
▲ 権殿山　　　　　　　

北方　　　　　　　　

牧山　　　　　　　　

市瀬　　　　　　　　

柚木　　　　　　　　

荒山　　　　　　　　

奥新保　　　　　　　

二俣　　　　　　　　

田島　　　　　　　　

▲ キゴ山　　　　　　　

菱池　　　　　　　　

▲ 白兀山　　　　　　　

▲ 医王山　　　　　　　

折谷　　　　　　　　

嫁兼　　　　　　　　

立美　　　　　　　　

土生新　　　　　　　

土生　　　　　　　　
才川七　　　　　　　

広谷　　　　　　　　

祖谷　　　　　　　　

天神　　　　　　　　竹内　　　　　　　　

館　　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

法林寺　　　　　　　

▲ 桑山　　　　　　　　

小又　　　　　　　　

土山　　　　　　　　

蔵原　　　　　　　　直江野　　　　　　　

奥新保町　　　　　　

舘　　　　　　　　　

魚帰町　　　　　　　

荒山町　　　　　　　

香城寺　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

市瀬町　　　　　　　

糸谷新　　　　　　　

小菱池町　　　　　　

小嶺町　　　　　　　

水元町　　　　　　　

折谷町　　　　　　　

川西　　　　　　　　

大菱池町　　　　　　

中ノ江　　　　　　　

殿　　　　　　　　　

田島町　　　　　　　

二俣町　　　　　　　

菱池小原町　　　　　

不室町　　　　　　　

福光　　　　　　　　

牧山町　　　　　　　

柚木町　　　　　　　

立野原西　　　　　　

納年町　　　　　　　北方町　　　　　　　

津幡町　　　　　　　

小矢部市　　　　　　

山森　　　　　　　　

倶利伽羅　　　　　　

上藤又　　　　　　　

竹橋　　　　　　　　

下中　　　　　　　　

下藤又　　　　　　　

相窪　　　　　　　　

材木　　　　　　　　

常徳　　　　　　　　

横根　　　　　　　　

俵原　　　　　　　　

上平　　　　　　　　

南千谷　　　　　　　加賀朝日　　　　　　

中尾　　　　　　　　

松根　　　　　　　　

曲子原　　　　　　　
竹又　　　　　　　　

東原　　　　　　　　

砂子谷　　　　　　　高窪　　　　　　　　

人母　　　　　　　　

内山　　　　　　　　
臼谷　　　　　　　　

小森谷　　　　　　　

安養寺　　　　　　　
小矢部ＩＣ　　　　　末友　　　　　　　　

▲ 枡山　　　　　　　　 八講田　　　　　　　

北一　　　　　　　　

平桜　　　　　　　　

平田　　　　　　　　

藤森　　　　　　　　

渋江　　　　　　　　

長　　　　　　　　　

蓮沼　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

倶利伽羅峠　　　　　

▲ 砺波山　　　　　　　
石坂　　　　　　　　

松永　　　　　　　　

埴生　　　　　　　　
綾子　　　　　　　　

井野河内　　　　　　

古屋谷町　　　　　　

千杉町　　　　　　　

鞁筒町　　　　　　　

フロンティアパーク　

メルヘンランド　　　

仮生　　　　　　　　

加賀朝日町　　　　　

曲子原町　　　　　　

琴坂町　　　　　　　琴町　　　　　　　　

原　　　　　　　　　

戸久　　　　　　　　

今泉町　　　　　　　

七村滝寺　　　　　　

七野　　　　　　　　

舟尾　　　　　　　　

松根町　　　　　　　

上平町　　　　　　　
杉谷内　　　　　　　

清水谷町　　　　　　

川開新　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

滝下町　　　　　　　

棚田　　　　　　　　

竹又町　　　　　　　

中尾町　　　　　　　

朝日畑　　　　　　　

朝日牧町　　　　　　

直江野町　　　　　　

土子原町　　　　　　

東原町　　　　　　　

東荒屋　　　　　　　

道林寺　　　　　　　

南横根　　　　　　　

南千谷町　　　　　　

八伏　　　　　　　　

俵原町　　　　　　　

北横根　　　　　　　

北千石町　　　　　　

堀切町　　　　　　　

末沢新　　　　　　　

名畑　　　　　　　　

矢水町　　　　　　　

杉瀬　　　　　　　　
越中坂　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

山田川　　　　　　　東殿　　　　　　　　

高宮　　　　　　　　

福光　　　　　　　　

宗守　　　　　　　　

在房　　　　　　　　
松木　　　　　　　　

岩木　　　　　　　　

小矢部川　　　　　　

布袋　　　　　　　　

城端線　　　　　　　

広安　　　　　　　　

焼野　　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

森清　　　　　　　　

池尻　　　　　　　　

井口　　　　　　　　

蛇喰　　　　　　　　
信末　　　　　　　　

長楽寺　　　　　　　

是安　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

城端　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

池川　　　　　　　　

蓑谷　　　　　　　　

東西原　　　　　　　

▲ 赤祖父山　　　　　　

下原　　　　　　　　
栃原峠　　　　　　　

▲ 八乙女山　　　　　　

東城寺　　　　　　　

院瀬見　　　　　　　

沖　　　　　　　　　 連代寺　　　　　　　

井波　　　　　　　　

三清　　　　　　　　

飛騨屋　　　　　　　

青島　　　　　　　　

庄川　　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

前山　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

福光ＩＣ　　　　　　

福光新町　　　　　　
安清　　　　　　　　

井口　　　　　　　　

井波　　　　　　　　

井波軸屋　　　　　　

一日市　　　　　　　

雨潜　　　　　　　　

下吉江　　　　　　　

下野　　　　　　　　

吉江中　　　　　　　

吉江野　　　　　　　

久戸　　　　　　　　

久保　　　　　　　　
宮後　　　　　　　　

桐木　　　　　　　　

金戸　　　　　　　　

経塚野　　　　　　　

戸板　　　　　　　　

五領　　　　　　　　

江田　　　　　　　　

荒見崎　　　　　　　

高畠　　　　　　　　

国広　　　　　　　　

今里　　　　　　　　

細木　　　　　　　　

三清西　　　　　　　

三清東　　　　　　　

山下　　　　　　　　

山見　　　　　　　　

山斐　　　　　　　　

志観寺　　　　　　　

小林　　　　　　　　

庄川町示野　　　　　

松島　　　　　　　　

上広安　　　　　　　

城端　　　　　　　　

新邸　　　　　　　　

森　　　　　　　　　

神宮寺　　　　　　　

神成　　　　　　　　

清玄寺　　　　　　　

西明　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

千福　　　　　　　　

川原崎　　　　　　　

川上中　　　　　　　

泉沢　　　　　　　　

大宮野新　　　　　　

大窪　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

鍛治　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

東石田　　　　　　　

藤橋　　　　　　　　

徳成　　　　　　　　

縄蔵　　　　　　　　

梅原　　　　　　　　

梅野　　　　　　　　

八塚　　　　　　　　

福野軸屋　　　　　　

北市　　　　　　　　

北川　　　　　　　　

野新　　　　　　　　
野能原　　　　　　　

遊部　　　　　　　　

遊部川原　　　　　　

利賀村下原　　　　　

利賀村長崎　　　　　

利賀村栃原　　　　　

利賀村北原　　　　　

利波河　　　　　　　

理休　　　　　　　　

立野原東　　　　　　

和泉　　　　　　　　

三ツ屋　　　　　　　 寺家　　　　　　　　
上中野　　　　　　　

苗島　　　　　　　　

東石黒駅　　　　　　

福光駅　　　　　　　

越中山田駅　　　　　

城端駅　　　　　　　

砺波市　　　　　　　

高岡市　　　　　　　

興法寺　　　　　　　

下川崎　　　　　　　

津沢　　　　　　　　

浅地　　　　　　　　

経田　　　　　　　　

茄子島　　　　　　　
野寺　　　　　　　　

高波　　　　　　　　

東中　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

宮丸　　　　　　　　

杉木　　　　　　　　

狐島　　　　　　　　

西中　　　　　　　　
砺波　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

高道　　　　　　　　
柳瀬　　　　　　　　

矢木　　　　　　　　

太郎丸　　　　　　　

砺波ＩＣ　　　　　　

鷹栖　　　　　　　　

苗加　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

新明　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

五郎丸　　　　　　　

荒高屋　　　　　　　

野村島　　　　　　　

本江　　　　　　　　

上津　　　　　　　　

高儀　　　　　　　　

福野　　　　　　　　梅ヶ島　　　　　　　

上川崎　　　　　　　

安居　　　　　　　　

古上野　　　　　　　

小矢部砺波ＪＣＴ　　

小矢部東ＩＣ　　　　

小矢部市飛地　　　　

能越自動車道　　　　

やかた　　　　　　　

安室　　　　　　　　

一番町　　　　　　　

院林　　　　　　　　

永福町　　　　　　　

下後亟　　　　　　　

花園町　　　　　　　

花島　　　　　　　　

鴨島　　　　　　　　

岩安　　　　　　　　

岩武　　　　　　　　

岩武新　　　　　　　

久泉　　　　　　　　

宮村　　　　　　　　

戸出西部金屋　　　　戸出六十歩　　　　　

胡麻島　　　　　　　

広上町　　　　　　　

高屋　　　　　　　　

高堀　　　　　　　　

高木出　　　　　　　

三島町　　　　　　　

寺家新屋敷　　　　　

鹿島　　　　　　　　

柴田屋　　　　　　　

若草町　　　　　　　

寿町　　　　　　　　

秋元　　　　　　　　

十年明　　　　　　　

庄川町五ケ　　　　　

庄川町高儀新　　　　

庄川町天正　　　　　

庄川町筏　　　　　　
松原　　　　　　　　

松原新　　　　　　　

上三日市　　　　　　

新西　　　　　　　　

新富町　　　　　　　

深江　　　　　　　　

神島　　　　　　　　

清水明　　　　　　　

清沢　　　　　　　　

西川原　　　　　　　

赤倉　　　　　　　　
千代　　　　　　　　

千保　　　　　　　　

専勝寺　　　　　　　

川除新　　　　　　　

前田　　　　　　　　

祖泉　　　　　　　　

太郎丸（三）　　　　

太郎丸（二）　　　　

大辻　　　　　　　　

鷹栖出　　　　　　　

中央町　　　　　　　
中神　　　　　　　　

長源寺　　　　　　　

津沢（一）　　　　　

坪内　　　　　　　　

東石丸　　　　　　　

内御堂　　　　　　　

鍋島　　　　　　　　

二日町　　　　　　　

年代　　　　　　　　

晩田　　　　　　　　

百町　　　　　　　　

表町　　　　　　　　

福上　　　　　　　　

福野　　　　　　　　

豊町（一）　　　　　

豊町（二）　　　　　

蓑輪　　　　　　　　

木下　　　　　　　　

野尻　　　　　　　　

野尻野　　　　　　　

利屋　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

和沢　　　　　　　　

鷲島　　　　　　　　

金屋本江　　　　　　 戸出行兼　　　　　　

南砺スマートＩＣ　　

砺波市役所　　　　　

南砺市役所　　　　　

油田駅　　　　　　　

砺波駅　　　　　　　

東野尻駅　　　　　　

高儀駅　　　　　　　

福野駅　　　　　　　

南砺警察署

砺波警察署
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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▲



