
雲南市　　　　　　　

東忌部　　　　　　　

熊山　　　　　　　　

▲ 空山　　　　　　　　

大川端　　　　　　　

中組　　　　　　　　

西忌部　　　　　　　

一崎　　　　　　　　

玉造　　　　　　　　

後原　　　　　　　　

山王寺　　　　　　　

御立山　　　　　　　

北村　　　　　　　　

奥小河内　　　　　　

須賀　　　　　　　　

和野　　　　　　　　

薦沢　　　　　　　　 引坂　　　　　　　　

岩室　　　　　　　　

若須　　　　　　　　

須谷　　　　　　　　

熊野　　　　　　　　

家村　　　　　　　　

鳥屋郷　　　　　　　

東岩坂　　　　　　　
桑並　　　　　　　　西岩坂　　　　　　　

森脇　　　　　　　　

意宇川　　　　　　　

大田　　　　　　　　

大石　　　　　　　　

平原　　　　　　　　

畦石室　　　　　　　

日吉　　　　　　　　

内馬　　　　　　　　

▲ 天狗山　　　　　　　

権原　　　　　　　　

安田　　　　　　　　

稲葉　　　　　　　　

奥殿畑　　　　　　　

下村　　　　　　　　
萱野　　　　　　　　

桑下　　　　　　　　

桑上　　　　　　　　

元田　　　　　　　　

向側　　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

志引　　　　　　　　

紙屋谷　　　　　　　

持山　　　　　　　　

上組　　　　　　　　

城床　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

早田　　　　　　　　

草谷　　　　　　　　

大向　　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

大日　　　　　　　　

大明団地　　　　　　

滝山　　　　　　　　

湯田　　　　　　　　

堂廻　　　　　　　　

八所　　　　　　　　

髭　　　　　　　　　

平口　　　　　　　　

保久曽　　　　　　　

矢谷　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

西忌部町　　　　　　

大庭町　　　　　　　

大東町薦澤　　　　　

東忌部町　　　　　　

八雲町東岩坂　　　　

橋端　　　　　　　　
神納　　　　　　　　

千本　　　　　　　　
春日　　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

古志　　　　　　　　

佐陀　　　　　　　　生馬　　　　　　　　

薦津　　　　　　　　

佐陀川　　　　　　　

西浜佐陀　　　　　　

一畑電鉄北松江線　　

浜佐田　　　　　　　

国屋　　　　　　　　

松江　　　　　　　　

比津　　　　　　　　
東奥谷　　　　　　　菅田　　　　　　　　

西持田　　　　　　　

西川津　　　　　　　

太田　　　　　　　　

東川津　　　　　　　

▲ 嵩山　　　　　　　　

馬潟　　　　　　　　

福富　　　　　　　　

朝酌　　　　　　　　

▲ 和久羅山　　　　　　

西尾　　　　　　　　

大橋川　　　　　　　

西津田　　　　　　　

古志原　　　　　　　

東津田　　　　　　　

竹失　　　　　　　　

大草　　　　　　　　

大庭　　　　　　　　

佐草　　　　　　　　

下忌部　　　　　　　

乃木福富　　　　　　

上乃木　　　　　　　

浜乃木　　　　　　　

宍道湖　　　　　　　

湯町鼻　　　　　　　

湯町　　　　　　　　

▲ 花仙山　　　　　　　

今宮　　　　　　　　

松江玉造ＩＣ　　　　

竹矢ＩＣ　　　　　　

矢田ＩＣ　　　　　　

松江東ＩＣ　　　　　

松江中央ＩＣ　　　　

松江西ＩＣ　　　　　

根尾　　　　　　　　

寺津　　　　　　　　

松江ＪＣＴ　　　　　

津田ＩＣ　　　　　　

西尾ＩＣ　　　　　　

井戸路　　　　　　　

井手平　　　　　　　

一ノ原　　　　　　　

下古志　　　　　　　

下佐陀下　　　　　　

下組　　　　　　　　

岩屋前　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

空原　　　　　　　　

後分　　　　　　　　

向市　　　　　　　　 黒田畦　　　　　　　

三軒家　　　　　　　

市成　　　　　　　　

紙谷　　　　　　　　

時石　　　　　　　　

若山　　　　　　　　

手間　　　　　　　　

春日台　　　　　　　

小原　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

松崎島　　　　　　　

上竹矢　　　　　　　

新山　　　　　　　　

深田　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

嵩　　　　　　　　　

西口　　　　　　　　

西茶町　　　　　　　

祖子分　　　　　　　

大瀬戸　　　　　　　

大内谷　　　　　　　

団原　　　　　　　　

中古志　　　　　　　

中口　　　　　　　　

中竹矢　　　　　　　

中島　　　　　　　　

苧町　　　　　　　　

長者原　　　　　　　

坪ノ内　　　　　　　

田和　　　　　　　　

東光台　　　　　　　

東口　　　　　　　　

湯町灘　　　　　　　

南家　　　　　　　　

南口　　　　　　　　

浜佐田上　　　　　　

浜佐田灘　　　　　　

布志名　　　　　　　

平松　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

米子町　　　　　　　

峯垣　　　　　　　　

北原　　　　　　　　

末次本町　　　　　　

面白谷　　　　　　　

有　　　　　　　　　

来美　　　　　　　　

林原　　　　　　　　

和田下　　　　　　　

うぐいす台　　　　　

伊勢宮町　　　　　　

一の谷町　　　　　　

栄町　　　　　　　　

奥谷町　　　　　　　

横浜町　　　　　　　

下佐陀町　　　　　　

嫁島町　　　　　　　

外中原町　　　　　　

学園（一）　　　　　

学園（二）　　　　　

学園南（一）　　　　

学園南（二）　　　　

魚町　　　　　　　　

玉湯町湯町　　　　　

玉湯町布志名　　　　

古志原（一）　　　　

古志原（五）　　　　

古志原（三）　　　　

古志原（四）　　　　

古志原（七）　　　　

古志原（二）　　　　

古志原（六）　　　　

古志町　　　　　　　

御手船場町　　　　　

向島町　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

国屋町　　　　　　　

黒田町　　　　　　　

佐草町　　　　　　　

砂子町　　　　　　　

雑賀町　　　　　　　

山代町　　　　　　　

寺町　　　　　　　　

春日町　　　　　　　

松尾町　　　　　　　

上東川津町　　　　　

上乃木（一）　　　　

上乃木（九）　　　　

上乃木（五）　　　　

上乃木（三）　　　　

上乃木（四）　　　　上乃木（七）　　　　

上乃木（十）　　　　

上乃木（二）　　　　

上乃木（八）　　　　

上乃木（六）　　　　

新雑賀町　　　　　　

菅田町　　　　　　　

西嫁島（一）　　　　

西嫁島（三）　　　　西嫁島（二）　　　　

西川津町　　　　　　

西谷町　　　　　　　

西津田（一）　　　　

西津田（九）　　　　

西津田（五）　　　　西津田（三）　　　　
西津田（四）　　　　

西津田（七）　　　　

西津田（十）　　　　

西津田（二）　　　　

西津田（八）　　　　

西津田（六）　　　　

西尾町　　　　　　　

西浜佐陀町　　　　　

西法吉町　　　　　　

青葉台　　　　　　　

石橋町　　　　　　　

千鳥町　　　　　　　

薦津町　　　　　　　

袖師町　　　　　　　

大草町　　　　　　　

大輪町　　　　　　　

竪町　　　　　　　　

竹矢町　　　　　　　

中原町　　　　　　　

朝酌町　　　　　　　
朝日町　　　　　　　

津田町　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

田和山町　　　　　　

東奥谷町　　　　　　

東茶町　　　　　　　

東朝日町　　　　　　

東津田町　　　　　　

東本町　　　　　　　

堂形町　　　　　　　

内中原町　　　　　　

灘町　　　　　　　　

南田町　　　　　　　
南平台　　　　　　　

乃白町　　　　　　　

乃木福富町　　　　　

馬潟町　　　　　　　

白潟本町　　　　　　

八雲台（一）　　　　

八雲台（二）　　　　

八軒屋町　　　　　　

比津が丘（一）　　　
比津が丘（五）　　　

比津が丘（三）　　　

比津町　　　　　　　

浜佐田町　　　　　　

浜乃木（一）　　　　

浜乃木（五）　　　　

浜乃木（三）　　　　
浜乃木（四）　　　　

浜乃木（七）　　　　

浜乃木（二）　　　　

浜乃木（八）　　　　

浜乃木（六）　　　　

福富町　　　　　　　

平成町　　　　　　　

片原町　　　　　　　

母衣町　　　　　　　

法吉町　　　　　　　

北田町　　　　　　　北堀町　　　　　　　

本郷町　　　　　　　

末次町　　　　　　　

矢田町　　　　　　　

和多見町　　　　　　

淞北台　　　　　　　

下佐陀上　　　　　　 納佐　　　　　　　　

和田上　　　　　　　
下東川津町　　　　　

西生馬町　　　　　　
川原町　　　　　　　

東生馬町　　　　　　
北陵町　　　　　　　

島根県庁　　　　　　

松江市役所　　　　　

松江ガーデン前駅　　

松江しんじ湖温泉駅　

玉造温泉駅　　　　　

乃木駅　　　　　　　

松江駅　　　　　　　

西奥　　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

野呂　　　　　　　　

高庭　　　　　　　　

上意東　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

▲ 京羅木山　　　　　　

石原　　　　　　　　
半場　　　　　　　　

面子　　　　　　　　

祖父谷　　　　　　　

本栃　　　　　　　　

下山佐　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

常願寺　　　　　　　

菅原　　　　　　　　

下田原　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

町帳　　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

▲ 月山　　　　　　　　

富田　　　　　　　　

▲ 大辻山　　　　　　　

獅子遊　　　　　　　

大光寺　　　　　　　

上吉田　　　　　　　

▲ 独松山　　　　　　　

下吉田　　　　　　　

折坂　　　　　　　　

沢町　　　　　　　　利弘　　　　　　　　

飯生　　　　　　　　

実松　　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

飯梨川　　　　　　　

古川　　　　　　　　

植田　　　　　　　　

神庭　　　　　　　　

岩舟　　　　　　　　

飯梨　　　　　　　　

能義　　　　　　　　

