
楠井　　　　　　　　

津井　　　　　　　　

印南　　　　　　　　

山口　　　　　　　　

▲ 赤松山　　　　　　　

西ノ地　　　　　　　

▲ 狼烟山　　　　　　　

島田　　　　　　　　

切目崎　　　　　　　

切目川　　　　　　　

印南港　　　　　　　

畑野崎　　　　　　　

印南ＩＣ　　　　　　

阪和自動車道　　　　

井上　　　　　　　　

元村　　　　　　　　

光川　　　　　　　　

崎山　　　　　　　　

森側　　　　　　　　

西山口　　　　　　　

大洲　　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

浜西　　　　　　　　

浜畑　　　　　　　　

由留木　　　　　　　

印南　　　　　　　　

東山口　　　　　　　

印南町役場　　　　　

切目駅　　　　　　　

印南駅　　　　　　　
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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▲



美浜町　　　　　　　

馳出の鼻　　　　　　

田杭　　　　　　　　

阿尾　　　　　　　　

産湯崎　　　　　　　
産湯　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

三尾　　　　　　　　

日ノ御埼　　　　　　

本の脇　　　　　　　

下志賀　　　　　　　

由良町　　　　　　　

黒島　　　　　　　　

衣奈　　　　　　　　

▲ 黒山　　　　　　　　

小引　　　　　　　　

チガ崎　　　　　　　

十九島　　　　　　　

大引　　　　　　　　

下山鼻　　　　　　　神谷　　　　　　　　

▲ 重山　　　　　　　　糸谷　　　　　　　　

由良港　　　　　　　
由良　　　　　　　　

阿戸　　　　　　　　

柏　　　　　　　　　
蟻島　　　　　　　　

方杭崎　　　　　　　方杭　　　　　　　　

小浦　　　　　　　　

小浦崎　　　　　　　

津久野　　　　　　　

比井　　　　　　　　

久志　　　　　　　　

上志賀　　　　　　　

白崎　　　　　　　　

吹井　　　　　　　　

日高町　　　　　　　

黒田　　　　　　　　

小杭　　　　　　　　

大井　　　　　　　　

中志賀　　　　　　　

柳原　　　　　　　　

戸津井　　　　　　　

江の駒　　　　　　　

志賀　　　　　　　　

網代　　　　　　　　

由良町役場　　　　　

御坊市　　　　　　　

小池　　　　　　　　

▲ 和佐山　　　　　　　

▲ 当田山　　　　　　　和佐　　　　　　　　

日高川　　　　　　　

入野　　　　　　　　

鐘巻　　　　　　　　

小熊　　　　　　　　

若野　　　　　　　　

▲ 寺山　　　　　　　　

大峠　　　　　　　　

滝ノ口　　　　　　　

▲ 高城山　　　　　　　

印南原　　　　　　　

蕨野　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

南谷　　　　　　　　

▲ 黒岩山　　　　　　　

野島　　　　　　　　

壁川崎　　　　　　　

塩屋　　　　　　　　

岩内　　　　　　　　熊野　　　　　　　　

▲ 見山　　　　　　　　

野口　　　　　　　　

吉田　　　　　　　　

財部　　　　　　　　

御坊　　　　　　　　

日高港　　　　　　　

浜ノ瀬　　　　　　　

煙樹ヶ浜　　　　　　

吉原　　　　　　　　

西川　　　　　　　　

裏　　　　　　　　　

美浜　　　　　　　　