かほく市　　　　　　

津幡町　　　　　　　
小矢部市　　　　　　

上大田　　　　　　　

▲ 河合山　　　　　　　

瓜生　　　　　　　　

木窪　　　　　　　　

牛首　　　　　　　　

河合　　　　　　　　

▲ 三国山　　　　　　　

興津　　　　　　　　

興津峠　　　　　　　
菩提寺　　　　　　　

▲ 菩提寺峰　　　　　　

種　　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

小熊　　　　　　　　
池ヶ原　　　　　　　

八ノ谷　　　　　　　
▲ 甲斐崎山　　　　　　

吉倉　　　　　　　　

市谷　　　　　　　　

笠池ヶ原　　　　　　

莇谷　　　　　　　　

鳥屋尾　　　　　　　蓮花寺　　　　　　　
鳥越　　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

倉見　　　　　　　　

刈安　　　　　　　　

坂戸　　　　　　　　

九折　　　　　　　　

嘉例谷　　　　　　　

千石　　　　　　　　

荒間　　　　　　　　

岩尾滝　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

名ヶ滝　　　　　　　

二ノ滝　　　　　　　

宮島峡　　　　　　　

高坂　　　　　　　　

了輪　　　　　　　　

別所滝　　　　　　　
▲ 稲葉山　　　　　　　

宮中　　　　　　　　

論田　　　　　　　　

谷坪野　　　　　　　

峯坪野　　　　　　　

道坪野　　　　　　　▲ 御坊山　　　　　　　

安楽寺　　　　　　　

石動　　　　　　　　

小矢部　　　　　　　

高岡市　　　　　　　

安楽寺ＩＣ　　　　　

あいの風とやま鉄道線刈安ＩＣ　　　　　　

倉見ＩＣ　　　　　　

上矢田　　　　　　　

緑が丘（一）　　　　

緑が丘（二）　　　　

今石動　　　　　　　

菅ヶ原　　　　　　　

横谷　　　　　　　　
屋波牧　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下河合　　　　　　　

観音町　　　　　　　

久利須　　　　　　　

宮須　　　　　　　　

原牧　　　　　　　　

後谷　　　　　　　　

糠子島　　　　　　　

山北　　　　　　　　

七黒　　　　　　　　

小矢部　　　　　　　

小矢部町　　　　　　

上河合　　　　　　　

上野本　　　　　　　

城山町　　　　　　　

新富町　　　　　　　

森屋　　　　　　　　

清原　　　　　　　　

西町　　　　　　　　
石動町　　　　　　　

泉町　　　　　　　　

大熊　　　　　　　　

大畠　　　　　　　　

中央町　　　　　　　

畠中町　　　　　　　
八和町　　　　　　　

彦太郎畠　　　　　　

富田　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

北屋敷　　　　　　　

野端　　　　　　　　

矢波　　　　　　　　

嶺　　　　　　　　　

篭月　　　　　　　　

北陸新幹線　　　　　

小矢部市役所　　　　

石動駅　　　　　　　倶利伽羅駅　　　　　

宝達志水町　　　　　

坪池　　　　　　　　

柵懸　　　　　　　　

老谷　　　　　　　　

海老坂　　　　　　　
針山　　　　　　　　

平床　　　　　　　　

竹生野　　　　　　　今浜　　　　　　　　

麦生　　　　　　　　

南吉田　　　　　　　

押水　　　　　　　　
小川　　　　　　　　

河原　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

宝達　　　　　　　　

上田　　　　　　　　

北川尻　　　　　　　御館　　　　　　　　

紺屋　　　　　　　　

東間　　　　　　　　

▲ 宝達山　　　　　　　

森本　　　　　　　　

野寺　　　　　　　　

八野　　　　　　　　瀬戸　　　　　　　　

黒川　　　　　　　　夏栗　　　　　　　　

元女　　　　　　　　

箕打　　　　　　　　

若緑　　　　　　　　

沢川　　　　　　　　

御舘　　　　　　　　

紺屋町　　　　　　　

三日町　　　　　　　

上田出　　　　　　　

瀬戸町　　　　　　　

正友　　　　　　　　

中野　　　　　　　　

坪山　　　　　　　　

冬野　　　　　　　　
東野　　　　　　　　

門前　　　　　　　　

宝達駅　　　　　　　

免田駅　　　　　　　

砺波市　　　　　　　

田川　　　　　　　　

法楽寺　　　　　　　

西中野　　　　　　　

東福　　　　　　　　

芹川　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

小神　　　　　　　　

水牧　　　　　　　　

道明　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

五社　　　　　　　　

七社　　　　　　　　

高波　　　　　　　　

福岡町木舟　　　　　

福岡町本領　　　　　

福岡町矢部　　　　　

福岡町小伊勢領　　　

福岡町江尻　　　　　

福岡町大滝　　　　　

▲ 平尻山　　　　　　　

福岡町西明寺　　　　

福岡町向田　　　　　

福岡町土屋　　　　　

小矢部川　　　　　　

福岡町荒屋敷　　　　

福岡　　　　　　　　

福岡町蓑　　　　　　

福岡町鳥倉　　　　　

福岡町小野　　　　　

福岡町五位　　　　　

福岡町花尾　　　　　

福岡町馬場　　　　　

福岡町赤丸　　　　　

石堤　　　　　　　　

麻生谷　　　　　　　

四日市　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

内島　　　　　　　　 木津　　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

荒見崎　　　　　　　

中保　　　　　　　　

立野　　　　　　　　

開発　　　　　　　　

三ヶ　　　　　　　　

北蔵新　　　　　　　

市野瀬　　　　　　　

醍醐　　　　　　　　

戸出　　　　　　　　

城端線　　　　　　　

吉住　　　　　　　　
光明寺　　　　　　　

放寺　　　　　　　　

福岡ＩＣ　　　　　　

高岡ＩＣ　　　　　　

能越自動車道　　　　

今石動（一）　　　　

桜町　　　　　　　　

千鳥丘町　　　　　　

宇治新　　　　　　　

羽広　　　　　　　　

永楽町　　　　　　　

駒方　　　　　　　　

戸出伊勢領　　　　　
戸出栄町　　　　　　

戸出岡御所　　　　　

戸出吉住　　　　　　

戸出吉住新　　　　　

戸出光明寺　　　　　

戸出市野瀬　　　　　

戸出春日　　　　　　

戸出石代　　　　　　

戸出大清水　　　　　

戸出竹　　　　　　　

戸出町（一）　　　　戸出町（五）　　　　戸出町（三）　　　　
戸出町（四）　　　　

戸出町（七）　　　　

戸出町（二）　　　　

戸出町（六）　　　　

戸出放寺　　　　　　

戸出放寺新　　　　　

戸出狼　　　　　　　

荒屋敷　　　　　　　

今市　　　　　　　　

今石動（二）　　　　

坂又　　　　　　　　

笹川　　　　　　　　

十二町島　　　　　　

上開発　　　　　　　

上渡　　　　　　　　

上北島　　　　　　　

水落　　　　　　　　

西藤平蔵　　　　　　

西福町　　　　　　　

石王丸　　　　　　　

石塚　　　　　　　　

石名田　　　　　　　

泉が丘　　　　　　　

蔵野町　　　　　　　

大源寺　　　　　　　

地崎　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

東福町　　　　　　　

樋詰　　　　　　　　

福岡町一歩二歩　　　

福岡町下向田　　　　

福岡町下蓑　　　　　

福岡町下蓑新　　　　

福岡町下老子　　　　

福岡町加茂　　　　　

福岡町三日市　　　　

福岡町上向田　　　　

福岡町上蓑　　　　　

福岡町上野　　　　　

福岡町西　　　　　　

福岡町西川原島　　　

福岡町大野　　　　　

福岡町栃丘　　　　　

福岡町舞谷　　　　　

福岡町福岡　　　　　

福岡町福岡新　　　　

福岡町蓑島　　　　　

福久　　　　　　　　

福田六家　　　　　　

宝来町　　　　　　　

北島　　　　　　　　

本保　　　　　　　　

立野美鳥町（一）　　

立野美鳥町（三）　　

六家　　　　　　　　

福岡町開ほつ　　　　

宮田町　　　　　　　柴野　　　　　　　　 早川　　　　　　　　

答野島　　　　　　　

八口　　　　　　　　

西高岡駅　　　　　　

福岡駅　　　　　　　

戸出駅　　　　　　　

高岡やぶなみ駅　　　

園　　　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

田子　　　　　　　　
堀田　　　　　　　　

蒲田　　　　　　　　

矢方　　　　　　　　

布施　　　　　　　　

久津呂　　　　　　　

万尾　　　　　　　　

栗原　　　　　　　　

矢田部　　　　　　　

飯久保　　　　　　　

惣領　　　　　　　　

鞍骨　　　　　　　　

▲ 三方峰　　　　　　　

▲ 三千坊山　　　　　　

仏生寺　　　　　　　

吉池　　　　　　　　

▲ 御林山　　　　　　　

触坂　　　　　　　　

見内　　　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　

桑院　　　　　　　　

赤毛　　　　　　　　

勝木原　　　　　　　

西広谷　　　　　　　

頭川　　　　　　　　

三方峰峠　　　　　　

五十里　　　　　　　

波岡　　　　　　　　

長江　　　　　　　　
岩坪　　　　　　　　

手洗野　　　　　　　

江道　　　　　　　　
佐加野　　　　　　　

高岡北ＩＣ　　　　　

下矢田部　　　　　　

細越　　　　　　　　

三田窪　　　　　　　

寺中　　　　　　　　

上原　　　　　　　　

上中　　　　　　　　

上矢田部　　　　　　

大覚口　　　　　　　

大窪　　　　　　　　

百橋　　　　　　　　

鉾根　　　　　　　　

脇之谷内　　　　　　

下久津呂　　　　　　

下田子　　　　　　　

海津　　　　　　　　

境　　　　　　　　　 月野谷　　　　　　　
五十辺　　　　　　　

五十里西町　　　　　

五十里東町　　　　　

高辻　　　　　　　　

国吉　　　　　　　　
細池　　　　　　　　

笹八口　　　　　　　

山川　　　　　　　　

上久津呂　　　　　　

上田子　　　　　　　

深原　　　　　　　　

須田　　　　　　　　

西海老坂　　　　　　

川崎　　　　　　　　

大浦新町　　　　　　

中島　　　　　　　　

長慶寺　　　　　　　