田頼　　　　　　　　

久白　　　　　　　　

西赤江　　　　　　　上坂田　　　　　　　

中津　　　　　　　　

赤崎　　　　　　　　

▲ 城山　　　　　　　　

安来市　　　　　　　

印部　　　　　　　　

臼井　　　　　　　　

影平　　　　　　　　

永源寺　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

垣半場　　　　　　　

柿根　　　　　　　　

岩坪　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

古屋敷　　　　　　　

高丸　　　　　　　　

細井　　　　　　　　

三本栃　　　　　　　
三郎谷　　　　　　　

市ノ原　　　　　　　

上分　　　　　　　　

須釜　　　　　　　　

須田　　　　　　　　

正福寺　　　　　　　

西中津　　　　　　　

川平　　　　　　　　

竹鼻　　　　　　　　
津田平　　　　　　　

堤谷　　　　　　　　
東加茂　　　　　　　

東切川　　　　　　　

東中津　　　　　　　

東飯梨　　　　　　　

鍋谷　　　　　　　　

福頼　　　　　　　　

牧谷　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

本谷奥組　　　　　　

本谷下組　　　　　　

本谷中組　　　　　　

目谷　　　　　　　　

萓野　　　　　　　　

下意東　　　　　　　

下吉田町　　　　　　

柿谷町　　　　　　　

岩舟町　　　　　　　

古川町　　　　　　　

広瀬町広瀬　　　　　

実松町　　　　　　　

上吉田町　　　　　　

植田町　　　　　　　

神庭町　　　　　　　

西松井町　　　　　　 赤崎町　　　　　　　

折坂町　　　　　　　

中津町　　　　　　　
田頼町　　　　　　　

能義町　　　　　　　

飯生町　　　　　　　飯梨町　　　　　　　

揖屋町　　　　　　　

利弘町　　　　　　　

栗坪　　　　　　　　

大丸　　　　　　　　 天神原　　　　　　　切川町　　　　　　　

松江市　　　　　　　

上宇部尾　　　　　　

大海崎鼻　　　　　　

大海崎　　　　　　　

大井　　　　　　　　

松江港　　　　　　　

出雲郷　　　　　　　

上新　　　　　　　　

揖屋　　　　　　　　

崎田　　　　　　　　

崎田鼻　　　　　　　

中意東　　　　　　　

羽入　　　　　　　　

日白　　　　　　　　

荒島　　　　　　　　

論田　　　　　　　　

赤江　　　　　　　　

田頼川　　　　　　　

切川　　　　　　　　

飯島　　　　　　　　
下坂田　　　　　　　

東赤江　　　　　　　

吉田川　　　　　　　伯太川　　　　　　　

中海　　　　　　　　

葭津　　　　　　　　

馬渡　　　　　　　　

二子　　　　　　　　

入江　　　　　　　　

大根島　　　　　　　

波入　　　　　　　　

東出雲ＩＣ　　　　　

山本　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

浜分　　　　　　　　

上宇部尾町　　　　　

旭本町　　　　　　　

井越　　　　　　　　

磯近　　　　　　　　
越前　　　　　　　　

下の原　　　　　　　

下葭津　　　　　　　

荷延　　　　　　　　

宮須　　　　　　　　

宮中川　　　　　　　

錦新町　　　　　　　

古城　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

後飯島　　　　　　　

御崎　　　　　　　　

江畑今津　　　　　　

今村　　　　　　　　

才下　　　　　　　　

四廻　　　　　　　　

市向　　　　　　　　

出来須　　　　　　　

松原　　　　　　　　 松崎　　　　　　　　

上荒島　　　　　　　

上今津　　　　　　　
神塚　　　　　　　　

西旭　　　　　　　　
西揖屋　　　　　　　

川原　　　　　　　　

前飯島　　　　　　　

大東　　　　　　　　

大木　　　　　　　　

竹花　　　　　　　　

竹花上　　　　　　　

猪子塚　　　　　　　

町　　　　　　　　　

東平賀　　　　　　　

藤谷　　　　　　　　
灘今津　　　　　　　

灘分　　　　　　　　

南中津　　　　　　　

富士見ヶ丘　　　　　

附谷　　　　　　　　

平賀　　　　　　　　

別石　　　　　　　　

豊島　　　　　　　　

安来町　　　　　　　

意宇町　　　　　　　

意宇南（四）　　　　
意宇南（二）　　　　

意宇南（六）　　　　

下坂田町　　　　　　

久白町　　　　　　　

錦浜　　　　　　　　

荒島町　　　　　　　

今津町　　　　　　　

上坂田町　　　　　　

西荒島町　　　　　　

西赤江町　　　　　　

赤江町　　　　　　　

大井町　　　　　　　

大海崎町　　　　　　

東赤江町　　　　　　

日白町　　　　　　　

八束町遅江　　　　　

飯島町　　　　　　　

富士見町　　　　　　

小篠津町　　　　　　
中海干拓地　　　　　

八束町亀尻　　　　　

東松江駅　　　　　　

揖屋駅　　　　　　　

荒島駅　　　　　　　

松江警察署

島根県警察本部

安来警察署
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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▲



佐陀本郷　　　　　　

佐陀宮内　　　　　　

名分　　　　　　　　

北講武　　　　　　　

高田尾峠　　　　　　

南講武　　　　　　　

御津　　　　　　　　

上講武　　　　　　　

大芦　　　　　　　　

▲ 大平山　　　　　　　

御手洗滝　　　　　　

▲ 三坂山　　　　　　　

垣ノ内　　　　　　　

北垣　　　　　　　　

桂島　　　　　　　　

潜戸鼻　　　　　　　

佐波　　　　　　　　
▲ 詰坂山　　　　　　　

加賀　　　　　　　　

▲ 高渋山　　　　　　　

野波　　　　　　　　

野井　　　　　　　　

上本庄　　　　　　　

▲ 澄水山　　　　　　　

坂本　　　　　　　　
東持田　　　　　　　

▲ 真山　　　　　　　　

角広岡　　　　　　　

客戸　　　　　　　　

以後　　　　　　　　

一矢　　　　　　　　

越堂　　　　　　　　

加賀浜　　　　　　　

加賀別所　　　　　　

海地呂山　　　　　　

海鳥　　　　　　　　

観田　　　　　　　　

亀尾　　　　　　　　

橋立　　　　　　　　

古殿　　　　　　　　

後久　　　　　　　　

才谷　　　　　　　　

坂本下　　　　　　　

坂本上　　　　　　　

坂本中　　　　　　　

山奥　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

寺谷　　　　　　　　

七田　　　　　　　　

七日市　　　　　　　

小具　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

小谷　　　　　　　　
深迫　　　　　　　　

西ノ谷　　　　　　　

西小路　　　　　　　

石津　　　　　　　　

石畑　　　　　　　　

石野　　　　　　　　

川部　　　　　　　　

大芦浜　　　　　　　

大芦別所　　　　　　

大場　　　　　　　　

旦過　　　　　　　　

仲田　　　　　　　　

土井垣　　　　　　　

東小路　　　　　　　

湯戸　　　　　　　　
納蔵西　　　　　　　

納蔵東　　　　　　　

柏　　　　　　　　　

尾坂　　　　　　　　

仏谷　　　　　　　　峯谷　　　　　　　　
北側　　　　　　　　

木並　　　　　　　　

野間　　　　　　　　

立花　　　　　　　　

杣谷　　　　　　　　

楡木　　　　　　　　

坂本町　　　　　　　

上佐陀町　　　　　　

上本庄町　　　　　　

西持田町　　　　　　

東持田町　　　　　　
福原町　　　　　　　

ミゲ崎　　　　　　　

多古　　　　　　　　

瀬崎　　　　　　　　

沖泊　　　　　　　　

笠浦　　　　　　　　津ノ和鼻　　　　　　

千酌湾　　　　　　　

千酌　　　　　　　　

▲ 枕木山　　　　　　　

▲ 忠山　　　　　　　　

観音崎　　　　　　　
奈倉鼻　　　　　　　

北浦　　　　　　　　

下宇部尾　　　　　　

菅浦　　　　　　　　

菅浦湾　　　　　　　

巻ヶ鼻　　　　　　　

片江湾　　　　　　　

大崎鼻　　　　　　　

片江　　　　　　　　

笹子　　　　　　　　

玉結湾　　　　　　　

青島　　　　　　　　

七類　　　　　　　　

七類湾　　　　　　　

九島　　　　　　　　

法田　　　　　　　　

▲ 高尾山　　　　　　　

▲ 白髪山　　　　　　　森山　　　　　　　　

宇井　　　　　　　　日向浦　　　　　　　

境港　　　　　　　　
上道　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

福定　　　　　　　　

竹内　　　　　　　　

高松　　　　　　　　

境線　　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

森岡　　　　　　　　

外江　　　　　　　　

渡町　　　　　　　　

江島　　　　　　　　

何連崎　　　　　　　

手角　　　　　　　　

長海　　　　　　　　

弁慶島　　　　　　　
野原　　　　　　　　

枕木　　　　　　　　

邑生　　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

境水道　　　　　　　

中国自然歩道　　　　

本庄町　　　　　　　

稲積　　　　　　　　

小中村　　　　　　　

惣津　　　　　　　　

長島　　　　　　　　

万原　　　　　　　　

花町　　　　　　　　

外江町　　　　　　　

京町　　　　　　　　

元町　　　　　　　　

幸神町　　　　　　　

江島　　　　　　　　

高松町　　　　　　　

三軒屋町　　　　　　

芝町　　　　　　　　

手角町　　　　　　　
上道町　　　　　　　

新屋町　　　　　　　

新庄町　　　　　　　

森岡町　　　　　　　

清水町　　　　　　　

西工業団地　　　　　

誠道町　　　　　　　

相生町　　　　　　　

大正町　　　　　　　

竹内町　　　　　　　

中野町　　　　　　　

長海町　　　　　　　

東雲町　　　　　　　

入船町　　　　　　　

馬場崎町　　　　　　

美保町　　　　　　　

浜ノ町　　　　　　　

福定町　　　　　　　

米川町　　　　　　　

本町　　　　　　　　

枕木町　　　　　　　

岬町　　　　　　　　

野原町　　　　　　　

弥生町　　　　　　　

邑生町　　　　　　　

夕日ヶ丘（１）　　　

夕日ヶ丘（２）　　　

蓮池町　　　　　　　

境港市役所　　　　　

境港駅　　　　　　　

上道駅　　　　　　　

余子駅　　　　　　　

中浜駅　　　　　　　

馬場崎町駅　　　　　

高松町駅　　　　　　

築島　　　　　　　　

境港警察署
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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▲