南畑　　　　　　　　

紀州鉄道　　　　　　

笹峠　　　　　　　　

御坊ＩＣ　　　　　　

湯浅御坊道路　　　　

御坊南ＩＣ　　　　　

宇戸谷　　　　　　　

黒垣内　　　　　　　

小白河　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

尻掛　　　　　　　　

西南畑　　　　　　　

西裏　　　　　　　　

造木　　　　　　　　

大白河　　　　　　　

中ノ岡　　　　　　　

中越　　　　　　　　

中智　　　　　　　　

椎崎　　　　　　　　

東南畑　　　　　　　

東裏　　　　　　　　

峠谷　　　　　　　　

奈良井　　　　　　　

北裏　　　　　　　　

柳畑　　　　　　　　

立花　　　　　　　　

薗　　　　　　　　　

塩屋町南塩屋　　　　

塩屋町北塩屋　　　　

御坊　　　　　　　　
田井　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

湯川町丸山　　　　　 藤田町藤井　　　　　

名屋　　　　　　　　

明神川　　　　　　　

美浜町役場　　　　　

御坊市役所　　　　　

日高川町役場　　　　

御坊駅　　　　　　　

道成寺駅　　　　　　

和佐駅　　　　　　　

稲原駅　　　　　　　

紀伊御坊駅　　　　　

市役所前駅　　　　　

西御坊駅　　　　　　

学門駅　　　　　　　

広川町　　　　　　　

三尾川　　　　　　　

▲ 雨司山　　　　　　　

門前　　　　　　　　

小中　　　　　　　　

日高　　　　　　　　

荊木　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

内の畑　　　　　　　 ▲ 薬師谷山　　　　　　

原谷　　　　　　　　

唐尾　　　　　　　　

水越峠　　　　　　　

河瀬　　　　　　　　

井関　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

▲ 串が谷峰　　　　　　

下津木　　　　　　　

滝原　　　　　　　　

落合　　　　　　　　
西畑　　　　　　　　

上津木　　　　　　　

室川峠　　　　　　　

▲ 小山　　　　　　　　

平川　　　　　　　　

蛇尾　　　　　　　　中津川　　　　　　　

千津川　　　　　　　

早藤　　　　　　　　

松瀬　　　　　　　　

玄子　　　　　　　　

土生　　　　　　　　富安　　　　　　　　

高家　　　　　　　　

広川　　　　　　　　

川辺ＩＣ　　　　　　

広川南ＩＣ　　　　　

里　　　　　　　　　

猿川　　　　　　　　

夏明　　　　　　　　

柿谷　　　　　　　　

岩の谷　　　　　　　

権保　　　　　　　　

寺杣　　　　　　　　

鹿が瀬　　　　　　　

室河　　　　　　　　小鶴谷　　　　　　　

上出　　　　　　　　

新在家　　　　　　　

塚野原　　　　　　　

東光寺　　　　　　　

尾崎原　　　　　　　

鈴子　　　　　　　　

日高町役場　　　　　

紀伊由良駅　　　　　

紀伊内原駅　　　　　

御坊警察署
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凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

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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宮崎ノ鼻　　　　　　