美幸町（一）　　　　

氷見南ＩＣ　　　　　

小矢部警察署
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柳田ＩＣ　　　　　　

猫ノ目　　　　　　　

柳田　　　　　　　　

尾長　　　　　　　　

円井　　　　　　　　吉崎　　　　　　　　

次場　　　　　　　　

大川　　　　　　　　

羽咋川　　　　　　　

千里浜　　　　　　　

羽咋　　　　　　　　

深江　　　　　　　　

三ッ屋　　　　　　　

四町　　　　　　　　

千代　　　　　　　　
飯山　　　　　　　　

神子原　　　　　　　

福水　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

立開　　　　　　　　

兵庫　　　　　　　　
千里浜ＩＣ　　　　　

粟生　　　　　　　　

出浜　　　　　　　　

柳瀬　　　　　　　　

志雄　　　　　　　　

子浦　　　　　　　　

二口　　　　　　　　

菅原　　　　　　　　

杉野屋　　　　　　　

向瀬　　　　　　　　 走入　　　　　　　　
清水原　　　　　　　

見砂　　　　　　　　

所司原　　　　　　　

下石　　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

散田　　　　　　　　

聖川　　　　　　　　

荻谷　　　　　　　　
敷波　　　　　　　　

敷浪　　　　　　　　

宿　　　　　　　　　今浜ＩＣ　　　　　　

床鍋　　　　　　　　

千里浜ＩＣ　　　　　

七尾線　　　　　　　

若部　　　　　　　　

西粟生　　　　　　　

尾長出　　　　　　　

柳田新保　　　　　　

旭町　　　　　　　　

粟原町　　　　　　　
粟生町　　　　　　　

宇土野町　　　　　　

円井町　　　　　　　

荻市　　　　　　　　

荻島　　　　　　　　

垣内田町　　　　　　

釜屋町　　　　　　　 吉崎町　　　　　　　

吉野屋　　　　　　　

御坊山町　　　　　　

三ツ屋町　　　　　　

志々見町　　　　　　

次場町　　　　　　　

若草町　　　　　　　

松ケ下町　　　　　　

上江町　　　　　　　

上白瀬町　　　　　　

新保町　　　　　　　

深江町　　　　　　　

神子原町　　　　　　

西釜屋町　　　　　　

石野町　　　　　　　

千石町　　　　　　　

千代町　　　　　　　

千田町　　　　　　　

千里浜町　　　　　　

川原町　　　　　　　

太田町　　　　　　　

大川町　　　　　　　

中川町　　　　　　　

鶴多町　　　　　　　

的場町　　　　　　　

土橋町　　　　　　　

島出町　　　　　　　

東釜屋町　　　　　　

東川原町　　　　　　

東的場町　　　　　　

南中央町　　　　　　

白瀬町　　　　　　　

白石町　　　　　　　

飯山町　　　　　　　

尾長町　　　　　　　

福水町　　　　　　　

兵庫町　　　　　　　

堀替新町　　　　　　
本江町　　　　　　　

柳橋町　　　　　　　

立開町　　　　　　　

寺境　　　　　　　　猫の目　　　　　　　 酒井町　　　　　　　

羽咋市役所　　　　　

宝達志水町役場　　　

羽咋駅　　　　　　　

南羽咋駅　　　　　　

敷浪駅　　　　　　　

中能登町　　　　　　

高畠　　　　　　　　
曽祢　　　　　　　　

花見月　　　　　　　

後山　　　　　　　　

徳丸　　　　　　　　

能登部下　　　　　　

鹿西　　　　　　　　

金丸　　　　　　　　

眉丈山　　　　　　　

上中山　　　　　　　

上棚　　　　　　　　

上棚矢駄ＩＣ　　　　二所宮　　　　　　　

矢駄　　　　　　　　
大坂　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　

米浜　　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

福野　　　　　　　　

大島　　　　　　　　

宿女　　　　　　　　

坪野　　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

甘田　　　　　　　　

滝谷　　　　　　　　

長手島　　　　　　　柴垣　　　　　　　　

滝崎　　　　　　　　

一ノ宮　　　　　　　

寺家　　　　　　　　

鹿島路　　　　　　　

千路　　　　　　　　

邑知潟　　　　　　　

金丸出　　　　　　　

四柳　　　　　　　　

酒井　　　　　　　　

菱分　　　　　　　　

羽咋市　　　　　　　

羽咋市飛地　　　　　

下り松　　　　　　　

三軒茶屋　　　　　　

宿屋　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

谷内　　　　　　　　

一ノ宮町　　　　　　

下後山　　　　　　　

下曽祢町　　　　　　

金丸出町　　　　　　

穴口　　　　　　　　

四柳町　　　　　　　

寺家町　　　　　　　

鹿島路町　　　　　　

柴垣町　　　　　　　

小金森　　　　　　　

上後山　　　　　　　

上中山町　　　　　　

千路町　　　　　　　

滝谷町　　　　　　　

菱分町　　　　　　　

福井　　　　　　　　

柳田町　　　　　　　

高浜町　　　　　　　

能登部駅　　　　　　

金丸駅　　　　　　　

千路駅　　　　　　　

氷見市　　　　　　　

▲ 碁石ヶ峰　　　　　　

菅池町　　　　　　　

葛葉　　　　　　　　

三尾　　　　　　　　

日名田　　　　　　　

小久米　　　　　　　

久目　　　　　　　　

田江　　　　　　　　

小窪　　　　　　　　

上庄川　　　　　　　

早借　　　　　　　　

西朴木　　　　　　　

十二町　　　　　　　

窪　　　　　　　　　

氷見　　　　　　　　
鞍川　　　　　　　　

富山湾　　　　　　　加納　　　　　　　　七分一　　　　　　　

大野　　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

中村　　　　　　　　
谷屋　　　　　　　　

熊無　　　　　　　　

柿谷　　　　　　　　

稲積　　　　　　　　
高柳　　　　　　　　

余川　　　　　　　　
目谷　　　　　　　　

上余川　　　　　　　
一ノ瀬　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

懸札　　　　　　　　

吉懸　　　　　　　　

味川　　　　　　　　

一刎　　　　　　　　

吉滝　　　　　　　　

森寺　　　　　　　　

指崎　　　　　　　　

北八代　　　　　　　

阿尾　　　　　　　　

見田窪　　　　　　　

氷見線　　　　　　　

氷見ＩＣ　　　　　　

氷見北ＩＣ　　　　　

縁ノ庄　　　　　　　

沖崎　　　　　　　　

沖布　　　　　　　　

下寺尾　　　　　　　

久保　　　　　　　　
京地　　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

古戸　　　　　　　　

向谷内　　　　　　　

荒館　　　　　　　　

高戸　　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　

舟塚　　　　　　　　

上寺尾　　　　　　　

杉谷　　　　　　　　

谷村　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

津野　　　　　　　　

田地　　　　　　　　

島崎　　　　　　　　

百谷　　　　　　　　

片倉　　　　　　　　
片畑　　　　　　　　

矢崎　　　　　　　　

伊勢大町（二）　　　

間島　　　　　　　　

丸の内　　　　　　　

古江　　　　　　　　
湖光　　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

坂津　　　　　　　　

針木　　　　　　　　

諏訪野　　　　　　　

大野新　　　　　　　

地蔵町　　　　　　　

朝日丘　　　　　　　

朝日本町　　　　　　
南大町　　　　　　　

日詰　　　　　　　　

比美町　　　　　　　

北大町　　　　　　　

本町　　　　　　　　

五十谷　　　　　　　

氷見市役所　　　　　

氷見駅　　　　　　　

水上　　　　　　　　

多根　　　　　　　　

滝尻　　　　　　　　

石動山　　　　　　　

杓子ヶ峠　　　　　　

武部　　　　　　　　

久乃木　　　　　　　

二宮　　　　　　　　
徳前　　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

井田　　　　　　　　

小竹　　　　　　　　

水白　　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

久江　　　　　　　　

小田中　　　　　　　

原山峠　　　　　　　

羽坂　　　　　　　　
春木　　　　　　　　

末坂　　　　　　　　

鳥屋　　　　　　　　

黒氏　　　　　　　　

良川　　　　　　　　

白川　　　　　　　　

戸津宮　　　　　　　

馬場出　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

角間　　　　　　　　

磯辺　　　　　　　　

村木　　　　　　　　

荒山峠　　　　　　　

小滝　　　　　　　　

国見　　　　　　　　

胡桃　　　　　　　　

能登部上　　　　　　

藤井　　　　　　　　

下戸津宮　　　　　　

久江原山分　　　　　

上戸津宮　　　　　　

城戸　　　　　　　　

水上町　　　　　　　

滝尻町　　　　　　　

中田浦　　　　　　　

一青　　　　　　　　

原山　　　　　　　　

今羽坂　　　　　　　

最勝講　　　　　　　

西　　　　　　　　　

西馬場　　　　　　　

浅井　　　　　　　　

多根町　　　　　　　

坪川　　　　　　　　

東馬場　　　　　　　

二宮あおば台　　　　

福田　　　　　　　　

江曽町　　　　　　　在江　　　　　　　　若林町　　　　　　　飯川町　　　　　　　

中能登町役場　　　　

能登二宮駅　　　　　

良川駅　　　　　　　

羽咋警察署

氷見警察署

326

249

29

60

159

300

231

415

232
293

305

293

249

2

159
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251

46
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160
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高瀬　　　　　　　　