南部町　　　　　　　

日野川　　　　　　　

福市　　　　　　　　

永江　　　　　　　　

安曇　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

大袋　　　　　　　　

奈喜良　　　　　　　

石井　　　　　　　　

奥谷　　　　　　　　

日原　　　　　　　　

宗像　　　　　　　　

観音寺　　　　　　　
美吉　　　　　　　　

陰田　　　　　　　　

吉佐　　　　　　　　

清水峠　　　　　　　

門生　　　　　　　　

佐久保　　　　　　　

山辺　　　　　　　　

月坂　　　　　　　　
清水　　　　　　　　

九重　　　　　　　　

宇賀荘　　　　　　　
吉岡　　　　　　　　

野方　　　　　　　　

清瀬　　　　　　　　

鳥木　　　　　　　　

殿川内　　　　　　　

卯月　　　　　　　　

母里　　　　　　　　

古市　　　　　　　　

東母里　　　　　　　

安田宮内　　　　　　

安田関　　　　　　　
未明　　　　　　　　

政　　　　　　　　　

安田山形　　　　　　

与一谷　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

法勝寺　　　　　　　

西　　　　　　　　　

猪小路　　　　　　　

北方　　　　　　　　

阿賀　　　　　　　　

清水川　　　　　　　

福成　　　　　　　　

法勝寺川　　　　　　

東町　　　　　　　　境　　　　　　　　　

三崎　　　　　　　　

寺内　　　　　　　　天万　　　　　　　　

諸木　　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

高姫　　　　　　　　

御内谷　　　　　　　

井上　　　　　　　　

米子西ＩＣ　　　　　

安来ＩＣ　　　　　　

山陰道（有料）　　　

米子南ＩＣ　　　　　

米子中ＩＣ　　　　　

上卯月　　　　　　　

月坂町　　　　　　　

フォレストタウン　　井戸　　　　　　　　

隠尾　　　　　　　　

奥陰田　　　　　　　

横山　　　　　　　　

下阿賀　　　　　　　

下卯月　　　　　　　

下古市　　　　　　　

茅立　　　　　　　　

関　　　　　　　　　

関山　　　　　　　　

丸山　　　　　　　　

橘　　　　　　　　　

宮前一　　　　　　　

宮前二　　　　　　　

郷土　　　　　　　　

懸川　　　　　　　　

権現平　　　　　　　

原代　　　　　　　　

御笠　　　　　　　　

口陰田　　　　　　　

口絹屋　　　　　　　

高下　　　　　　　　

国服　　　　　　　　

才ヶ峠　　　　　　　

坂根　　　　　　　　

三本木　　　　　　　

山市場　　　　　　　

四ッ塚　　　　　　　

四季　　　　　　　　

市中　　　　　　　　

市中屋　　　　　　　

実久　　　　　　　　

守納　　　　　　　　

酒屋側　　　　　　　

招　　　　　　　　　

松実　　　　　　　　

上阿賀　　　　　　　

上古市　　　　　　　

城山　　　　　　　　

新御堂　　　　　　　
真米　　　　　　　　

神宮寺　　　　　　　

西市　　　　　　　　

替地　　　　　　　　

大熊谷　　　　　　　

谷川　　　　　　　　

中坪　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

田園ハイツ　　　　　

土手　　　　　　　　

豆腐屋　　　　　　　

峠下　　　　　　　　

南側　　　　　　　　

柏尾　　　　　　　　

粕原　　　　　　　　

福寄　　　　　　　　豊岡　　　　　　　　

豊原　　　　　　　　

防床　　　　　　　　

北谷　　　　　　　　

萓原　　　　　　　　

陰田町　　　　　　　

宇賀荘町　　　　　　

榎原　　　　　　　　

円山　　　　　　　　

下安曇　　　　　　　

吉岡町　　　　　　　

吉佐町　　　　　　　

吉谷　　　　　　　　

錦海町（二）　　　　

九重町　　　　　　　 兼久　　　　　　　　

佐久保町　　　　　　

上安曇　　　　　　　

清井町　　　　　　　

清瀬町　　　　　　　

西町　　　　　　　　

早田町　　　　　　　

大谷町　　　　　　　

大塚町　　　　　　　

中海町　　　　　　　

鳥木町　　　　　　　

天萬　　　　　　　　

鍋倉　　　　　　　　

伯太町安田中　　　　

伯太町西母里　　　　

福里　　　　　　　　

門生町　　　　　　　

野方町　　　　　　　

落合　　　　　　　　

倭　　　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

祇園町　　　　　　　錦海町（一）　　　　錦海町（三）　　　　 長砂町　　　　　　　穂日島町　　　　　　
目久美町　　　　　　

南部町役場　　　　　

米子市　　　　　　　

大篠津　　　　　　　

大崎　　　　　　　　

富益　　　　　　　　

下粟島　　　　　　　

彦名　　　　　　　　

上粟島　　　　　　　

夜見　　　　　　　　

弓ヶ浜　　　　　　　

河崎　　　　　　　　

両三柳　　　　　　　

上後藤　　　　　　　

旗ヶ崎　　　　　　　

米子港　　　　　　　

米子　　　　　　　　

米原　　　　　　　　

福原　　　　　　　　

皆生温泉　　　　　　

皆生　　　　　　　　

車尾　　　　　　　　

島田　　　　　　　　

八尋鼻　　　　　　　

高留鼻　　　　　　　
油壺鼻　　　　　　　

▲ 十神山　　　　　　　

安来　　　　　　　　
黒井田　　　　　　　

日吉津村　　　　　　

西御幸通　　　　　　

中原　　　　　　　　

東社日町　　　　　　

八幡町　　　　　　　

亀島町　　　　　　　

宮内町　　　　　　　

下三柳　　　　　　　

下大崎　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

下和田　　　　　　　

河崎新田　　　　　　

戸上　　　　　　　　

後藤　　　　　　　　

港町　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

黒鳥　　　　　　　　

四軒屋　　　　　　　

芝谷　　　　　　　　

小山　　　　　　　　
上口　　　　　　　　

上谷　　　　　　　　

上和田　　　　　　　

上葭津　　　　　　　

須崎　　　　　　　　

西十神　　　　　　　

西灘町　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

大下　　　　　　　　

大市場　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

中市場　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

潮美町　　　　　　　

渡分　　　　　　　　

東御幸通　　　　　　

東十神　　　　　　　

伯母山　　　　　　　

八反場　　　　　　　

樋口　　　　　　　　

浜橋　　　　　　　　

富益新田　　　　　　

富益団地　　　　　　

北口　　　　　　　　

夜見新田　　　　　　

薮中　　　　　　　　

愛宕町　　　　　　　

安倍　　　　　　　　

加茂町　　　　　　　

花園町　　　　　　　

皆生（一）　　　　　

皆生（五）　　　　　

皆生（三）　　　　　

皆生（四）　　　　　

皆生（六）　　　　　

皆生温泉（一）　　　
皆生温泉（三）　　　

皆生温泉（四）　　　

皆生温泉（二）　　　

皆生新田（一）　　　

皆生新田（三）　　　

皆生新田（二）　　　

角盤町　　　　　　　

観音寺新町（一）　　

観音寺新町（五）　　

観音寺新町（三）　　観音寺新町（四）　　

観音寺新町（二）　　

岩倉町　　　　　　　

旗ヶ崎（一）　　　　

旗ヶ崎（九）　　　　旗ヶ崎（五）　　　　

旗ヶ崎（三）　　　　
旗ヶ崎（四）　　　　

旗ヶ崎（七）　　　　

旗ヶ崎（二）　　　　

旗ヶ崎（八）　　　　

旗ヶ崎（六）　　　　

久米町　　　　　　　

錦町　　　　　　　　

恵乃島町　　　　　　

黒井田町　　　　　　

三旗町　　　　　　　
三本松（一）　　　　

三本松（三）　　　　

四日市町　　　　　　

汐手が丘　　　　　　
車尾（一）　　　　　

車尾（五）　　　　　

車尾（三）　　　　　

車尾（四）　　　　　車尾（七）　　　　　

車尾（二）　　　　　

車尾（六）　　　　　

車尾南（一）　　　　車尾南（二）　　　　

勝田町　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

上後藤（一）　　　　

上後藤（三）　　　　

上後藤（四）　　　　

上後藤（八）　　　　上後藤（六）　　　　

上福原　　　　　　　
上福原（一）　　　　

上福原（五）　　　　

上福原（三）　　　　

上福原（七）　　　　

上福原（二）　　　　

上福原（六）　　　　

新開（一）　　　　　新開（五）　　　　　
新開（三）　　　　　

新開（四）　　　　　

新開（七）　　　　　
新開（二）　　　　　

新開（六）　　　　　

新十神町　　　　　　

新町　　　　　　　　

西恵乃島町　　　　　

西福原（一）　　　　

西福原（九）　　　　

西福原（五）　　　　

西福原（三）　　　　

西福原（四）　　　　

西福原（七）　　　　

西福原（二）　　　　

西福原（八）　　　　

西福原（六）　　　　

大篠津町　　　　　　

中島（一）　　　　　