矢櫃　　　　　　　　

辰ヶ浜　　　　　　　

逢井　　　　　　　　

黒島　　　　　　　　

由良町　　　　　　　

有田市　　　　　　　

女の浦　　　　　　　
男浦　　　　　　　　

宮崎町　　　　　　　

青石鼻　　　　　　　

港町　　　　　　　　
箕島　　　　　　　　

下津町下津　　　　　

初島町浜　　　　　　

初島駅　　　　　　　

広川町　　　　　　　

湯浅町　　　　　　　

宮崎　　　　　　　　

有田　　　　　　　　

山地　　　　　　　　

千田　　　　　　　　野井　　　　　　　　

星尾　　　　　　　　

滝川原　　　　　　　

道　　　　　　　　　

須谷　　　　　　　　

▲ 平見山　　　　　　　

田　　　　　　　　　

霧崎　　　　　　　　

端崎　　　　　　　　

湯浅広港　　　　　　
湯浅　　　　　　　　

吉川　　　　　　　　

青木　　　　　　　　

▲ 地蔵峰　　　　　　　

▲ 三本松峰　　　　　　

吉見　　　　　　　　

徳田　　　　　　　　

▲ 白蕨山　　　　　　　奥　　　　　　　　　

熊井　　　　　　　　

水尻　　　　　　　　

明王寺　　　　　　　天満　　　　　　　　

小島　　　　　　　　

有田川　　　　　　　

下津野　　　　　　　

垣倉　　　　　　　　

船坂　　　　　　　　
賢　　　　　　　　　

井口　　　　　　　　

下六川　　　　　　　

丹生　　　　　　　　

柳瀬　　　　　　　　

広川　　　　　　　　

東中　　　　　　　　

南金屋　　　　　　　

広　　　　　　　　　

広川　　　　　　　　

小浦　　　　　　　　

西広　　　　　　　　

唐尾　　　　　　　　

名南風鼻　　　　　　
鷹島　　　　　　　　

広川ＩＣ　　　　　　

湯浅ＩＣ　　　　　　

有田ＩＣ　　　　　　

湯浅御坊道路　　　　

有田南ＩＣ　　　　　

乙田　　　　　　　　

千田西　　　　　　　千田東　　　　　　　

池之上　　　　　　　

角　　　　　　　　　

宮原町東　　　　　　

古江見　　　　　　　

糸我町西　　　　　　

糸我町中番　　　　　

糸野　　　　　　　　
出　　　　　　　　　

庄　　　　　　　　　

上中島　　　　　　　

上中野　　　　　　　

植野　　　　　　　　

栖原　　　　　　　　

西丹生図　　　　　　

長田　　　　　　　　

殿　　　　　　　　　

田口　　　　　　　　

土生　　　　　　　　

東丹生図　　　　　　

湯浅　　　　　　　　

尾中　　　　　　　　

名島　　　　　　　　

下中島　　　　　　　
宮原町滝　　　　　　

山田原　　　　　　　
有田市役所　　　　　

広川町役場　　　　　

湯浅町役場　　　　　

有田川町役場　　　　

箕島駅　　　　　　　

紀伊宮原駅　　　　　

藤並駅　　　　　　　

湯浅駅　　　　　　　

広川ビーチ駅　　　　

和歌浦湾　　　　　　

毛見　　　　　　　　

且来　　　　　　　　

海南東ＩＣ　　　　　

井田　　　　　　　　

海南　　　　　　　　

海南港　　　　　　　

紀勢本線　　　　　　冷水　　　　　　　　

大野中　　　　　　　幡川　　　　　　　　重根　　　　　　　　

▲ 熊尾寺山　　　　　　

▲ 鏡石山　　　　　　　

引尾　　　　　　　　

興　　　　　　　　　

笠畑　　　　　　　　大窪　　　　　　　　

百垣内　　　　　　　

曽根田　　　　　　　
橘本　　　　　　　　

市坪　　　　　　　　

小松原　　　　　　　

青枝　　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　

▲ 明神山　　　　　　　

丁　　　　　　　　　

小南　　　　　　　　

塩津　　　　　　　　

丸田　　　　　　　　

方　　　　　　　　　

▲ 高通山　　　　　　　
大崎　　　　　　　　

下津港　　　　　　　

下津　　　　　　　　

初島　　　　　　　　

新堂　　　　　　　　

宮原　　　　　　　　
▲ 千葉山　　　　　　　

田角　　　　　　　　

▲ 鷲ヶ峰　　　　　　　

釜中滝　　　　　　　

釜中　　　　　　　　

海南ＩＣ　　　　　　

下津ＩＣ　　　　　　

初島町里　　　　　　

沖山　　　　　　　　

戸坂　　　　　　　　

市原　　　　　　　　

松尾　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

土井原　　　　　　　

脇ノ浜　　　　　　　

下津町下　　　　　　

下津町黒田　　　　　

下津町梅田　　　　　

下津町鰈川　　　　　

大賀畑　　　　　　　

鳥居　　　　　　　　

藤白　　　　　　　　

南赤坂　　　　　　　日方　　　　　　　　

北赤坂　　　　　　　

名高　　　　　　　　

黒江　　　　　　　　

海南市役所　　　　　海南駅　　　　　　　

冷水浦駅　　　　　　

加茂郷駅　　　　　　

下津駅　　　　　　　

有田警察署

湯浅警察署

海南警察署
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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）