川内　　　　　　　　

▲ 鉢伏山　　　　　　　

隠尾　　　　　　　　

落シ　　　　　　　　

湯山　　　　　　　　

小牧　　　　　　　　

今山田　　　　　　　
山田　　　　　　　　

湯　　　　　　　　　

沢蓮　　　　　　　　

若土　　　　　　　　

鍋谷　　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

居舟　　　　　　　　

高沼　　　　　　　　

▲ 牛岳　　　　　　　　

足谷　　　　　　　　
下ノ名　　　　　　　

室牧川　　　　　　　

仁歩　　　　　　　　

三ッ松　　　　　　　

正間　　　　　　　　

布谷　　　　　　　　

大玉生　　　　　　　
栃折　　　　　　　　

庄川　　　　　　　　

砺波市　　　　　　　
庄川町名ヶ原　　　　

山田鎌倉　　　　　　

山田居舟　　　　　　

山田今山田　　　　　

山田若土　　　　　　

山田小谷　　　　　　
山田赤目谷　　　　　

山田谷　　　　　　　

山田湯　　　　　　　

山田鍋谷　　　　　　

山田北山　　　　　　

庄川町横住　　　　　

庄川町湯谷　　　　　

八尾町下仁歩　　　　

八尾町下牧　　　　　

八尾町宮ヶ島　　　　八尾町窪　　　　　　

八尾町高橋　　　　　

八尾町細滝　　　　　

八尾町坂ノ下　　　　

八尾町小畑　　　　　

八尾町上ノ名　　　　

八尾町上仁歩　　　　

八尾町乗嶺　　　　　

八尾町新名　　　　　
八尾町須郷　　　　　

八尾町青根　　　　　

八尾町赤石　　　　　

八尾町鼠谷　　　　　

八尾町草連坂　　　　

八尾町大下　　　　　

八尾町谷内　　　　　

八尾町中仁歩　　　　

八尾町追分　　　　　

八尾町天池　　　　　

八尾町東布谷　　　　

八尾町尾久　　　　　

八尾町尾畑　　　　　

八尾町武道原　　　　

八尾町平沢　　　　　

八尾町峯　　　　　　

八尾町北袋　　　　　八尾町野須郷　　　　

八尾町柚木　　　　　

八尾町和山　　　　　

伏木谷　　　　　　　

利賀村栗当　　　　　

利賀村高沼　　　　　

山田宿坊　　　　　　

徳万　　　　　　　　

坪野　　　　　　　　

射水市　　　　　　　
高岡市　　　　　　　

平等　　　　　　　　

下瀬　　　　　　　　

外輪野　　　　　　　

鶚谷　　　　　　　　

上瀬　　　　　　　　
三ノ瀬　　　　　　　

牛滑　　　　　　　　

葎ヶ原　　　　　　　

大瀬谷　　　　　　　

道島　　　　　　　　

野手　　　　　　　　

宮森新　　　　　　　
権正寺　　　　　　　

頼成　　　　　　　　

芹谷　　　　　　　　

平林　　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

市谷　　　　　　　　

東別所　　　　　　　

安川　　　　　　　　

栃上　　　　　　　　

井栗谷　　　　　　　
寺尾　　　　　　　　

五谷　　　　　　　　

沼又　　　　　　　　

中瀬　　　　　　　　

庄　　　　　　　　　

三熊　　　　　　　　

下中条　　　　　　　

東開発　　　　　　　

宮新　　　　　　　　
宮森　　　　　　　　

三合　　　　　　　　

山田小島　　　　　　

山田沼又　　　　　　

山田清水　　　　　　

山田中瀬　　　　　　

山田中村　　　　　　

山田白井谷　　　　　

山田牧　　　　　　　

上和田　　　　　　　

正権寺　　　　　　　

浅谷　　　　　　　　

増山　　　　　　　　

池原　　　　　　　　

茶ノ木　　　　　　　

徳万新　　　　　　　

八十歩　　　　　　　

八尾町松原　　　　　

八尾町保内（一）　　

八尾町保内（三）　　

婦中町皆杓　　　　　

婦中町吉住　　　　　
婦中町吉谷　　　　　

婦中町宮ヶ谷　　　　

婦中町高山　　　　　

婦中町高塚　　　　　

婦中町三屋　　　　　

婦中町上野　　　　　

婦中町東谷　　　　　

婦中町鉾木　　　　　

婦中町蓮花寺　　　　福岡　　　　　　　　

福山　　　　　　　　

頼成新　　　　　　　

坂下新　　　　　　　
東保　　　　　　　　

東保新　　　　　　　

高岡砺波スマートＩＣ

舟倉　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

八尾　　　　　　　　

高熊　　　　　　　　

葛坂　　　　　　　　 下笹原　　　　　　　
樫尾　　　　　　　　

岩屋　　　　　　　　
八十島　　　　　　　

水口　　　　　　　　

茗ヶ原　　　　　　　

上笹原　　　　　　　

掛畑　　　　　　　　

宮腰　　　　　　　　

久婦須川　　　　　　
川倉　　　　　　　　

野積川　　　　　　　

桐谷　　　　　　　　

▲ 御鷹山　　　　　　　

小井波　　　　　　　

▲ 夫婦山　　　　　　　

松瀬　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

八木山　　　　　　　
大沢野　　　　　　　

岩木　　　　　　　　

稲代　　　　　　　　

高内　　　　　　　　

笹津　　　　　　　　

小羽　　　　　　　　

須原　　　　　　　　

▲ 猿倉山　　　　　　　

芦生　　　　　　　　

今生津　　　　　　　

細入　　　　　　　　

町長　　　　　　　　

寺津　　　　　　　　
庵谷　　　　　　　　

神通川　　　　　　　

楡原　　　　　　　　

町長布尻ＩＣ　　　　

八尾町下乗嶺　　　　

八尾町高峯　　　　　

八尾町上ヶ島　　　　

八尾町西川倉　　　　

横樋　　　　　　　　

下タ林　　　　　　　

下伏　　　　　　　　

加納　　　　　　　　

割山　　　　　　　　

葛原　　　　　　　　

岩稲　　　　　　　　

岩木新　　　　　　　
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市場　　　　　　　　

舟新　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

西笹津　　　　　　　

西大沢　　　　　　　

大野　　　　　　　　

長川原　　　　　　　

長走　　　　　　　　

直坂　　　　　　　　

八尾町　　　　　　　
八尾町井栗谷　　　　

八尾町下田池　　　　

八尾町外堀　　　　　

八尾町角間　　　　　

八尾町宮ノ下　　　　

八尾町小原　　　　　

八尾町小長谷新　　　

八尾町上黒瀬　　　　

八尾町上田池　　　　

八尾町西葛坂　　　　

八尾町西松瀬　　　　

八尾町村杉　　　　　

八尾町滝脇　　　　　

八尾町天満町　　　　

八尾町東葛坂　　　　

八尾町東坂下　　　　

八尾町東松瀬　　　　

八尾町東川倉　　　　

八尾町道畑下中山　　

八尾町梅苑町（一）　

八尾町北谷　　　　　

布尻　　　　　　　　

長附　　　　　　　　

八尾町小長谷　　　　

楡原駅　　　　　　　

笹津駅　　　　　　　

深谷　　　　　　　　

北陸自動車道　　　　

掛尾　　　　　　　　

堀　　　　　　　　　富山ＩＣ　　　　　　

黒崎　　　　　　　　

富山空港　　　　　　

新保　　　　　　　　

吉岡　　　　　　　　

月岡　　　　　　　　

安養寺　　　　　　　

押上　　　　　　　　 青柳新　　　　　　　

笹倉　　　　　　　　速星　　　　　　　　
婦中　　　　　　　　

長沢　　　　　　　　

袋　　　　　　　　　板倉　　　　　　　　

中名　　　　　　　　

吉川　　　　　　　　

富崎　　　　　　　　

千里　　　　　　　　

上井沢　　　　　　　
井田川　　　　　　　

広田　　　　　　　　

奥田　　　　　　　　

高善寺　　　　　　　

黒田　　　　　　　　

杉田　　　　　　　　

大杉　　　　　　　　

神通　　　　　　　　

水谷　　　　　　　　

福島　　　　　　　　

下大久保　　　　　　

小黒　　　　　　　　

塩　　　　　　　　　

上二杉　　　　　　　上大久保　　　　　　 二松　　　　　　　　

地角　　　　　　　　

萩島　　　　　　　　

辰尾　　　　　　　　

赤田　　　　　　　　

富山地方鉄道上滝線　

八尾町保内（二）　　

布市新町　　　　　　

悪王寺　　　　　　　

下熊野　　　　　　　

下千俵　　　　　　　

下堀　　　　　　　　

掛尾町　　　　　　　

吉倉　　　　　　　　

宮保　　　　　　　　

栗山　　　　　　　　

経田　　　　　　　　

経力　　　　　　　　

月岡町（七）　　　　

月岡町（六）　　　　

月見町（五）　　　　

月見町（二）　　　　

江本　　　　　　　　

合田　　　　　　　　

黒瀬　　　　　　　　

黒瀬北町（二）　　　

才覚寺　　　　　　　

若竹町（五）　　　　
若竹町（三）　　　　若竹町（四）　　　　珠泉西町　　　　　　

珠泉東町　　　　　　

秋ヶ島　　　　　　　

小杉　　　　　　　　

小中　　　　　　　　

松野　　　　　　　　

上栄　　　　　　　　

上熊野　　　　　　　

上新保　　　　　　　

上袋　　　　　　　　

上八日町　　　　　　

上堀南町　　　　　　

森田　　　　　　　　

杉瀬　　　　　　　　

西塩野　　　　　　　

西荒屋　　　　　　　

青柳　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

惣在寺　　　　　　　

太田南町　　　　　　

大井　　　　　　　　

大利　　　　　　　　

中大久保　　　　　　

東大久保　　　　　　

南央町　　　　　　　

南金屋　　　　　　　

南中田　　　　　　　

南野田　　　　　　　

二俣新町　　　　　　

任海　　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

八尾町井田　　　　　

八尾町井田新　　　　

八尾町舘本郷　　　　

八尾町丸山　　　　　

八尾町寺家　　　　　

八尾町上高善寺　　　

八尾町城生　　　　　

八尾町翠尾　　　　　

八尾町西神通　　　　

八尾町石戸　　　　　

八尾町中神通　　　　

八尾町田中　　　　　

八尾町薄島　　　　　

八尾町福島（五）　　
八尾町福島（三）　　

八尾町福島（七）　　

八尾町妙川寺　　　　

八尾町滅鬼　　　　　

八尾町野飼　　　　　

婦中町為成新　　　　

婦中町横野　　　　　

婦中町下井沢　　　　

婦中町下吉川　　　　

婦中町下轡田　　　　婦中町下坂倉　　　　

婦中町下邑　　　　　

婦中町河原町　　　　

婦中町熊野道　　　　

婦中町蛍川　　　　　

婦中町高田　　　　　

婦中町高日附　　　　

婦中町砂子田　　　　

婦中町持田　　　　　

婦中町十五丁　　　　

婦中町小長沢　　　　

婦中町小野島　　　　

婦中町上吉川　　　　

婦中町上轡田　　　　

婦中町上新屋　　　　

婦中町新屋　　　　　

婦中町成子　　　　　

婦中町清水島　　　　

婦中町青島　　　　　

婦中町増田　　　　　

婦中町蔵島　　　　　

婦中町沢田　　　　　

婦中町中島　　　　　

婦中町塚原　　　　　

婦中町添島　　　　　

婦中町田屋　　　　　
婦中町道喜島　　　　

婦中町道場　　　　　

婦中町麦島　　　　　

婦中町板倉新　　　　

婦中町浜子　　　　　

婦中町富川　　　　　

婦中町堀　　　　　　
婦中町余川　　　　　

布市　　　　　　　　

福居　　　　　　　　 牧田　　　　　　　　

堀川町　　　　　　　

本郷町　　　　　　　

万願寺　　　　　　　

友杉　　　　　　　　