中島（二）　　　　　

天神町　　　　　　　

島田町　　　　　　　

東山町　　　　　　　

東福原（一）　　　　

東福原（五）　　　　

東福原（三）　　　　
東福原（四）　　　　

東福原（七）　　　　

東福原（二）　　　　

東福原（八）　　　　

東福原（六）　　　　

道笑町　　　　　　　

内町　　　　　　　　南十神町　　　　　　

日ノ出町（二）　　　

日野町　　　　　　　

博労町　　　　　　　

尾高町　　　　　　　

彦名新田　　　　　　

彦名町　　　　　　　

富益町　　　　　　　

冨士見町　　　　　　

米原（一）　　　　　

米原（九）　　　　　

米原（五）　　　　　

米原（三）　　　　　

米原（七）　　　　　

米原（八）　　　　　

米原（六）　　　　　

万能町　　　　　　　
明治町　　　　　　　

夜見町　　　　　　　

陽田町　　　　　　　

立町　　　　　　　　

和田町　　　　　　　

糀町　　　　　　　　

佐斐神町　　　　　　

米子市役所　　　　　

安来市役所　　　　　

和田浜駅　　　　　　

弓ケ浜駅　　　　　　

河崎口駅　　　　　　

後藤駅　　　　　　　

博労町駅　　　　　　

米子駅　　　　　　　

安来駅　　　　　　　

大篠津町駅　　　　　

三本松口駅　　　　　

富士見町駅　　　　　

東山公園駅　　　　　

米子空港駅　　　　　

大山道路　　　　　　

伯耆町　　　　　　　

新良路　　　　　　　

尾高　　　　　　　　

日下　　　　　　　　福万　　　　　　　　

河岡　　　　　　　　

一部　　　　　　　　

赤井手　　　　　　　新印　　　　　　　　

高島　　　　　　　　

古豊千　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

金田　　　　　　　　

朝金　　　　　　　　

市山　　　　　　　　

田住　　　　　　　　

荻名　　　　　　　　

御墓原　　　　　　　鶴田　　　　　　　　

宇代　　　　　　　　

溝口　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　
富江　　　　　　　　

福兼　　　　　　　　

大内　　　　　　　　

岩立　　　　　　　　

添谷　　　　　　　　

金屋谷　　　　　　　

▲ 鬼住山　　　　　　　

大江　　　　　　　　

上細見　　　　　　　
小町　　　　　　　　

立岩　　　　　　　　

▲ 越敷山　　　　　　　

坂長　　　　　　　　

大殿　　　　　　　　

口別所　　　　　　　

伯備線　　　　　　　
清原　　　　　　　　

番原　　　　　　　　

福岡　　　　　　　　

須村　　　　　　　　

大原　　　　　　　　

真野　　　　　　　　 小林　　　　　　　　

上原　　　　　　　　

中槙原　　　　　　　

一の谷　　　　　　　
赤松池　　　　　　　

米子自動車道　　　　

溝口ＩＣ　　　　　　

大山高原スマートＩＣ

アイノピア　　　　　

こしきが丘　　　　　

サン団地　　　　　　

スカイタウン大殿　　

みどり　　　　　　　

リバータウン　　　　

一ノ段　　　　　　　

栄開拓　　　　　　　

桶ノ口　　　　　　　

下福万　　　　　　　

下槙原　　　　　　　

岸本　　　　　　　　

岸本原　　　　　　　

吉定　　　　　　　　

久古　　　　　　　　

久古原　　　　　　　

五ッ分　　　　　　　

三軒茶屋　　　　　　

山根　　　　　　　　

十日市　　　　　　　

上石橋　　　　　　　

上福万　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

清山　　　　　　　　西原　　　　　　　　

大寺　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

中福万　　　　　　　

殿河内　　　　　　　

田園町　　　　　　　

田方　　　　　　　　

縄平　　　　　　　　

伯耆ニュータウン　　

半川　　　　　　　　

宝殿　　　　　　　　

末鎌　　　　　　　　

万太夫　　　　　　　

明間　　　　　　　　

木戸口　　　　　　　

藍野　　　　　　　　

林ヶ原　　　　　　　

遠藤　　　　　　　　

押口　　　　　　　　

岩屋谷　　　　　　　

貴住　　　　　　　　

吉長　　　　　　　　

溝口　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

上新印　　　　　　　

水浜　　　　　　　　

石州府　　　　　　　

池野　　　　　　　　

長山　　　　　　　　

東八幡　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

福岡原　　　　　　　

石田　　　　　　　　

下新印　　　　　　　

伯耆町役場　　　　　

岸本駅　　　　　　　

伯耆溝口駅　　　　　

大山町　　　　　　　

熊党　　　　　　　　
蚊屋　　　　　　　　

下郷　　　　　　　　
泉　　　　　　　　　

岡成　　　　　　　　

▲ 鍋山　　　　　　　　

▲ 孝霊山　　　　　　　

佐摩　　　　　　　　

坊領　　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

中高　　　　　　　　

阿弥陀川　　　　　　

所子　　　　　　　　
大山口　　　　　　　

上野　　　　　　　　国信　　　　　　　　

稲光　　　　　　　　

妻木　　　　　　　　

安原　　　　　　　　

上万　　　　　　　　
平田　　　　　　　　

今津　　　　　　　　

小波　　　　　　　　

▲ 壺瓶山　　　　　　　福井　　　　　　　　

西尾原　　　　　　　

本宮　　　　　　　　

中西尾　　　　　　　
高井谷　　　　　　　

稲吉　　　　　　　　

大雀　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

富長　　　　　　　　

古御堂　　　　　　　

押平　　　　　　　　
茶畑　　　　　　　　

米子ＩＣ　　　　　　

淀江ＩＣ　　　　　　

米子東ＩＣ　　　　　

大山ＩＣ　　　　　　

日野川東ＩＣ　　　　

山陰道（無料）　　　

日吉津新田　　　　　

栄　　　　　　　　　

押平一区　　　　　　

押平三区　　　　　　
押平二区　　　　　　

下口　　　　　　　　

下泉　　　　　　　　

下大山　　　　　　　

海川　　　　　　　　

海川新田　　　　　　

絹屋　　　　　　　　

三坂　　　　　　　　

寺坂　　　　　　　　

上高田　　　　　　　

上泉　　　　　　　　

上中高　　　　　　　

上福　　　　　　　　

西高田　　　　　　　

樽屋　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

塚根　　　　　　　　

東高田　　　　　　　

南高田　　　　　　　

日吉津　　　　　　　
日吉津上１　　　　　

日吉津上２　　　　　

富吉新田　　　　　　

富長西　　　　　　　

文珠領　　　　　　　

箕　　　　　　　　　

浦津　　　　　　　　

今吉　　　　　　　　

神原　　　　　　　　

荘田　　　　　　　　

唐王　　　　　　　　

二本木　　　　　　　

富岡　　　　　　　　

富吉　　　　　　　　

福尾　　　　　　　　

平木　　　　　　　　

保田　　　　　　　　

末吉　　　　　　　　
末長　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

淀江町中間　　　　　 淀江町富繁　　　　　

淀江町平岡　　　　　

淀江町淀江　　　　　

流通町　　　　　　　

坪田一区　　　　　　

日吉津村役場　　　　

伯耆大山駅　　　　　

淀江駅　　　　　　　

大山口駅　　　　　　

米子警察署
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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▲



地蔵崎　　　　　　　

早見ヶ鼻　　　　　　

軽尾　　　　　　　　

美保関　　　　　　　

海崎　　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

雲津　　　　　　　　

馬上り鼻　　　　　　

諸喰　　　　　　　　

▲ 稲荷山　　　　　　　

福浦　　　　　　　　

境港　　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

小篠津　　　　　　　

美保湾　　　　　　　

境港市　　　　　　　

財ノ木町　　　　　　

加鼻　　　　　　　　

海崎　　　　　　　　

宮ノ谷　　　　　　　

玉井　　　　　　　　

才　　　　　　　　　

四谷　　　　　　　　西長浜　　　　　　　
男鹿　　　　　　　　

東長浜　　　　　　　風ヶ浦　　　　　　　
杢井　　　　　　　　

竹内団地　　　　　　

潮見町　　　　　　　

麦垣町　　　　　　　

御来屋　　　　　　　

新坪田　　　　　　　富長中　　　　　　　
富長東　　　　　　　

大山町役場　　　　　

名和駅　　　　　　　
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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▲



