅　　　　　　　

勝瑞駅　　　　　　　

池谷駅　　　　　　　

板東駅　　　　　　　

阿波大谷駅　　　　　

立道駅　　　　　　　

教会前駅　　　　　　

金比羅前駅　　　　　

和田島　　　　　　　

和田ノ鼻　　　　　　

遠見　　　　　　　　

西林　　　　　　　　
浜田　　　　　　　　和田島町　　　　　　

小高塚　　　　　　　

徳島県警察本部

徳島東警察署

徳島名西警察署

鳴門警察署

徳島板野警察署

33

209

212

16

136

120

17

438
203

129

29

38

30

189

402

55

11

192

999

39

15

401

29

220

219

137
221

41 14

167

11

28

226

40

184

185

12

39

38

401

   1/50000

513404＊15

5134(11)
32

22

33

23

5134(12)
12

02

13

03

5034(9)
72

62

73

63

513414

513404

513415

513405

5134(8)
14

04

15

05

5034(5)
74

64

75

65

5134(3)
36

26

37

27

5134(4)
16

06

17

07

交通管理リンク出力図
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



鳴門ＩＣ　　　　　　

大代山路　　　　　　

鳴門　　　　　　　　
木津　　　　　　　　

林崎　　　　　　　　

斎田　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

土佐泊　　　　　　　
黒崎　　　　　　　　

鳴門市　　　　　　　 三ッ石　　　　　　　

鳴門　　　　　　　　

高島　　　　　　　　

明神　　　　　　　　

櫛木　　　　　　　　

堂浦　　　　　　　　

北灘　　　　　　　　
阿波井　　　　　　　

粟田　　　　　　　　

井ノ尻　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

小島田　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

牛ノ鼻　　　　　　　
鳥ヶ丸　　　　　　　

日出　　　　　　　　

鳴門スカイライン　　

撫佐　　　　　　　　

小鳴門海峡　　　　　

北泊　　　　　　　　

室　　　　　　　　　

大島田　　　　　　　

思崎　　　　　　　　
瀬方鼻　　　　　　　

岡崎　　　　　　　　

モモノキ　　　　　　

浦代　　　　　　　　

越浦　　　　　　　　

奥屋敷　　　　　　　

奥中山　　　　　　　

下田　　　　　　　　

下本城　　　　　　　

居屋敷　　　　　　　西発　　　　　　　　
西平草　　　　　　　

地廻り弐　　　　　　

竹島　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

田ノ浦　　　　　　　

楠谷　　　　　　　　

弐軒家　　　　　　　

宿毛谷　　　　　　　

小桑島　　　　　　　

瀬戸町　　　　　　　

大桑島　　　　　　　

中島田　　　　　　　

南浜　　　　　　　　

撫養町　　　　　　　

弁財天　　　　　　　

北灘町　　　　　　　

北浜　　　　　　　　

湊谷　　　　　　　　

鳴門町　　　　　　　

木津　　　　　　　　 立岩　　　　　　　　

鳴門ＪＣＴ　　　　　

鳴門市役所　　　　　撫養駅　　　　　　　

鳴門駅　　　　　　　

潮崎　　　　　　　　

丸田　　　　　　　　

土佐泊浦　　　　　　

阿万　　　　　　　　

鳴門北ＩＣ　　　　　 押登岬　　　　　　　

吹上　　　　　　　　

大毛　　　　　　　　網千島　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

鳴門公園　　　　　　
佐野　　　　　　　　

鳴門海峡　　　　　　
孫崎　　　　　　　　

門崎　　　　　　　　

鳥取　　　　　　　　
刈藻　　　　　　　　 仁尾　　　　　　　　

向谷　　　　　　　　
大窪　　　　　　　　

花面　　　　　　　　

黒山　　　　　　　　

坂田　　　　　　　　

福池　　　　　　　　

阿万塩屋町　　　　　

阿万下町　　　　　　

阿万上町　　　　　　

阿万吹上町　　　　　

阿万西町　　　　　　

阿万東町　　　　　　

潮美台（一）　　　　
潮美台（三）　　　　

福良丙　　　　　　　

伊毘　　　　　　　　
淡路島南ＩＣ　　　　

福良　　　　　　　　

八幡西　　　　　　　

鎧崎　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

湯の川　　　　　　　

立川瀬　　　　　　　

阿那賀　　　　　　　

伊加利　　　　　　　

木場　　　　　　　　
うずしおライン　　　

小磯　　　　　　　　

仲野　　　　　　　　

志知川　　　　　　　

志知　　　　　　　　

西路　　　　　　　　

内原　　　　　　　　

津井　　　　　　　　

雁来　　　　　　　　

雁子岬　　　　　　　

阿那賀志知川　　　　

阿那賀西路　　　　　

賀集鍛治屋　　　　　

賀集八幡　　　　　　

賀集八幡中　　　　　

賀集八幡南　　　　　

賀集八幡北　　　　　

志知奥　　　　　　　

志知口　　　　　　　

志知佐札尾　　　　　

志知松本　　　　　　

志知中島　　　　　　

志知南　　　　　　　

志知難波　　　　　　

志知飯山寺　　　　　

志知北　　　　　　　

志知鈩　　　　　　　

松帆江尻　　　　　　

松帆高屋　　　　　　

松帆西路　　　　　　

潮美台（二）　　　　

福良乙　　　　　　　

福良甲　　　　　　　

湊里　　　　　　　　

松帆古津路　　　　　松帆北浜　　　　　　
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