林崎　　　　　　　　

蜷川　　　　　　　　

婦中町ねむの木　　　

掛尾栄町　　　　　　
高屋敷　　　　　　　

東八尾駅　　　　　　

越中八尾駅　　　　　

千里駅　　　　　　　
開発駅　　　　　　　

布市駅　　　　　　　

上堀駅　　　　　　　

朝菜町駅　　　　　　

速星駅　　　　　　　

小杉駅　　　　　　　

富山南警察署

471

228

323

472

59

230

156

224

346

25

346

59

25

222

239

35

13311
220

359

377

72

8

472

237

370

323

41

188

228

225

343

199

198

25

472

69

67

197

65

341

318

25

472

69

41

318

65

200

344

7

183
342

35

188

218

134

68

219

216 43

179

8

359

56

140

31

   1/50000

543760＊71

5536(4)
16

06

17

07

5436(1)
76

66

77

67

5436(2)
56

46

57

47

5537(16)
10

00

11

01

543770

543760

543771

543761

5437(13)
70

60

71

61

5437(14)
50

40

51

41

5537(12)
12

02

13

03

5437(9)
72

62

73

63

5437(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▲



青井谷　　　　　　　

砺波市　　　　　　　

射水市　　　　　　　

高岡市　　　　　　　

石瀬　　　　　　　　

野村　　　　　　　　

蓮花寺　　　　　　　

高岡駅　　　　　　　

黒田　　　　　　　　

城端線　　　　　　　

下島町　　　　　　　

伏間江　　　　　　　

西広　　　　　　　　

上麻生　　　　　　　

下麻生　　　　　　　
常国　　　　　　　　

滝　　　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

広上　　　　　　　　小泉　　　　　　　　

串田　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

土合　　　　　　　　

大門　　　　　　　　

水戸田　　　　　　　

安吉　　　　　　　　

本田　　　　　　　　

戸破　　　　　　　　

大島　　　　　　　　

開発　　　　　　　　

今井　　　　　　　　

鏡宮　　　　　　　　

作道　　　　　　　　

殿村　　　　　　　　津幡江　　　　　　　

久々江　　　　　　　

稲積　　　　　　　　

大江　　　　　　　　射水　　　　　　　　

下条　　　　　　　　

太閤　　　　　　　　

黒河　　　　　　　　

土代　　　　　　　　

小杉ＩＣ　　　　　　

浄土寺　　　　　　　

▲ 高津峰山　　　　　　

千石町　　　　　　　

東藤平蔵　　　　　　

横田本町　　　　　　

一条　　　　　　　　

橋下条　　　　　　　

小馬出町　　　　　　

上条　　　　　　　　

あおば台（一）　　　

葦附　　　　　　　　

井口本江　　　　　　

駅南（一）　　　　　駅南（五）　　　　　

駅南（三）　　　　　
駅南（四）　　　　　

駅南（二）　　　　　

円池　　　　　　　　

横田町（一）　　　　

下関町　　　　　　　

下黒田　　　　　　　

下若　　　　　　　　

下条新　　　　　　　

下伏間江　　　　　　

下麻生伸町　　　　　

開ヶ丘　　　　　　　

開口　　　　　　　　

関大町　　　　　　　

関本町　　　　　　　

京田　　　　　　　　

串田新　　　　　　　

戸出徳市　　　　　　

御馬出町　　　　　　

高陵町　　　　　　　

黒河新　　　　　　　

今開発　　　　　　　

今泉新　　　　　　　

坂下町　　　　　　　

三ケ　　　　　　　　

三女子　　　　　　　

山下　　　　　　　　

山本　　　　　　　　

山本新　　　　　　　

市井　　　　　　　　

若杉　　　　　　　　

手崎　　　　　　　　

宿屋　　　　　　　　

出来田　　　　　　　

小杉北野　　　　　　

小泉新　　　　　　　

小島　　　　　　　　小林　　　　　　　　上関町　　　　　　　

上黒田　　　　　　　

上伏間江　　　　　　

城東（一）　　　　　

城東（二）　　　　　新横町　　　　　　　

新開発　　　　　　　

深沢　　　　　　　　

神主町　　　　　　　

清水町（三）　　　　

清水町（二）　　　　

生源寺　　　　　　　

生源寺新　　　　　　

西押川　　　　　　　

西広上　　　　　　　

赤井　　　　　　　　

赤祖父　　　　　　　

川原町　　　　　　　
川原本町　　　　　　

泉町　　　　　　　　

太閤山（一）　　　　

太閤山（五）　　　　

太閤山（三）　　　　

太閤山（十）　　　　太閤町　　　　　　　

大手町　　　　　　　

大島北野　　　　　　

大門　　　　　　　　

大門本江　　　　　　

大野　　　　　　　　

滝新　　　　　　　　

棚田　　　　　　　　

中川栄町　　　　　　

中川園町　　　　　　

中川上町　　　　　　

中川本町　　　　　　

中太閤山（一）　　　
中太閤山（四）　　　

中太閤山（十六）　　
中太閤山（八）　　　

中太閤山（六）　　　

中島町　　　　　　　

鳥取　　　　　　　　

椎土　　　　　　　　

塚越　　　　　　　　

定塚町　　　　　　　

島新　　　　　　　　

東上関　　　　　　　

東太閤山（一）　　　

東太閤山（三）　　　

東中川町　　　　　　

藤巻　　　　　　　　

南幸町　　　　　　　

南高木　　　　　　　

南太閤山（四）　　　

南太閤山（十四）　　南太閤山（十二）　　
南太閤山（六）　　　

二口　　　　　　　　

二塚　　　　　　　　

博労町　　　　　　　
博労本町　　　　　　

白金町　　　　　　　

八塚　　　　　　　　

枇杷首　　　　　　　

布目沢　　　　　　　

平野　　　　　　　　

片口久々江　　　　　

芳野　　　　　　　　

北高木　　　　　　　

堀内　　　　　　　　

本開発　　　　　　　

末広町　　　　　　　

明園町　　　　　　　

問屋町　　　　　　　

林新　　　　　　　　

蓮美町　　　　　　　

金屋町　　　　　　　

金屋本町　　　　　　 寺塚原　　　　　　　大町　　　　　　　　
中川（一）　　　　　

本丸町　　　　　　　

高岡駅　　　　　　　

林駅　　　　　　　　

二塚駅　　　　　　　

小杉駅　　　　　　　

越中大門駅　　　　　

片原町駅　　　　　　
坂下町駅　　　　　　

越中中川駅　　　　　急患医療センター前駅

広小路駅　　　　　　

射水市役所　　　　　

末広町駅　　　　　　

新高岡駅　　　　　　

朴木　　　　　　　　

島尾　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

有磯海　　　　　　　

西田　　　　　　　　

▲ 二上山　　　　　　　

守山　　　　　　　　

守護　　　　　　　　

二上　　　　　　　　

高岡　　　　　　　　

角　　　　　　　　　

能町　　　　　　　　

米島　　　　　　　　

小矢部川　　　　　　

城光寺　　　　　　　

古府　　　　　　　　

一宮　　　　　　　　
氷見線　　　　　　　

伏木　　　　　　　　

伏木港　　　　　　　

牧野　　　　　　　　

庄川　　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

姫野　　　　　　　　

庄西　　　　　　　　

新湊　　　　　　　　

富山新港　　　　　　

片口　　　　　　　　

久々湊　　　　　　　

松木　　　　　　　　川口　　　　　　　　

塚原　　　　　　　　

万葉線　　　　　　　

横田　　　　　　　　

上泉　　　　　　　　

本郷（二）　　　　　 あわら町　　　　　　

越の潟町　　　　　　

沖塚原　　　　　　　

荻布　　　　　　　　

荻布新町　　　　　　

下牧野　　　　　　　 海王町　　　　　　　

開発町　　　　　　　

開発本町　　　　　　

丸の内　　　　　　　

吉久（一）　　　　　
吉久（三）　　　　　

吉久（二）　　　　　

宮袋　　　　　　　　

京町　　　　　　　　

熊野町　　　　　　　

古定塚　　　　　　　

五福町　　　　　　　

向野本町　　　　　　

広小路　　　　　　　

江尻　　　　　　　　

港町　　　　　　　　

高場新町（一）　　　

高場新町（三）　　　

高美町　　　　　　　

材木町　　　　　　　

坂東　　　　　　　　

三日曽根　　　　　　

四屋　　　　　　　　

守護町（一）　　　　
守護町（二）　　　　

小竹　　　　　　　　

庄西町（一）　　　　

庄西町（二）　　　　

庄川本町　　　　　　

昭和町（一）　　　　

上四屋　　　　　　　

上牧野　　　　　　　

新成町　　　　　　　
新片町（一）　　　　

新片町（五）　　　　

新片町（三）　　　　
神楽町　　　　　　　

西新湊　　　　　　　

川口宮袋入会地　　　

善光寺　　　　　　　

太田　　　　　　　　

大坪町（三）　　　　

中央町　　　　　　　

中新湊　　　　　　　

東海老坂　　　　　　

奈呉の江　　　　　　

内免（五）　　　　　

内免（三）　　　　　

内免（四）　　　　　

内免（二）　　　　　

二の丸町　　　　　　

能町駅南　　　　　　

能町東　　　　　　　能町南（一）　　　　

能町南（三）　　　　

能町南（二）　　　　

八幡町（一）　　　　

八幡町（三）　　　　

八幡町（二）　　　　

富岡町　　　　　　　

伏木（一）　　　　　

伏木（二）　　　　　

伏木一宮（一）　　　

伏木一宮（二）　　　

伏木錦町　　　　　　伏木古国府　　　　　

伏木古府（一）　　　

伏木古府（三）　　　

伏木古府（二）　　　
伏木古府元町　　　　

伏木国分（一）　　　

伏木中央町　　　　　
伏木東一宮　　　　　

伏木本町　　　　　　

伏木湊町　　　　　　

伏木矢田　　　　　　

伏木矢田上町　　　　

伏木矢田新町　　　　

片口高場　　　　　　

宝町　　　　　　　　

放生津町　　　　　　

堀岡新明神　　　　　
堀岡明神新　　　　　

本郷（一）　　　　　

本町（一）　　　　　
本町（三）　　　　　

明野町　　　　　　　

木町　　　　　　　　

立町　　　　　　　　

緑町　　　　　　　　

高岡市役所　　　　　
志貴野中学校前駅　　

市民病院前駅　　　　

江尻駅　　　　　　　

荻布駅　　　　　　　
能町駅　　　　　　　

新能町駅　　　　　　
米島口駅　　　　　　

能町口駅　　　　　　
越ノ潟駅　　　　　　中新湊駅　　　　　　

新吉久駅　　　　　　 海王丸駅　　　　　　
東新湊駅　　　　　　

新町口駅　　　　　　

射水市新湊庁舎前駅　吉久駅　　　　　　　

庄川口駅　　　　　　

中伏木駅　　　　　　
六渡寺駅　　　　　　

伏木駅　　　　　　　

越中国分駅　　　　　

雨晴駅　　　　　　　

島尾駅　　　　　　　

旭ヶ丘駅　　　　　　

高岡貨物駅　　　　　

富山市　　　　　　　

七美　　　　　　　　 本江　　　　　　　　