江府町　　　　　　　

▲ 矢筈ヶ山　　　　　　

▲ 甲ヶ山　　　　　　　

▲ 勝田ヶ山　　　　　　

地獄谷　　　　　　　

大山滝　　　　　　　

笹ヶ平　　　　　　　

▲ 象山　　　　　　　　

鏡ヶ成　　　　　　　

▲ 烏ヶ山　　　　　　　

大山　　　　　　　　

▲ 三鈷峰　　　　　　　

▲ 豪円山　　　　　　　

槙原　　　　　　　　

水無原　　　　　　　

桝水高原　　　　　　

桝水原　　　　　　　

福永原　　　　　　　

大平原　　　　　　　

桝水高原　　　　　　

関金町野添　　　　　

琴浦町　　　　　　　

門前　　　　　　　　

名和　　　　　　　　

小竹　　　　　　　　

営団　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

上大山　　　　　　　

陣構　　　　　　　　

楽仙　　　　　　　　

庄田　　　　　　　　

二本松　　　　　　　

香取　　　　　　　　
一息坂峠　　　　　　

萩原　　　　　　　　

関見　　　　　　　　

羽田井　　　　　　　

報国　　　　　　　　

樋谷　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

退休寺　　　　　　　
束積　　　　　　　　

八重　　　　　　　　

尾張　　　　　　　　

▲ 船上山　　　　　　　

大父木地　　　　　　

山川木地　　　　　　

山川　　　　　　　　

▲ 鍔抜山　　　　　　　

清水原　　　　　　　

豊房　　　　　　　　

前　　　　　　　　　

▲ 鈑戸山　　　　　　　鈑戸　　　　　　　　

種原　　　　　　　　

名和ＩＣ　　　　　　

下中村　　　　　　　

梶原　　　　　　　　

旧奈和　　　　　　　

原　　　　　　　　　

向原　　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

上中村　　　　　　　

新高田　　　　　　　

蔵岡　　　　　　　　

大中尾　　　　　　　

渡道　　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

栃原　　　　　　　　

平田ヶ平　　　　　　

別所　　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

今在家　　　　　　　

松河原　　　　　　　
豊成　　　　　　　　

国主　　　　　　　　
坪田三区　　　　　　

坪田二区　　　　　　 林ノ峯　　　　　　　

井滝　　　　　　　　

野井倉　　　　　　　

地蔵峠　　　　　　　

中津原　　　　　　　

三本杉　　　　　　　

河来見　　　　　　　

上大立　　　　　　　

立見　　　　　　　　

般若　　　　　　　　

杉野　　　　　　　　

忰谷　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

大河内　　　　　　　
森　　　　　　　　　

郡家　　　　　　　　

泰久寺　　　　　　　
鴨ヶ丘　　　　　　　

今西　　　　　　　　

荒田　　　　　　　　

堀　　　　　　　　　

明高　　　　　　　　

真野原　　　　　　　

米富　　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

野添　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　
大立　　　　　　　　

真庭市　　　　　　　

つつじが丘　　　　　

下三本杉　　　　　　

汗干　　　　　　　　

共和　　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

崎山　　　　　　　　

上三本杉　　　　　　

赤岩　　　　　　　　

前条　　　　　　　　

村前　　　　　　　　

藤井谷　　　　　　　

陽中　　　　　　　　

和谷　　　　　　　　

椋波　　　　　　　　

横手　　　　　　　　

太一垣　　　　　　　

大父　　　　　　　　

宮木　　　　　　　　

西宮　　　　　　　　

勝田　　　　　　　　

出上　　　　　　　　

上赤碕　　　　　　　

松谷　　　　　　　　

粟子　　　　　　　　

大成　　　　　　　　

福永　　　　　　　　

赤松　　　　　　　　

別宮　　　　　　　　

古長　　　　　　　　矢下　　　　　　　　

宮場　　　　　　　　

八反田　　　　　　　

法万　　　　　　　　

杉地　　　　　　　　

光好　　　　　　　　
森藤　　　　　　　　

杉下　　　　　　　　

釛　　　　　　　　　

公文　　　　　　　　

一ツ屋　　　　　　　美好　　　　　　　　

三保　　　　　　　　

浦安　　　　　　　　

田越　　　　　　　　

笠見　　　　　　　　
保　　　　　　　　　徳万　　　　　　　　

槻下　　　　　　　　

二軒屋　　　　　　　

平和　　　　　　　　

妻波　　　　　　　　

比山　　　　　　　　

下種　　　　　　　　
高千穂　　　　　　　

上種　　　　　　　　
西高尾　　　　　　　

東高尾　　　　　　　

桜　　　　　　　　　

服部　　　　　　　　

福積　　　　　　　　

加勢蛇川　　　　　　

倉吉市　　　　　　　

琴浦東ＩＣ　　　　　

大栄東伯ＩＣ　　　　

旭原　　　　　　　　

伊勢野　　　　　　　

下光好　　　　　　　

下法万　　　　　　　

国実　　　　　　　　

今田　　　　　　　　

松ヶ丘　　　　　　　

松井　　　　　　　　

上光好　　　　　　　

上福田　　　　　　　

上法万　　　　　　　

上釛　　　　　　　　

水口　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

斉尾　　　　　　　　

赤碕金屋　　　　　　

倉坂　　　　　　　　

大熊　　　　　　　　

茶ャ条　　　　　　　

鳥池　　　　　　　　

分乗寺　　　　　　　

下伊勢　　　　　　　

下大江　　　　　　　

佐崎　　　　　　　　

上伊勢　　　　　　　

琴の浦ＩＣ　　　　　

琴浦町役場　　　　　

八橋駅　　　　　　　

浦安駅　　　　　　　
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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▲



西坪　　　　　　　　
東坪　　　　　　　　

真子川　　　　　　　

倉谷　　　　　　　　

塩津　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

下甲　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

甲川　　　　　　　　
潮音寺　　　　　　　

石井垣　　　　　　　栄田　　　　　　　　
山陰本線　　　　　　

田中　　　　　　　　

箆津　　　　　　　　勝田川　　　　　　　

光　　　　　　　　　

赤碕中山ＩＣ　　　　中山ＩＣ　　　　　　

ひかりが丘　　　　　

みどり区　　　　　　

阿弥陀山　　　　　　

下前谷　　　　　　　

下坪　　　　　　　　

下木料　　　　　　　

曲松　　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

坂ノ上　　　　　　　

上前谷　　　　　　　

上坪西　　　　　　　上坪東　　　　　　　

上木料　　　　　　　

植松　　　　　　　　

中山口　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

中尾駅前　　　　　　
中林　　　　　　　　

長野　　　　　　　　
内蔵　　　　　　　　

南御崎　　　　　　　

八景台　　　　　　　

浜ノ上　　　　　　　

峯小竹　　　　　　　

北御崎　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

上市　　　　　　　　

湯坂　　　　　　　　

梅田　　　　　　　　

御来屋駅　　　　　　

下市駅　　　　　　　

中山口駅　　　　　　

下市　　　　　　　　赤碕　　　　　　　　

八橋　　　　　　　　 逢束　　　　　　　　
琴浦船上山ＩＣ　　　

きらり　　　　　　　

扇町　　　　　　　　

船望台　　　　　　　

丸尾　　　　　　　　

赤碕　　　　　　　　

赤碕駅　　　　　　　
琴浦大山警察署
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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▲