山岳▲



古屋　　　　　　　　西庄　　　　　　　　八幡前駅　　　　　　

鯉突ノ鼻　　　　　　

熊崎　　　　　　　　

平栄ノ鼻　　　　　　

沖ノ島　　　　　　　

神島　　　　　　　　

虎島　　　　　　　　

友ヶ島　　　　　　　

中ノ瀬戸　　　　　　
地ノ島　　　　　　　

藻崎　　　　　　　　加太ノ瀬戸　　　　　

住吉崎　　　　　　　大川　　　　　　　　

深山　　　　　　　　

城ヶ崎　　　　　　　

加太湾　　　　　　　

加太　　　　　　　　

▲ 鉢巻山　　　　　　　

西脇　　　　　　　　

日野　　　　　　　　

▲ 甲山　　　　　　　　

明神崎　　　　　　　

豊国崎　　　　　　　

谷川　　　　　　　　

田倉崎　　　　　　　

佐瀬川　　　　　　　

池谷　　　　　　　　

つつじが丘（一）　　

つつじが丘（五）　　

つつじが丘（三）　　

つつじが丘（四）　　
つつじが丘（二）　　

磯の浦　　　　　　　

多奈川小島　　　　　

多奈川西畑　　　　　

本脇　　　　　　　　磯ノ浦駅　　　　　　

二里ケ浜駅　　　　　

西ノ庄駅　　　　　　

加太駅　　　　　　　

海南市　　　　　　　

和歌山市　　　　　　

和歌山北港　　　　　

松江　　　　　　　　南海加太線　　　　　

野崎　　　　　　　　
紀ノ川　　　　　　　

和歌山ＩＣ　　　　　

西和佐　　　　　　　

宮北　　　　　　　　

和歌山　　　　　　　

南海和歌山港線　　　

和歌山本港　　　　　

宮前　　　　　　　　

わかやま電鉄貴志川線

西山東　　　　　　　
出島　　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

和歌川　　　　　　　
雑賀崎　　　　　　　

大島　　　　　　　　

浪早崎　　　　　　　

和歌浦　　　　　　　

片男波　　　　　　　
布引　　　　　　　　

名草　　　　　　　　

三葛　　　　　　　　

冬野　　　　　　　　

本渡　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

和歌山下津港　　　　

粟ランプ　　　　　　

松江西（一）　　　　
松江西（三）　　　　

葵町　　　　　　　　

芦辺丁　　　　　　　

井辺　　　　　　　　

宇須（三）　　　　　

宇須（四）　　　　　

宇須（二）　　　　　

塩屋（一）　　　　　

塩屋（五）　　　　　
塩屋（三）　　　　　

塩屋（四）　　　　　塩屋（二）　　　　　

塩屋（六）　　　　　 奥須佐　　　　　　　

岡北ノ丁　　　　　　

屋形町（五）　　　　

下和佐　　　　　　　

加納　　　　　　　　

加納町　　　　　　　

関戸（一）　　　　　

関戸（五）　　　　　

関戸（三）　　　　　

関戸（四）　　　　　

関戸（二）　　　　　

岩橋　　　　　　　　

紀三井寺　　　　　　

吉田　　　　　　　　

吉里　　　　　　　　

吉礼　　　　　　　　

久保丁（一）　　　　

境原　　　　　　　　

橋丁　　　　　　　　

金龍寺丁　　　　　　

九番丁　　　　　　　

栗栖　　　　　　　　

桑山　　　　　　　　

元寺町南ノ丁　　　　

元寺町北ノ丁　　　　

狐島　　　　　　　　

口須佐　　　　　　　

広原　　　　　　　　

杭ノ瀬　　　　　　　