三箇　　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

下　　　　　　　　　

白石　　　　　　　　

鷲塚　　　　　　　　 高木　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

大塚　　　　　　　　

中沖　　　　　　　　

布目　　　　　　　　

荒屋　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

八町　　　　　　　　

草島　　　　　　　　 森　　　　　　　　　

中田　　　　　　　　

金山新　　　　　　　

宮尾　　　　　　　　

百塚　　　　　　　　

北代　　　　　　　　

呉羽町　　　　　　　

吉作　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

花木　　　　　　　　

東老田　　　　　　　

中老田　　　　　　　

栃谷　　　　　　　　

押川　　　　　　　　

平岡　　　　　　　　

境野新　　　　　　　

杉谷　　　　　　　　

古沢　　　　　　　　

茶屋町　　　　　　　呉羽山　　　　　　　

神通川　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

飯野　　　　　　　　

富居　　　　　　　　

長江　　　　　　　　

秋吉　　　　　　　　

富山地方鉄道不二越線

大泉　　　　　　　　

富山駅　　　　　　　

富山　　　　　　　　

布瀬町　　　　　　　

有沢　　　　　　　　

井田川　　　　　　　

高山本線　　　　　　

婦中町安田　　　　　

婦中町友坂　　　　　

婦中町分田　　　　　

富山西ＩＣ　　　　　

中島ＩＣ　　　　　　

西高木　　　　　　　

高田　　　　　　　　

婦中町下条　　　　　

愛宕町（一）　　　　

旭町　　　　　　　　

綾田町（一）　　　　

綾田町（三）　　　　

綾田町（二）　　　　

粟島町（一）　　　　

粟島町（三）　　　　

粟島町（二）　　　　

安住町　　　　　　　

安野屋町（三）　　　

安養坊　　　　　　　

磯部町（四）　　　　

磯部町（二）　　　　

稲荷園町　　　　　　

稲荷元町（三）　　　

稲荷元町（二）　　　
稲荷町（四）　　　　

稲荷町（二）　　　　

羽根　　　　　　　　

栄町（二）　　　　　

永楽町　　　　　　　

越前町　　　　　　　

奥井町　　　　　　　
奥田寿町　　　　　　

奥田新町　　　　　　

奥田双葉町　　　　　

奥田町　　　　　　　

奥田本町　　　　　　

音羽町（二）　　　　

下奥井（一）　　　　

下奥井（二）　　　　

下新西町　　　　　　

下新町　　　　　　　

下新北町　　　　　　

下新本町　　　　　　
下赤江町（一）　　　

下赤江町（二）　　　

下村三箇　　　　　　

下冨居　　　　　　　
下冨居（一）　　　　

下冨居（二）　　　　

下野新　　　　　　　

加茂西部　　　　　　

加茂中部　　　　　　

加茂東部　　　　　　

花園町（一）　　　　

花園町（三）　　　　花園町（四）　　　　

館出町（二）　　　　

丸の内（二）　　　　

久郷　　　　　　　　

久方町　　　　　　　

牛島新町　　　　　　
牛島町　　　　　　　

牛島本町（一）　　　牛島本町（二）　　　

興人町　　　　　　　

金山新桜ヶ丘　　　　

駒見　　　　　　　　
窪新町　　　　　　　

窪本町　　　　　　　

犬島（一）　　　　　

犬島（五）　　　　　
犬島（三）　　　　　

犬島（四）　　　　　

犬島（七）　　　　　

犬島（二）　　　　　

犬島新町（一）　　　

五番町　　　　　　　

五福　　　　　　　　

五艘　　　　　　　　

呉羽野田　　　　　　

公文名　　　　　　　

荒川（一）　　　　　

荒川（三）　　　　　

荒町　　　　　　　　

高園町　　　　　　　

高畠町（二）　　　　
今市　　　　　　　　

今泉西部町　　　　　

根塚町（一）　　　　

根塚町（三）　　　　

砂町　　　　　　　　

桜谷みどり町（一）　

桜町（二）　　　　　

桜木町　　　　　　　

三番町　　　　　　　山王町　　　　　　　

山室　　　　　　　　

四ッ葉町　　　　　　

寺町　　　　　　　　

寺島　　　　　　　　

鹿島町（二）　　　　

七軒町　　　　　　　

芝園町（一）　　　　

秋吉新町　　　　　　

舟橋北町　　　　　　

住吉町（二）　　　　

住友町　　　　　　　

曙町　　　　　　　　

小杉白石　　　　　　

小泉町　　　　　　　

庄高田　　　　　　　

松若町　　　　　　　

上赤江町（一）　　　

上赤江町（二）　　　

上冨居（一）　　　　

上冨居（三）　　　　上冨居（二）　　　　

上冨居新町　　　　　

上野新　　　　　　　
城川原　　　　　　　

城北町　　　　　　　

新根塚町（一）　　　

新根塚町（三）　　　

新桜町　　　　　　　

新千原崎　　　　　　

新冨居　　　　　　　

森（一）　　　　　　

森（五）　　　　　　

森（三）　　　　　　

森（四）　　　　　　

森若町　　　　　　　森住町　　　　　　　

神通町（二）　　　　神通本町（二）　　　

摺出寺　　　　　　　

星井町（二）　　　　
清水中町　　　　　　

清水町（一）　　　　

清水町（九）　　　　

西宮町　　　　　　　

西金屋　　　　　　　

西公文名町　　　　　

西山王町　　　　　　

西新庄　　　　　　　

西大泉　　　　　　　

西中野町（一）　　　
西中野本町　　　　　

西長江（一）　　　　

西長江（三）　　　　

西田地方町（三）　　

西二俣　　　　　　　

石金（一）　　　　　

石金（三）　　　　　

石坂　　　　　　　　

石坂新　　　　　　　

赤江町　　　　　　　

千原崎（一）　　　　
千原崎（二）　　　　

千歳町（三）　　　　

千石町（五）　　　　

千代田町　　　　　　

泉町（二）　　　　　

双代町　　　　　　　

倉垣小杉　　　　　　

相生町　　　　　　　

総曲輪（一）　　　　

総曲輪（三）　　　　総曲輪（四）　　　　

太郎丸西町（二）　　太郎丸本町（一）　　

太郎丸本町（二）　　

大泉中町　　　　　　

大泉町（一）　　　　大泉東町（一）　　　
大泉北町　　　　　　

大泉本町（一）　　　
中市　　　　　　　　

中市（一）　　　　　
中市（二）　　　　　

中田（一）　　　　　

中田（三）　　　　　

中田（二）　　　　　

中島（一）　　　　　

中島（三）　　　　　

中島（二）　　　　　

中冨居　　　　　　　

長岡　　　　　　　　

長岡新　　　　　　　

長江（四）　　　　　

長江新町（二）　　　

長江本町　　　　　　
長柄町（二）　　　　

追分茶屋　　　　　　

堤町通り（一）　　　

田刈屋　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

田中町（一）　　　　

田中町（五）　　　　
田中町（四）　　　　

田中町（二）　　　　

東石金町　　　　　　

東中野町（三）　　　

東町（二）　　　　　

東田地方町（一）　　

東富山寿町（三）　　

桃井町（二）　　　　

内幸町　　　　　　　

鍋田　　　　　　　　

南田町（二）　　　　

二口町（一）　　　　

二口町（五）　　　　二口町（四）　　　　

梅沢町（二）　　　　

白銀町　　　　　　　

畑中　　　　　　　　

八ヶ山　　　　　　　

八講　　　　　　　　

八人町　　　　　　　

不二越町　　　　　　

不二越本町（一）　　

不二越本町（二）　　

婦中町羽根新　　　　婦中町鵜坂　　　　　

婦中町希望ヶ丘　　　

婦中町宮ヶ島　　　　

婦中町小泉　　　　　

婦中町上田島　　　　

婦中町西本郷　　　　

婦中町田島　　　　　

婦中町島本郷　　　　

婦中町東本郷　　　　

布瀬町（一）　　　　

布瀬町（二）　　　　

布瀬町南（三）　　　

布瀬町南（二）　　　
布瀬本町　　　　　　

文京町（二）　　　　

米田すずかけ台（一）

米田すずかけ台（三）

米田町（一）　　　　
米田町（三）　　　　

米田町（二）　　　　

宝町（二）　　　　　

豊丘町　　　　　　　

豊若町（一）　　　　

豊若町（二）　　　　

豊田町（一）　　　　

豊田本町（一）　　　豊田本町（三）　　　

豊田本町（四）　　　

北押川　　　　　　　

北代新　　　　　　　
北二ツ屋　　　　　　

堀川小泉町　　　　　

堀川小泉町（一）　　

本郷新　　　　　　　

本江南　　　　　　　

本町　　　　　　　　

湊入船町　　　　　　

木場町　　　　　　　

問屋町（一）　　　　

問屋町（三）　　　　問屋町（二）　　　　

野々上　　　　　　　

弥生町（二）　　　　

柳町（三）　　　　　

有沢新町　　　　　　

雄山町　　　　　　　

利波　　　　　　　　

緑町（二）　　　　　

蓮町（一）　　　　　

蓮町（五）　　　　　

蓮町（三）　　　　　蓮町（四）　　　　　

蓮町（二）　　　　　蓮町（六）　　　　　

鵯島　　　　　　　　

豊若町（三）　　　　

高畠町（一）　　　　

山屋　　　　　　　　

四方荒屋　　　　　　 森（二）　　　　　　晴海台　　　　　　　

富山県庁　　　　　　富山市役所　　　　　

富山駅　　　　　　　

南富山駅　　　　　　

大泉駅　　　　　　　

不二越駅　　　　　　

稲荷町駅　　　　　　

西富山駅　　　　　　
電鉄富山駅　　　　　

下奥井駅　　　　　　

呉羽駅　　　　　　　

越中中島駅　　　　　

城川原駅　　　　　　

蓮町馬場記念公園前駅

萩浦小学校前駅　　　

東岩瀬駅　　　　　　

粟島駅　　　　　　　

インテック本社前駅　奥田中学校前駅　　　

犬島新町駅　　　　　

新庄田中　　　　　　

栄町駅　　　　　　　

堀岡　　　　　　　　

明神　　　　　　　　

練合　　　　　　　　

足洗　　　　　　　　

富山湾　　　　　　　

伏木富山港　　　　　

打出　　　　　　　　
四方　　　　　　　　

富山港　　　　　　　
岩瀬　　　　　　　　

射水町（一）　　　　

かもめ台　　　　　　

海竜新町　　　　　　

海竜町　　　　　　　

海老江七軒　　　　　
海老江練合　　　　　 岩瀬古志町　　　　　岩瀬天神町　　　　　

岩瀬萩浦町　　　　　岩瀬白山町　　　　　

四方新出町　　　　　
四方神明町　　　　　

四方西岩瀬　　　　　四方二番町　　　　　

四方北窪　　　　　　

七美（二）　　　　　

七美中野　　　　　　

西宮　　　　　　　　

草岡町（一）　　　　

足洗新町（一）　　　

東岩瀬町　　　　　　

東明西町　　　　　　
東明中町　　　　　　

浜開新町　　　　　　

堀岡古明神　　　　　

本江針山　　　　　　

本江中新　　　　　　

競輪場前駅　　　　　

岩瀬浜駅　　　　　　

射水警察署

高岡警察署

富山中央警察署

富山西警察署

富山県警察本部
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



立山町　　　　　　　

舟橋村　　　　　　　

堀江　　　　　　　　

梅沢　　　　　　　　

菰原　　　　　　　　市江　　　　　　　　

辻ヶ堂　　　　　　　針日　　　　　　　　

道正　　　　　　　　

下飯野　　　　　　　

平榎　　　　　　　　

伊勢屋　　　　　　　

恋塚　　　　　　　　