三江　　　　　　　　

沢谷　　　　　　　　

横谷　　　　　　　　

志津　　　　　　　　

生竹　　　　　　　　

鴨河内　　　　　　　

耳　　　　　　　　　
広瀬　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

福山　　　　　　　　

上古川　　　　　　　

小鴨　　　　　　　　

小鴨川　　　　　　　

東鴨　　　　　　　　

富海　　　　　　　　

生田　　　　　　　　

中河原　　　　　　　

北野　　　　　　　　

大瀬　　　　　　　　

三朝　　　　　　　　

本泉　　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

湯谷　　　　　　　　

天神川　　　　　　　

牧　　　　　　　　　

恩地　　　　　　　　

大柿　　　　　　　　

助谷　　　　　　　　

久原　　　　　　　　

曹源寺　　　　　　　

大鳥居　　　　　　　

安歩　　　　　　　　

関金　　　　　　　　

滝川　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

安水　　　　　　　　

恩鳥　　　　　　　　

勘平　　　　　　　　

久鳥　　　　　　　　

弓削　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

若土　　　　　　　　

西鴨　　　　　　　　

仙隠　　　　　　　　

曽谷　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大島　　　　　　　　

中河原二　　　　　　

中田　　　　　　　　

天神　　　　　　　　

関金町関金宿　　　　

石塚　　　　　　　　

蔵内　　　　　　　　

長坂新町　　　　　　

長坂町　　　　　　　

東鴨新町　　　　　　

尾田　　　　　　　　

福本　　　　　　　　

才ヶ崎　　　　　　　
上米積西　　　　　　上米積東　　　　　　

打吹団地　　　　　　
天神野　　　　　　　

黒見　　　　　　　　上米積　　　　　　　

三朝町役場　　　　　

由良宿　　　　　　　

西園　　　　　　　　

東園　　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

亀谷　　　　　　　　島　　　　　　　　　

穂波　　　　　　　　

▲ 蜘ヶ家山　　　　　　

曲　　　　　　　　　

松神　　　　　　　　

弓原　　　　　　　　 ▲ 茶臼山　　　　　　　

江北　　　　　　　　

新田場　　　　　　　

江北浜　　　　　　　

国坂　　　　　　　　

土下　　　　　　　　

米里　　　　　　　　

津原　　　　　　　　

鋤　　　　　　　　　穴沢　　　　　　　　

北面　　　　　　　　

上神　　　　　　　　

大谷茶屋　　　　　　

不入岡　　　　　　　
和田　　　　　　　　

福守　　　　　　　　

国府　　　　　　　　

国分寺　　　　　　　

福光　　　　　　　　横田　　　　　　　　

昭和開拓　　　　　　

半坂　　　　　　　　

勝負谷　　　　　　　

福田　　　　　　　　

米積　　　　　　　　

▲ 打吹山　　　　　　　

倉吉　　　　　　　　
駄経寺　　　　　　　

下田中　　　　　　　

円谷　　　　　　　　

栗尾　　　　　　　　

余戸　　　　　　　　

八屋　　　　　　　　巌城　　　　　　　　

上井　　　　　　　　

小田　　　　　　　　
古川沢　　　　　　　

下古川　　　　　　　

海田　　　　　　　　

福庭　　　　　　　　

田後　　　　　　　　

長瀬　　　　　　　　

羽合　　　　　　　　

長江　　　　　　　　

門田　　　　　　　　

佐美　　　　　　　　

三朝町　　　　　　　

北栄町　　　　　　　

はわいＩＣ　　　　　

北栄ＩＣ　　　　　　

北栄南ＩＣ　　　　　

二子塚団地　　　　　

倉吉ＩＣ　　　　　　

倉吉西ＩＣ　　　　　

さくら団地　　　　　

さつきヶ丘団地　　　

みどり一区　　　　　

みどり西団地　　　　

みどり南団地　　　　みどり二区　　　　　

レークタウン　　　　

旭西　　　　　　　　
旭東　　　　　　　　

旭南　　　　　　　　

駅前　　　　　　　　

下福田　　　　　　　

弓原浜　　　　　　　

穴田　　　　　　　　

向山団地　　　　　　

国坂中団地　　　　　

国坂東　　　　　　　

国坂浜　　　　　　　

妻ノ神　　　　　　　

三明寺西　　　　　　三明寺東　　　　　　

山根茶屋　　　　　　

山西　　　　　　　　

若葉町（一）　　　　

若葉町（二）　　　　

小河原団地　　　　　

小田東　　　　　　　

上井本町　　　　　　

上米積本郷　　　　　

大沢　　　　　　　　

大野　　　　　　　　

中央団地　　　　　　

田内　　　　　　　　

東園浜　　　　　　　

東亀谷　　　　　　　

白樫　　　　　　　　

浜　　　　　　　　　

福庭東　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

緑ヶ丘団地　　　　　
六尾北団地　　　　　

みどり町　　　　　　

葵町　　　　　　　　

旭田町　　　　　　　

旭北　　　　　　　　

伊木　　　　　　　　

井手畑　　　　　　　

越殿町　　　　　　　

円谷町　　　　　　　

下神　　　　　　　　

下田中町　　　　　　

下米積　　　　　　　

下余戸　　　　　　　

河原町　　　　　　　

河北町　　　　　　　

海田西町（一）　　　海田西町（二）　　　

海田東町　　　　　　
海田南町　　　　　　

鴨川町　　　　　　　

丸山町　　　　　　　

久留　　　　　　　　

宮川町　　　　　　　

金森町　　　　　　　

穴窪　　　　　　　　

見日町　　　　　　　

広栄町　　　　　　　

広瀬町　　　　　　　荒神町　　　　　　　

堺町（二）　　　　　

秋喜　　　　　　　　
秋喜西町　　　　　　

住吉町　　　　　　　

昭和町（一）　　　　

上井町一丁目西　　　上井町一丁目東　　　

上灘町　　　　　　　
上余戸　　　　　　　

新町（二）　　　　　

新田　　　　　　　　

新陽町　　　　　　　

水下　　　　　　　　

瀬崎町　　　　　　　

清谷　　　　　　　　
清谷町（一）　　　　

清谷町（二）　　　　

西岩倉町　　　　　　

西倉吉町　　　　　　

西仲町　　　　　　　

西福守町　　　　　　

西穂波　　　　　　　

駄経寺町　　　　　　

大平町　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

鍛冶町（一）　　　　

中江　　　　　　　　
中江西　　　　　　　

仲ノ町　　　　　　　

田井　　　　　　　　

東巌城町　　　　　　

東岩倉町　　　　　　

東昭和町　　　　　　

南昭和町　　　　　　
虹ヶ丘町　　　　　　

馬場町　　　　　　　

尾原　　　　　　　　

福吉町　　　　　　　

福吉町（二）　　　　福守町　　　　　　　

福庭町（一）　　　　福庭町（二）　　　　

米田町　　　　　　　

米田町（二）　　　　

北条島　　　　　　　

北尾　　　　　　　　

湊町　　　　　　　　

余戸谷町　　　　　　

六尾　　　　　　　　

和田東町　　　　　　

新川　　　　　　　　
西新田場　　　　　　

東新田場　　　　　　

北栄町役場　　　　　 湯梨浜町役場　　　　

倉吉市役所　　　　　

由良駅　　　　　　　

下北条駅　　　　　　

倉吉駅　　　　　　　

鏡野町　　　　　　　

俵原　　　　　　　　

中津貯水池　　　　　

小鹿渓　　　　　　　

丹戸　　　　　　　　神倉　　　　　　　　

▲ 三徳山　　　　　　　

吉原　　　　　　　　三徳　　　　　　　　

三徳川　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

砂原　　　　　　　　

東小鹿　　　　　　　

西小鹿　　　　　　　

鉛山　　　　　　　　

柿谷　　　　　　　　

実光　　　　　　　　

福吉　　　　　　　　

小河内　　　　　　　

笏賀　　　　　　　　

吉尾　　　　　　　　

鎌田　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

井手ノ原　　　　　　

井土　　　　　　　　岩本　　　　　　　　

合谷　　　　　　　　

坂戸　　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

三徳山　　　　　　　
成　　　　　　　　　

太郎田　　　　　　　

徳本　　　　　　　　

波伯山　　　　　　　

恋谷　　　　　　　　

三朝　　　　　　　　 片紫　　　　　　　　

鳥取市　　　　　　　

湯梨浜町　　　　　　

浅津　　　　　　　　

橋津　　　　　　　　

南谷　　　　　　　　

東郷池　　　　　　　

埴見　　　　　　　　

羽衣石　　　　　　　

十万寺　　　　　　　
波関峠　　　　　　　

麻畑　　　　　　　　

方面　　　　　　　　

高辻　　　　　　　　

田畑　　　　　　　　

野花　　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

川上　　　　　　　　

藤津　　　　　　　　

方地　　　　　　　　漆原　　　　　　　　

北福　　　　　　　　

絹見　　　　　　　　

北河原　　　　　　　亀尻　　　　　　　　
露谷　　　　　　　　

鳴滝　　　　　　　　

田原谷　　　　　　　
八葉寺　　　　　　　

紙屋　　　　　　　　

楠根　　　　　　　　

澄水　　　　　　　　
▲ 鉢伏山　　　　　　　

川上峠　　　　　　　

光吉　　　　　　　　

三通田　　　　　　　

上露谷　　　　　　　

神前　　　　　　　　

田畑二　　　　　　　
尾長　　　　　　　　

鳴瀧　　　　　　　　

はわい温泉　　　　　

旭　　　　　　　　　

下浅津　　　　　　　

久見　　　　　　　　

小鹿谷　　　　　　　

上橋津　　　　　　　

上浅津　　　　　　　

青谷町鳴瀧　　　　　

赤池　　　　　　　　

中興寺　　　　　　　

長和田　　　　　　　

白石　　　　　　　　

龍島　　　　　　　　

引地　　　　　　　　 川積　　　　　　　　

筒地　　　　　　　　

松崎駅　　　　　　　
倉吉警察署
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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）
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宇野　　　　　　　　

宇谷　　　　　　　　

園　　　　　　　　　

泊　　　　　　　　　

石脇　　　　　　　　

小浜　　　　　　　　
長和瀬　　　　　　　

吉川　　　　　　　　

勝部川　　　　　　　

泊東郷ＩＣ　　　　　

下露谷　　　　　　　

青谷町井手　　　　　

青谷町栄町　　　　　

泊　　　　　　　　　

泊駅　　　　　　　　

青谷駅　　　　　　　
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許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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三朝町　　　　　　　