小出　　　　　　　　

砂子坂　　　　　　　

肘崎　　　　　　　　町袋　　　　　　　　

宮成　　　　　　　　

針原中町　　　　　　

上飯野　　　　　　　

二杉　　　　　　　　

小路　　　　　　　　

石割　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　
田伏　　　　　　　　

新堀　　　　　　　　常願寺川　　　　　　

新庄　　　　　　　　

金代　　　　　　　　

藤木　　　　　　　　

町村　　　　　　　　

古寺　　　　　　　　

利田　　　　　　　　

手屋　　　　　　　　

田添　　　　　　　　

富山地方鉄道立山線　

浦田　　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

立山ＩＣ　　　　　　

沢端　　　　　　　　

野町　　　　　　　　

東芦原　　　　　　　

舟橋　　　　　　　　

荒又　　　　　　　　

久金　　　　　　　　

江上　　　　　　　　

上市川　　　　　　　

荒田　　　　　　　　
江又　　　　　　　　

正印　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

稗田　　　　　　　　

法音寺　　　　　　　

上市　　　　　　　　

女川　　　　　　　　

舘　　　　　　　　　

柿沢　　　　　　　　

日中　　　　　　　　

滑川市　　　　　　　

経堂（四）　　　　　

荒川（二）　　　　　

水落　　　　　　　　

長江東町（二）　　　

天正寺　　　　　　　

冨居栄町　　　　　　

宮条　　　　　　　　

一本木　　　　　　　

稲荷　　　　　　　　

横江　　　　　　　　

横沢　　　　　　　　

横法音寺　　　　　　

下経田　　　　　　　

下荒又　　　　　　　

下新　　　　　　　　

下青出　　　　　　　

下梅沢　　　　　　　

海老江　　　　　　　

柿沢新　　　　　　　

久金新　　　　　　　

宮園町　　　　　　　

宮成新　　　　　　　

宮町　　　　　　　　

郷柿沢　　　　　　　

金泉寺　　　　　　　

経堂（一）　　　　　

経堂（三）　　　　　

古海老江　　　　　　

五本榎　　　　　　　

五郎丸　　　　　　　

向新庄町（一）　　　

向新庄町（五）　　　

向新庄町（三）　　　

向新庄町（四）　　　

向新庄町（七）　　　

向新庄町（二）　　　

向新庄町（八）　　　

向新庄町（六）　　　

荒川（五）　　　　　

高原　　　　　　　　

高島　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　

国重　　　　　　　　

三上　　　　　　　　

三日市　　　　　　　

山室荒屋　　　　　　
山室荒屋新町　　　　

四屋新　　　　　　　

柴　　　　　　　　　

柴山　　　　　　　　

若宮　　　　　　　　

若杉新　　　　　　　

若林　　　　　　　　

手屋（一）　　　　　

手屋（三）　　　　　

手屋（二）　　　　　

舟橋　　　　　　　　

女川新　　　　　　　

小西　　　　　　　　

上経田　　　　　　　

上荒又　　　　　　　
上庄町　　　　　　　

上条沖　　　　　　　

上梅沢　　　　　　　

上飯野新町（三）　　

上飯野新町（二）　　

上法音寺　　　　　　

常光寺　　　　　　　

常盤台　　　　　　　

新金代（二）　　　　

新庄銀座（一）　　　新庄銀座（三）　　　

新庄銀座（二）　　　

新庄町　　　　　　　

新庄町（一）　　　　

新庄町（三）　　　　
新庄町（四）　　　　

新庄町（二）　　　　

新庄北町　　　　　　

新庄本町（一）　　　

新庄本町（三）　　　

新庄本町（二）　　　

新清水　　　　　　　

森尻　　　　　　　　

森尻新　　　　　　　

水橋伊勢屋　　　　　

水橋伊勢領　　　　　

水橋沖　　　　　　　

水橋下砂子坂　　　　

水橋下砂子坂新　　　

水橋開発　　　　　　

水橋鏡田　　　　　　

水橋曲淵　　　　　　

水橋金広　　　　　　

水橋金尾　　　　　　

水橋金尾新　　　　　

水橋堅田　　　　　　

水橋狐塚　　　　　　

水橋五郎丸　　　　　

水橋高寺　　　　　　
水橋高堂　　　　　　

水橋佐野竹　　　　　

水橋桜木　　　　　　

水橋市田袋　　　　　

水橋柴草　　　　　　

水橋小出　　　　　　

水橋小池　　　　　　

水橋小路　　　　　　

水橋上砂子坂　　　　

水橋上桜木　　　　　

水橋上条新町　　　　

水橋常願寺　　　　　

水橋新保　　　　　　

水橋新堀　　　　　　

水橋清水堂　　　　　

水橋石割　　　　　　

水橋石政　　　　　　

水橋専光寺　　　　　

水橋大正　　　　　　

水橋池田舘　　　　　

水橋池田町　　　　　

水橋中村　　　　　　

水橋中馬場　　　　　

水橋的場　　　　　　

水橋田伏　　　　　　

水橋二ッ屋　　　　　

水橋二杉　　　　　　

水橋入江　　　　　　

水橋入部町　　　　　

水橋畠等　　　　　　

水橋番頭名　　　　　

水橋肘崎　　　　　　

水橋平塚　　　　　　

水橋北馬場　　　　　

水橋柳寺　　　　　　

水橋恋塚　　　　　　

正印新　　　　　　　

青出新　　　　　　　

石仏　　　　　　　　

赤浜　　　　　　　　

川原田　　　　　　　

相ノ木新町　　　　　

大永田　　　　　　　

大窪　　　　　　　　

大江干　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大島（一）　　　　　

大島（三）　　　　　

大島（二）　　　　　

竹内　　　　　　　　

竹鼻　　　　　　　　

竹林　　　　　　　　

中開発　　　　　　　

中間島（一）　　　　

中江上　　　　　　　

中小泉　　　　　　　

中青出　　　　　　　

中川原台（一）　　　

朝日　　　　　　　　

町新　　　　　　　　

町村（一）　　　　　

町村（二）　　　　　

辻　　　　　　　　　

東江上　　　　　　　

東富山寿町（一）　　

東野　　　　　　　　
東流杉　　　　　　　

湯崎野　　　　　　　

湯上野　　　　　　　

藤の木園町　　　　　

藤の木台（二）　　　

藤木新町　　　　　　

楠木　　　　　　　　

二ツ塚　　　　　　　

日俣　　　　　　　　

飯坂　　　　　　　　

飯坂新　　　　　　　

放士ヶ瀬　　　　　　放士ヶ瀬新　　　　　

鉾木　　　　　　　　

北島　　　　　　　　
本郷島　　　　　　　

野口　　　　　　　　

野口新　　　　　　　

野中　　　　　　　　

野中新　　　　　　　

野田　　　　　　　　

野福　　　　　　　　

弥市　　　　　　　　

有金　　　　　　　　

和合　　　　　　　　

佛生寺　　　　　　　

永久町　　　　　　　 横越　　　　　　　　
宮窪新　　　　　　　

銀嶺町　　　　　　　 七口　　　　　　　　上島　　　　　　　　
水橋舘町　　　　　　水橋市江　　　　　　水橋辻ヶ堂　　　　　

清風町　　　　　　　
東富山寿町（二）　　

上市スマートＩＣ　　

上市町役場　　　　　

舟橋村役場　　　　　

田添駅　　　　　　　

稚子塚駅　　　　　　

東新庄駅　　　　　　越中荏原駅　　　　　

越中三郷駅　　　　　

越中舟橋駅　　　　　

寺田駅　　　　　　　
越中泉駅　　　　　　

相ノ木駅　　　　　　

上市駅　　　　　　　

新宮川駅　　　　　　

中加積駅　　　　　　

東富山駅　　　　　　

水橋駅　　　　　　　

西加積駅　　　　　　

新相ノ木駅　　　　　

海岸通　　　　　　　

曲淵　　　　　　　　

坪川　　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

清水　　　　　　　　
滑川　　　　　　　　

法花寺　　　　　　　

宮窪　　　　　　　　

稲泉　　　　　　　　
浜黒崎　　　　　　　 水橋　　　　　　　　

稲泉新　　　　　　　

沖田新　　　　　　　

下島　　　　　　　　

笠木　　　　　　　　

魚躬　　　　　　　　

曲渕　　　　　　　　

古志町（一）　　　　

古志町（五）　　　　

古志町（四）　　　　

荒俣　　　　　　　　

高月町　　　　　　　

高塚　　　　　　　　

高来　　　　　　　　

寺家町　　　　　　　

上小泉　　　　　　　

常盤町　　　　　　　

水橋魚躬　　　　　　

水橋中村町　　　　　

水橋町　　　　　　　

清水町　　　　　　　

辰野　　　　　　　　

中川原　　　　　　　

中町　　　　　　　　 中野島　　　　　　　

坪川新　　　　　　　

田中新町　　　　　　

田中町　　　　　　　

田畑　　　　　　　　
日方江　　　　　　　

浜四ツ屋　　　　　　

領家町　　　　　　　

滑川市役所　　　　　

西滑川駅　　　　　　

中滑川駅　　　　　　

滑川駅　　　　　　　

浜加積駅　　　　　　

早月加積駅　　　　　

上市町　　　　　　　

上市町飛地　　　　　

角川　　　　　　　　

大熊　　　　　　　　

鉢　　　　　　　　　

虎谷　　　　　　　　

簑輪　　　　　　　　

東福寺　　　　　　　

千鳥　　　　　　　　
下野　　　　　　　　

田林　　　　　　　　

安田　　　　　　　　

滑川ＩＣ　　　　　　

栃山　　　　　　　　
大崎野　　　　　　　大浦　　　　　　　　

大松新　　　　　　　

堤谷　　　　　　　　

須山　　　　　　　　
▲ 城山　　　　　　　　稲村　　　　　　　　

釈泉寺　　　　　　　

極楽寺　　　　　　　

野島　　　　　　　　

田島野　　　　　　　
広野　　　　　　　　

広野新　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

開谷　　　　　　　　

護摩堂　　　　　　　

五位尾　　　　　　　

片地　　　　　　　　

折戸　　　　　　　　

蓬沢　　　　　　　　

▲ 白倉山　　　　　　　

広市新　　　　　　　

斉神新　　　　　　　

湯神子　　　　　　　

改養寺　　　　　　　
開　　　　　　　　　

眼目　　　　　　　　

砂林開　　　　　　　

室山　　　　　　　　

小森　　　　　　　　

大日　　　　　　　　
中野　　　　　　　　

東金屋　　　　　　　

東種　　　　　　　　

東福寺開　　　　　　

東福寺野　　　　　　

湯神子野　　　　　　

蓑輪　　　　　　　　

野開発　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

森野新　　　　　　　

道寺　　　　　　　　
野尻　　　　　　　　

山女　　　　　　　　

黒沢　　　　　　　　

江口　　　　　　　　

天神野新　　　　　　

小川寺　　　　　　　

青柳　　　　　　　　

吉島　　　　　　　　

魚津　　　　　　　　

魚津ＩＣ　　　　　　
東山　　　　　　　　

道坂　　　　　　　　

大海寺新　　　　　　

大光寺　　　　　　　

慶野　　　　　　　　宮津　　　　　　　　

島尻　　　　　　　　

湯上　　　　　　　　
出　　　　　　　　　

川縁　　　　　　　　

三ヶ　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

升田　　　　　　　　観音堂　　　　　　　

稗畠　　　　　　　　

金山谷　　　　　　　

有山　　　　　　　　

升方　　　　　　　　

鹿熊　　　　　　　　

杉本　　　　　　　　

早月川　　　　　　　

栗山　　　　　　　　

大榎　　　　　　　　

大掛　　　　　　　　北野　　　　　　　　

大島　　　　　　　　

富山地方鉄道本線　　

東蔵　　　　　　　　

長引野　　　　　　　

大菅沼　　　　　　　 黒谷　　　　　　　　

片貝川　　　　　　　

東城　　　　　　　　

布施川　　　　　　　

あいの風とやま鉄道線

吉浦　　　　　　　　

四ツ屋　　　　　　　

大島新　　　　　　　

中新　　　　　　　　

中塚　　　　　　　　

岩高　　　　　　　　

印田　　　　　　　　

駅前新町　　　　　　

横道　　　　　　　　

横枕　　　　　　　　

下村木町　　　　　　

下椿　　　　　　　　

火の宮町　　　　　　

貝田新　　　　　　　

吉島（一）　　　　　吉島（二）　　　　　

佐伯　　　　　　　　

三田　　　　　　　　

室田　　　　　　　　

釈迦堂（一）　　　　

小菅沼　　　　　　　

上口（二）　　　　　

上村木（一）　　　　
上村木町　　　　　　

新角川（一）　　　　

新金屋（一）　　　　

諏訪町　　　　　　　

西尾崎　　　　　　　

石垣　　　　　　　　

石垣新　　　　　　　

川原　　　　　　　　

浅生　　　　　　　　

相木　　　　　　　　
村木町　　　　　　　

袋　　　　　　　　　

大海寺野　　　　　　

池谷　　　　　　　　

中央通り（二）　　　

中村　　　　　　　　

追分　　　　　　　　

平沢　　　　　　　　

北鬼江　　　　　　　

北鬼江（二）　　　　

本江（一）　　　　　
本江新町　　　　　　

本新　　　　　　　　
本新町　　　　　　　

本町（二）　　　　　

弥源寺　　　　　　　

友道　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

六郎丸　　　　　　　

釈迦堂　　　　　　　
内生谷　　　　　　　布施爪　　　　　　　

魚津市役所　　　　　

東滑川駅　　　　　　

越中中村駅　　　　　

西魚津駅　　　　　　

電鉄魚津駅　　　　　

新魚津駅　　　　　　魚津駅　　　　　　　

上市警察署

滑川警察署

魚津警察署
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道古　　　　　　　　
五郎八　　　　　　　

板屋　　　　　　　　

黒部川　　　　　　　
福島　　　　　　　　

黒部ＩＣ　　　　　　

若栗　　　　　　　　

栗寺　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

阿弥陀堂　　　　　　尾山　　　　　　　　

中陣　　　　　　　　

石田野　　　　　　　
鏡野　　　　　　　　

枕野　　　　　　　　

前沢　　　　　　　　

荻生　　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　

出島　　　　　　　　

植木　　　　　　　　

黒部　　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

栃沢　　　　　　　　

飛騨　　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

飯沢　　　　　　　　生地鼻　　　　　　　

生地　　　　　　　　

立野　　　　　　　　

石田　　　　　　　　

経田西町　　　　　　

北中　　　　　　　　

仏田　　　　　　　　

持光寺　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　
蛇田　　　　　　　　

上飯野新　　　　　　

愛川　　　　　　　　

浦川端　　　　　　　

越湖　　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

栗林　　　　　　　　
寺坪　　　　　　　　

上野　　　　　　　　新堂　　　　　　　　

西小路　　　　　　　

西町　　　　　　　　

袖野　　　　　　　　

大越　　　　　　　　

長正寺　　　　　　　

阿古屋野　　　　　　

吉城寺　　　　　　　

宮沢　　　　　　　　

窪野　　　　　　　　

経立野　　　　　　　

犬山　　　　　　　　

古御堂　　　　　　　

轟下　　　　　　　　

黒部新　　　　　　　

山田新　　　　　　　

山立野　　　　　　　

新経田　　　　　　　

新町　　　　　　　　

新天　　　　　　　　
新牧野　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

生地芦区　　　　　　

生地吉田　　　　　　

生地経新　　　　　　

生地山新　　　　　　

生地神区　　　　　　

生地中区　　　　　　

舌山　　　　　　　　

袖沢　　　　　　　　

大開　　　　　　　　

長屋　　　　　　　　

天神新　　　　　　　

田家新　　　　　　　

田家野　　　　　　　

東町　　　　　　　　

東尾崎　　　　　　　

浜石田　　　　　　　

福島新　　　　　　　

平伝寺　　　　　　　

別所　　　　　　　　

北新　　　　　　　　

朴谷　　　　　　　　

堀高　　　　　　　　

堀切新　　　　　　　

本野　　　　　　　　

木下新　　　　　　　 柳沢　　　　　　　　

六天　　　　　　　　

笹原　　　　　　　　

黒部市役所　　　　　

経田駅　　　　　　　

電鉄石田駅　　　　　

黒部駅　　　　　　　

電鉄黒部駅　　　　　東三日市駅　　　　　荻生駅　　　　　　　
長屋駅　　　　　　　

舌山駅　　　　　　　
若栗駅　　　　　　　

生地駅　　　　　　　

新黒部駅　　　　　　

吉原　　　　　　　　

目川　　　　　　　　

木根　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

東狐　　　　　　　　

芦崎　　　　　　　　

下上野　　　　　　　

下飯野新　　　　　　

吉原東　　　　　　　

五十里　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

高畠　　　　　　　　

蛇沢　　　　　　　　

神子沢　　　　　　　

道市　　　　　　　　

西入善駅　　　　　　

黒部警察署
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神林　　　　　　　　

音沢　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

栗虫　　　　　　　　

宇奈月　　　　　　　

愛本　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

明日　　　　　　　　

愛本新　　　　　　　

下立　　　　　　　　

浦山　　　　　　　　

下村　　　　　　　　

栃屋　　　　　　　　

両瀬　　　　　　　　

墓ノ木　　　　　　　

浦山新　　　　　　　

小摺戸　　　　　　　

若栗新　　　　　　　

一宿　　　　　　　　 下山　　　　　　　　

西中　　　　　　　　

舟見　　　　　　　　

今江　　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

新屋　　　　　　　　

下山新　　　　　　　

細野　　　　　　　　
山崎　　　　　　　　

花房　　　　　　　　

羽入　　　　　　　　

蛭谷　　　　　　　　

岩井谷　　　　　　　

小川　　　　　　　　

▲ 負釣山　　　　　　　

北陸自動車道　　　　

入善スマートＩＣ　　

小在池　　　　　　　

青岩　　　　　　　　 赤田　　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

谷　　　　　　　　　

坊　　　　　　　　　

宇奈月町音澤　　　　

宇奈月町熊野　　　　

宇奈月町中ノ口　　　

宇奈月町土山　　　　

古林　　　　　　　　

山王　　　　　　　　

山崎新　　　　　　　

棚山　　　　　　　　

藤塚　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

横水　　　　　　　　野新　　　　　　　　

北陸新幹線　　　　　

音沢駅　　　　　　　

内山駅　　　　　　　

愛本駅　　　　　　　
下立駅　　　　　　　

下立口駅　　　　　　

浦山駅　　　　　　　

栃屋駅　　　　　　　

▲ 二王山　　　　　　　

入善町　　　　　　　

入善　　　　　　　　

青島　　　　　　　　

椚山　　　　　　　　

君島　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

春日　　　　　　　　
古黒部　　　　　　　

草野　　　　　　　　

沼保　　　　　　　　

横尾　　　　　　　　

笹川　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

南保　　　　　　　　

朝日　　　　　　　　

月山　　　　　　　　朝日ＩＣ　　　　　　

桜町　　　　　　　　

長野　　　　　　　　

大家庄　　　　　　　

舟川新　　　　　　　

金山　　　　　　　　
石谷　　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

東五十里　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

井ノ口　　　　　　　

越　　　　　　　　　

下横尾　　　　　　　

雁蔵　　　　　　　　

最禅　　　　　　　　
若草町　　　　　　　

小更　　　　　　　　

松濤町　　　　　　　

上横尾　　　　　　　

神向　　　　　　　　

川仕新　　　　　　　

池ノ原　　　　　　　

池谷町　　　　　　　竹ノ内　　　　　　　

北角地　　　　　　　

柳田　　　　　　　　

窪田　　　　　　　　

月山新　　　　　　　

元屋敷　　　　　　　

荒川　　　　　　　　

三枚橋　　　　　　　

小杉　　　　　　　　

赤川　　　　　　　　大屋　　　　　　　　

中草野　　　　　　　

田ノ又　　　　　　　

東草野　　　　　　　

藤原　　　　　　　　

道下　　　　　　　　

日吉　　　　　　　　

入膳　　　　　　　　

泊新　　　　　　　　
浜草野　　　　　　　

不動堂　　　　　　　

平柳　　　　　　　　椚山新　　　　　　　

入善町役場　　　　　

朝日町役場　　　　　

入善駅　　　　　　　

泊駅　　　　　　　　

越中宮崎駅　　　　　

越道峠　　　　　　　

魚止滝　　　　　　　

北又谷　　　　　　　

▲ 定倉山　　　　　　　

▲ 長栂山　　　　　　　

▲ 犬ヶ岳　　　　　　　

小川　　　　　　　　

朝日町　　　　　　　

▲ 白鳥山　　　　　　　

▲ 黒菱山　　　　　　　

境川　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

境　　　　　　　　　
玉ノ木　　　　　　　

市振　　　　　　　　

上路　　　　　　　　

▲ 入道山　　　　　　　

▲ 尻高山　　　　　　　

親不知　　　　　　　

▲ 高山　　　　　　　　

外波　　　　　　　　親不知ＩＣ　　　　　

親不知　　　　　　　

滝淵　　　　　　　　

市振駅　　　　　　　

入善警察署
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