鏡野町　　　　　　　

安蔵　　　　　　　　

岩坪　　　　　　　　

新田　　　　　　　　

北村　　　　　　　　

落河内　　　　　　　

杣小屋　　　　　　　

▲ 高山　　　　　　　　
中津　　　　　　　　

▲ 高鉢山　　　　　　　

梨原　　　　　　　　

河原畑　　　　　　　

河内上条　　　　　　

河北　　　　　　　　

河内下条　　　　　　

蔵内　　　　　　　　

早牛　　　　　　　　

山根　　　　　　　　

河原　　　　　　　　
飯里　　　　　　　　

上原　　　　　　　　

山宮　　　　　　　　

睦逢　　　　　　　　

郡家　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

下光元　　　　　　　

上光　　　　　　　　

二本木　　　　　　　

重高　　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

乙亥正　　　　　　　

岡木　　　　　　　　

中園　　　　　　　　

宮方　　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

今市　　　　　　　　

出百姓　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

閉野　　　　　　　　

広木　　　　　　　　

未用　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　

小別所　　　　　　　

▲ 鷲峰山　　　　　　　

御熊　　　　　　　　

大畑　　　　　　　　

堤見　　　　　　　　

長柄　　　　　　　　

妙徳寺　　　　　　　瀬田蔵　　　　　　　

洞谷　　　　　　　　

双六原　　　　　　　

奥細見　　　　　　　

朱矯　　　　　　　　

槙原　　　　　　　　▲ 毛無山　　　　　　　

ひまわり団地　　　　

一ッ橋　　　　　　　

越水　　　　　　　　
越路ヶ丘　　　　　　

岡井　　　　　　　　下蔵内　　　　　　　

加治町　　　　　　　

雁津　　　　　　　　

鬼入道　　　　　　　

古仏谷　　　　　　　

今町　　　　　　　　

紺屋町　　　　　　　桜馬場　　　　　　　山根町　　　　　　　

重山　　　　　　　　

辛川　　　　　　　　

水谷　　　　　　　　

大工町　　　　　　　

丹防　　　　　　　　

中園西　　　　　　　中園東　　　　　　　

殿町　　　　　　　　

田仲　　　　　　　　

湯花　　　　　　　　

南川　　　　　　　　

二ッ家　　　　　　　

法楽寺　　　　　　　

木梨　　　　　　　　

矢原　　　　　　　　

来日　　　　　　　　

立町　　　　　　　　

鷲峯　　　　　　　　

下町　　　　　　　　

気高町下石　　　　　

細見　　　　　　　　
鹿野町鹿野　　　　　

鹿野町水谷　　　　　鹿野町鷲峯　　　　　

槇原　　　　　　　　

下坂本　　　　　　　梶掛　　　　　　　　望町　　　　　　　　
気高町高江　　　　　

浜村鹿野温泉ＩＣ　　

瑞穂宝木ＩＣ　　　　

上砂見　　　　　　　

中砂見　　　　　　　

池田　　　　　　　　

万代寺　　　　　　　

米岡　　　　　　　　
八東川　　　　　　　

袋河原　　　　　　　

片山　　　　　　　　

今在家　　　　　　　

河原　　　　　　　　

渡一木　　　　　　　

天神原　　　　　　　
曳田　　　　　　　　

高福　　　　　　　　

山手　　　　　　　　

釜口　　　　　　　　

和奈見　　　　　　　

八日市　　　　　　　佐貫　　　　　　　　

水根　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

山上　　　　　　　　

本鹿　　　　　　　　

中井　　　　　　　　

弓河内　　　　　　　

小河内　　　　　　　

神馬　　　　　　　　

津野　　　　　　　　

津無　　　　　　　　

葛谷　　　　　　　　

刈地　　　　　　　　

美成　　　　　　　　

用瀬　　　　　　　　

鷹狩　　　　　　　　赤波　　　　　　　　

河原ＩＣ　　　　　　

鳥取自動車道　　　　

用瀬ＩＣ　　　　　　

田中　　　　　　　　

栃ヶ谷　　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

引野　　　　　　　　

奥長瀬　　　　　　　

下曳田　　　　　　　

下古用瀬　　　　　　

下佐貫　　　　　　　

下津無　　　　　　　

下渡一木　　　　　　

下土居　　　　　　　

下平　　　　　　　　

加賀瀬　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

荒倉　　　　　　　　

高津　　　　　　　　

高津原　　　　　　　

今西　　　　　　　　

坂根　　　　　　　　

柵組　　　　　　　　

鹿野　　　　　　　　

上岡　　　　　　　　

上葛谷　　　　　　　

上山手　　　　　　　

上津無　　　　　　　

上渡一木　　　　　　

上土居　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

大井　　　　　　　　

大月　　　　　　　　

大智谷　　　　　　　

大湯棚　　　　　　　

大平　　　　　　　　

棚田　　　　　　　　

谷一木　　　　　　　

中井二　　　　　　　

天神　　　　　　　　

日柄　　　　　　　　

馬橋　　　　　　　　

馬路　　　　　　　　

尾上　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

福和田　　　　　　　

本角　　　　　　　　

余井　　　　　　　　

六日市　　　　　　　

河原町鮎ヶ丘　　　　

河原町河原　　　　　

河原町牛戸　　　　　

河原町郷原　　　　　

河原町谷一木　　　　

河原町長瀬　　　　　

河原町湯谷　　　　　

河原町徳吉　　　　　

河原町曵田　　　　　

国中　　　　　　　　

佐治町小原　　　　　

佐治町大井　　　　　

石田百井　　　　　　

船岡　　　　　　　　

船岡殿　　　　　　　

土師百井　　　　　　

破岩　　　　　　　　

中湯棚　　　　　　　

河原駅　　　　　　　

国英駅　　　　　　　

鷹狩駅　　　　　　　

用瀬駅　　　　　　　

八頭高校前駅　　　　

鳥取市　　　　　　　

下砂見　　　　　　　

高路　　　　　　　　

松上　　　　　　　　

日細見　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

吉岡温泉　　　　　　

金沢　　　　　　　　
松原　　　　　　　　

三山口　　　　　　　

良田　　　　　　　　

桂見　　　　　　　　
布勢　　　　　　　　

里仁　　　　　　　　

徳尾　　　　　　　　
古海　　　　　　　　

雲山　　　　　　　　

吉成　　　　　　　　

的場　　　　　　　　

叶　　　　　　　　　

菖蒲　　　　　　　　

野寺　　　　　　　　

下味野　　　　　　　

本高　　　　　　　　

大桷　　　　　　　　

野坂　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

西今在家　　　　　　

篠坂　　　　　　　　

有富　　　　　　　　

猪子　　　　　　　　

横枕　　　　　　　　

朝月　　　　　　　　

上味野　　　　　　　

倭文　　　　　　　　

赤子田　　　　　　　

円通寺　　　　　　　

千代川　　　　　　　

八坂　　　　　　　　

国安　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

美和　　　　　　　　

古郡家　　　　　　　

広岡　　　　　　　　

越路　　　　　　　　

稲常　　　　　　　　

布袋　　　　　　　　

鳥取　　　　　　　　

大路　　　　　　　　

鳥取ＩＣ　　　　　　

鳥取南ＩＣ　　　　　

鳥取西ＩＣ　　　　　

叶茶屋　　　　　　　

叶土居　　　　　　　

吉方　　　　　　　　

金原　　　　　　　　

山ヶ鼻　　　　　　　

篠田　　　　　　　　

上古海　　　　　　　

神坂　　　　　　　　

待居　　　　　　　　

東吉成　　　　　　　

東桂見　　　　　　　

南吉成　　　　　　　

報徳　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

永楽温泉町　　　　　

下段　　　　　　　　

掛出町　　　　　　　

叶（一）　　　　　　

瓦町　　　　　　　　

吉岡温泉町　　　　　
吉成（一）　　　　　

吉成（三）　　　　　

吉成（二）　　　　　

吉成南町（一）　　　

吉成南町（二）　　　

吉方温泉（二）　　　

久末　　　　　　　　

宮長　　　　　　　　

興南町　　　　　　　

玉津　　　　　　　　

源太　　　　　　　　

古市　　　　　　　　

向国安　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

行徳（一）　　　　　

行徳（二）　　　　　
今町（一）　　　　　戎町　　　　　　　　

上段　　　　　　　　

上町　　　　　　　　

新　　　　　　　　　

数津　　　　　　　　

正蓮寺　　　　　　　

西円通寺　　　　　　

西大路　　　　　　　

扇町　　　　　　　　

船木　　　　　　　　

蔵田　　　　　　　　

大覚寺　　　　　　　

大杙　　　　　　　　

竹生　　　　　　　　

中大路　　　　　　　

中町　　　　　　　　

的場（一）　　　　　
的場（三）　　　　　

天神町　　　　　　　

東大路　　　　　　　

南栄町　　　　　　　

南吉方（一）　　　　

南吉方（三）　　　　

富安（一）　　　　　

富安（二）　　　　　

服部　　　　　　　　
面影（一）　　　　　

面影（二）　　　　　

弥生町　　　　　　　

立川町（一）　　　　

立川町（五）　　　　

立川町（二）　　　　
六反田　　　　　　　

西桂見　　　　　　　
元魚町（一）　　　　

元魚町（三）　　　　
行徳（三）　　　　　

馬場町　　　　　　　本町（二）　　　　　
緑ヶ丘（一）　　　　

吉岡温泉ＩＣ　　　　
鳥取市役所　　　　　鳥取駅　　　　　　　
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）
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長尾鼻　　　　　　　

夏泊　　　　　　　　

善田　　　　　　　　養郷　　　　　　　　

八束水　　　　　　　

下原　　　　　　　　
八幡　　　　　　　　

勝見　　　　　　　　

浜村　　　　　　　　

矢口　　　　　　　　

河内川　　　　　　　

富吉　　　　　　　　

常松　　　　　　　　

宝木　　　　　　　　

酒津　　　　　　　　

奥沢見　　　　　　　

小沢見　　　　　　　白兎　　　　　　　　

青谷ＩＣ　　　　　　

下善田　　　　　　　

沖村　　　　　　　　

下原新田　　　　　　

古町　　　　　　　　

高浜　　　　　　　　
姉泊　　　　　　　　

姉泊新田　　　　　　

新泉　　　　　　　　

水尻　　　　　　　　青谷　　　　　　　　

赤尾谷　　　　　　　

船磯　　　　　　　　

長丁　　　　　　　　

東浜　　　　　　　　
姫路　　　　　　　　

気高町下坂本　　　　
気高町会下　　　　　

気高町新町（一）　　

気高町新町（三）　　

気高町新町（二）　　 気高町日光　　　　　

気高町冨吉　　　　　

気高町北浜（一）　　気高町北浜（三）　　気高町北浜（二）　　

青谷町奥崎　　　　　

青谷町青谷　　　　　

内海中　　　　　　　

浜村駅　　　　　　　

宝木駅　　　　　　　

伏野　　　　　　　　

三津　　　　　　　　

福井　　　　　　　　

湖山池　　　　　　　

青島　　　　　　　　

湖山　　　　　　　　

岩吉　　　　　　　　
安長　　　　　　　　

商栄　　　　　　　　

賀露　　　　　　　　

鳥取港　　　　　　　

浜坂　　　　　　　　

鳥取砂丘　　　　　　

多鯰池　　　　　　　

円護寺　　　　　　　

溝川　　　　　　　　

砂丘　　　　　　　　

相生町（一）　　　　

中茶屋　　　　　　　

賀露町　　　　　　　

賀露町西（一）　　　

賀露町西（三）　　　
賀露町西（四）　　　

賀露町西（二）　　　

賀露町南（一）　　　

賀露町南（五）　　　賀露町南（三）　　　

賀露町南（四）　　　

賀露町南（二）　　　

賀露町南（六）　　　

賀露町北（一）　　　賀露町北（三）　　　

賀露町北（四）　　　

賀露町北（二）　　　

丸山町　　　　　　　

栗谷町　　　　　　　

玄好町　　　　　　　

湖山町西（一）　　　

湖山町西（三）　　　

湖山町西（二）　　　

湖山町東（五）　　　

湖山町東（三）　　　

湖山町東（四）　　　

湖山町東（二）　　　

湖山町南（一）　　　

湖山町南（五）　　　

湖山町南（三）　　　

湖山町南（四）　　　

湖山町北（一）　　　

湖山町北（三）　　　

湖山町北（四）　　　

湖山町北（二）　　　
湖山町北（六）　　　

五反田町　　　　　　

江津　　　　　　　　

港町　　　　　　　　

材木町　　　　　　　

山城町　　　　　　　

秋里　　　　　　　　

商栄町　　　　　　　
松並町（一）　　　　

松並町（三）　　　　
松並町（二）　　　　

新品治町　　　　　　

西町（一）　　　　　

西町（三）　　　　　

西品治　　　　　　　

青葉町（一）　　　　

青葉町（三）　　　　
千代水（一）　　　　千代水（三）　　　　千代水（四）　　　　

千代水（二）　　　　

相生町（三）　　　　相生町（四）　　　　足山　　　　　　　　

茶町　　　　　　　　

田園町（三）　　　　

田島　　　　　　　　

東町（一）　　　　　

東町（三）　　　　　

湯所町（一）　　　　
湯所町（二）　　　　

徳吉　　　　　　　　
南安長（一）　　　　

南安長（三）　　　　

南安長（二）　　　　

南隈　　　　　　　　

晩稲　　　　　　　　美萩野（一）　　　　

美萩野（五）　　　　

美萩野（三）　　　　

美萩野（四）　　　　美萩野（二）　　　　

浜坂（一）　　　　　

浜坂（三）　　　　　
浜坂（四）　　　　　

浜坂（七）　　　　　

浜坂（八）　　　　　

浜坂（六）　　　　　

浜坂東（一）　　　　

片原（五）　　　　　

北園（一）　　　　　

北園（二）　　　　　

薬師町　　　　　　　緑ヶ丘（三）　　　　

緑ヶ丘（二）　　　　 鳥取県庁　　　　　　

末恒駅　　　　　　　

湖山駅　　　　　　　

鳥取大学前駅　　　　

浜村警察署

鳥取警察署

鳥取県警察本部
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



福本　　　　　　　　

郡家　　　　　　　　

久能寺　　　　　　　

奥谷　　　　　　　　

花原　　　　　　　　

▲ 猫山　　　　　　　　

津黒　　　　　　　　

野町　　　　　　　　

福地　　　　　　　　

山志谷　　　　　　　

落岩　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

志谷　　　　　　　　

富枝　　　　　　　　

日田　　　　　　　　

南　　　　　　　　　

重枝　　　　　　　　

徳丸　　　　　　　　

若桜鉄道若桜線　　　

皆原　　　　　　　　

三浦　　　　　　　　

岩渕　　　　　　　　

才代　　　　　　　　

新興寺　　　　　　　

安井宿　　　　　　　

横田　　　　　　　　

日下部　　　　　　　

見槻　　　　　　　　

見槻中　　　　　　　

水口　　　　　　　　

塩上　　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

下野　　　　　　　　

志子部　　　　　　　

北山　　　　　　　　

八頭町　　　　　　　
坂田　　　　　　　　

下濃　　　　　　　　

花　　　　　　　　　

宮谷　　　　　　　　

郡家殿　　　　　　　

小別府　　　　　　　

上津黒　　　　　　　

清徳　　　　　　　　

西御門　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

鍛冶屋　　　　　　　
島　　　　　　　　　

東　　　　　　　　　

隼郡家　　　　　　　

隼福　　　　　　　　

茂田　　　　　　　　

下津黒　　　　　　　
覚王寺　　　　　　　

八頭町役場　　　　　

郡家駅　　　　　　　

因幡船岡駅　　　　　

隼駅　　　　　　　　

安部駅　　　　　　　

八東駅　　　　　　　

丹比駅　　　　　　　

滝山　　　　　　　　

卯垣　　　　　　　　

岩倉　　　　　　　　

杉崎　　　　　　　　

桂木　　　　　　　　

紙子谷　　　　　　　

因美線　　　　　　　

祢宜谷　　　　　　　

門尾　　　　　　　　

下坂　　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

峰寺　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

別府　　　　　　　　

延命寺　　　　　　　

篠波　　　　　　　　

木原　　　　　　　　

栃本　　　　　　　　

楠城　　　　　　　　

拾石　　　　　　　　

荒舟　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

中河原　　　　　　　

殿　　　　　　　　　

神護　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

神垣　　　　　　　　

宝殿　　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

岡益　　　　　　　　

玉鉾　　　　　　　　

麻生　　　　　　　　

広西　　　　　　　　
三代寺　　　　　　　

法花寺　　　　　　　

中郷　　　　　　　　

国府　　　　　　　　町屋　　　　　　　　美歎　　　　　　　　

▲ 稲葉山　　　　　　　

清内谷　　　　　　　

唐川　　　　　　　　

小田　　　　　　　　

姥ヶ山　　　　　　　

卯垣（二）　　　　　

香取　　　　　　　　

桜谷　　　　　　　　

津ノ井　　　　　　　

国分寺　　　　　　　

三郷　　　　　　　　
上町屋　　　　　　　

上麻生　　　　　　　

大坂　　　　　　　　

南広西　　　　　　　

井古　　　　　　　　

卯垣（一）　　　　　
卯垣（五）　　　　　

卯垣（四）　　　　　

下峰寺　　　　　　　

下門尾　　　　　　　

海蔵寺　　　　　　　

国府町稲葉丘（一）　
国府町稲葉丘（二）　

国府町奥谷　　　　　国府町奥谷（一）　　
国府町奥谷（三）　　

国府町下木原　　　　

国府町吉野　　　　　

国府町宮下　　　　　

国府町国分寺　　　　

国府町山崎　　　　　

国府町糸谷　　　　　

国府町上荒舟　　　　

国府町新町（二）　　国府町新通り（三）　
国府町新通り（二）　

国府町庁　　　　　　

国府町分上（一）　　

国府町分上（四）　　

山路　　　　　　　　

若葉台南（五）　　　

若葉台南（三）　　　

若葉台南（七）　　　

若葉台南（二）　　　

若葉台南（六）　　　

若葉台北（四）　　　

若葉台北（二）　　　

上峰寺　　　　　　　

生山　　　　　　　　

東今在家　　　　　　

堀越　　　　　　　　

立川町（七）　　　　

立川町（六）　　　　

外邑　　　　　　　　
小西谷　　　　　　　

津ノ井駅　　　　　　

東郡家駅　　　　　　

若桜町　　　　　　　

明辺　　　　　　　　

妻鹿野　　　　　　　横地　　　　　　　　

稗谷　　　　　　　　

用呂　　　　　　　　

高野　　　　　　　　

赤松　　　　　　　　

来見野　　　　　　　

諸鹿　　　　　　　　

広留　　　　　　　　

▲ 陣鉢山　　　　　　　

舂米　　　　　　　　

茗荷谷　　　　　　　

渕見　　　　　　　　

湯原　　　　　　　　

屋堂羅　　　　　　　

寺所　　　　　　　　

上高野　　　　　　　

大工村　　　　　　　

内町　　　　　　　　

門所　　　　　　　　

つく米　　　　　　　

三倉　　　　　　　　

若桜　　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

若桜町役場　　　　　

若桜駅　　　　　　　

上地　　　　　　　　

菅野　　　　　　　　

大石　　　　　　　　

石井谷　　　　　　　

雨滝　　　　　　　　

▲ 大茅山　　　　　　　

十王峠　　　　　　　

鳥越　　　　　　　　
海上　　　　　　　　 岸田　　　　　　　　

青下　　　　　　　　

霧ヶ滝　　　　　　　
霧滝　　　　　　　　

▲ 扇山　　　　　　　　

上上地　　　　　　　

菅原　　　　　　　　

肥前畑　　　　　　　

郡家警察署
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覚寺　　　　　　　　

百谷　　　　　　　　

安畑　　　　　　　　

左近　　　　　　　　

久志羅　　　　　　　

蔵見　　　　　　　　南田　　　　　　　　

八重原　　　　　　　

箭溪　　　　　　　　

栗谷　　　　　　　　

▲ 立岩山　　　　　　　

高江　　　　　　　　

湯山　　　　　　　　

海士　　　　　　　　

細川　　　　　　　　

岩戸　　　　　　　　

▲ 駟馳山　　　　　　　

網代　　　　　　　　

岩美　　　　　　　　

新井　　　　　　　　

河崎　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

本庄　　　　　　　　

恩志　　　　　　　　

坂上　　　　　　　　

岩常　　　　　　　　

高住　　　　　　　　

長郷　　　　　　　　

院内　　　　　　　　

池谷　　　　　　　　

佐坂　　　　　　　　黒谷　　　　　　　　

延興寺　　　　　　　

荒金　　　　　　　　

浜湯山　　　　　　　

福部ＩＣ　　　　　　

岩美ＩＣ　　　　　　

大谷ＩＣ　　　　　　

宇治　　　　　　　　

釜戸　　　　　　　　

岩美駅前　　　　　　

岩本　　　　　　　　

久松　　　　　　　　

沓井　　　　　　　　

県　　　　　　　　　

向山　　　　　　　　

山湯山　　　　　　　

上河崎　　　　　　　

西海士　　　　　　　

相谷　　　　　　　　

中湯山　　　　　　　

東湯山　　　　　　　

南海士　　　　　　　
浪花団地　　　　　　

福部町中　　　　　　

浦富ＩＣ　　　　　　

岩美道路　　　　　　岩美町役場　　　　　
岩美駅　　　　　　　

大岩駅　　　　　　　

福部駅　　　　　　　

田後　　　　　　　　浦富　　　　　　　　

牧谷　　　　　　　　

羽尾　　　　　　　　

陸上　　　　　　　　

浦富海岸　　　　　　

小羽尾　　　　　　　

大羽尾　　　　　　　

東浜駅　　　　　　　

新温泉町　　　　　　

洗井　　　　　　　　

横尾　　　　　　　　

銀山　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　

法正寺　　　　　　　
塩谷　　　　　　　　

蒲生　　　　　　　　

白地　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

田河内　　　　　　　

今岡　　　　　　　　

岸田川　　　　　　　

井上　　　　　　　　

細田　　　　　　　　

温泉　　　　　　　　

湯　　　　　　　　　

竹田　　　　　　　　

千原　　　　　　　　

鐘尾　　　　　　　　

千谷　　　　　　　　

蒲生峠　　　　　　　

▲ 牛ヶ峰山　　　　　　

越坂　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

宮脇　　　　　　　　

前　　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

中辻　　　　　　　　

塩山　　　　　　　　

飯野　　　　　　　　
桐岡　　　　　　　　

丹土　　　　　　　　

岩美町　　　　　　　

二又川　　　　　　　
大栃川　　　　　　　

真名　　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

相山　　　　　　　　

蕪島　　　　　　　　

金屋口　　　　　　　

後山　　　　　　　　 今岡金屋　　　　　　

居組　　　　　　　　

釜屋　　　　　　　　

奥町　　　　　　　　

諸寄　　　　　　　　

矢城ヶ鼻　　　　　　

芦屋　　　　　　　　

浜坂　　　　　　　　

鬼門崎　　　　　　　

指杭　　　　　　　　

田井　　　　　　　　

対田　　　　　　　　

二日市　　　　　　　

栃谷　　　　　　　　
七釜　　　　　　　　

新市　　　　　　　　

田君　　　　　　　　

用土　　　　　　　　

京屋　　　　　　　　

戸田　　　　　　　　

清富　　　　　　　　

福富　　　　　　　　

新温泉浜坂ＩＣ　　　

新温泉町役場　　　　

浜坂駅　　　　　　　
諸寄駅　　　　　　　

居組駅　　　　　　　

美方警察署
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