江南　　　　　　　　

黒田（一）　　　　　黒田（二）　　　　　

今福（一）　　　　　

今福（五）　　　　　

今福（二）　　　　　

砂山南（三）　　　　砂山南（四）　　　　

砂山南（二）　　　　

材木丁　　　　　　　

坂田　　　　　　　　

鷺ノ森　　　　　　　

雑賀町　　　　　　　

三沢町（三）　　　　

三番丁　　　　　　　

寺内　　　　　　　　

手平（一）　　　　　

手平（五）　　　　　

手平（三）　　　　　

手平（四）　　　　　

手平（二）　　　　　

手平（六）　　　　　

秋月　　　　　　　　

秋葉町　　　　　　　

出水　　　　　　　　

小雑賀　　　　　　　

小雑賀（一）　　　　
小雑賀（三）　　　　小雑賀（二）　　　　

小松原（五）　　　　

小松原（六）　　　　

小瀬田　　　　　　　

松ヶ丘（一）　　　　

松ヶ丘（三）　　　　

松ヶ丘（二）　　　　

松江中（一）　　　　
松江中（二）　　　　

松江東（一）　　　　

松江東（四）　　　　

松江東（二）　　　　

松江北（二）　　　　

松島　　　　　　　　

新高町　　　　　　　

新在家　　　　　　　

新生町　　　　　　　

新通（五）　　　　　

新堀東（一）　　　　新堀東（二）　　　　

新和歌浦　　　　　　

森小手穂　　　　　　

神前　　　　　　　　

仁井辺　　　　　　　

吹屋町（三）　　　　

吹上（三）　　　　　

吹上（四）　　　　　

吹上（二）　　　　　

西　　　　　　　　　

西高松（一）　　　　

西高松（二）　　　　西小二里（一）　　　

西小二里（三）　　　

西小二里（二）　　　

西浜　　　　　　　　
西浜（一）　　　　　西浜（三）　　　　　西浜（二）　　　　　

石橋丁　　　　　　　

相坂　　　　　　　　

太田（一）　　　　　太田（三）　　　　　

太田（四）　　　　　

太田（二）　　　　　

打越町　　　　　　　

鷹匠町（四）　　　　

鷹匠町（七）　　　　

築港（五）　　　　　

築港（二）　　　　　
茶屋ノ丁　　　　　　

茶屋町　　　　　　　

中之島　　　　　　　

朝日　　　　　　　　

津秦　　　　　　　　

田野　　　　　　　　

土佐町（二）　　　　

島橋西ノ丁　　　　　
島橋東ノ丁　　　　　

島橋南ノ丁　　　　　

島橋北ノ丁　　　　　

東高松（一）　　　　

東高松（三）　　　　東高松（四）　　　　
東高松（二）　　　　

東小二里町　　　　　

頭陀寺　　　　　　　

南細工町　　　　　　

南出島　　　　　　　

南田辺丁　　　　　　 南片原（二）　　　　

二筋目　　　　　　　

納定　　　　　　　　

板屋町　　　　　　　
美園町（五）　　　　

美園町（二）　　　　

福島　　　　　　　　

片岡町（一）　　　　

北坂ノ上丁　　　　　

北出島　　　　　　　

北出島（一）　　　　

北新（四）　　　　　

北中間町　　　　　　

北中島（一）　　　　

北島　　　　　　　　

堀止西（一）　　　　

堀止西（二）　　　　

堀止東（二）　　　　

堀止南ノ丁　　　　　

本町（九）　　　　　

湊　　　　　　　　　

湊（一）　　　　　　

湊（五）　　　　　　

湊（四）　　　　　　
湊（二）　　　　　　

湊御殿（一）　　　　

湊御殿（三）　　　　

湊御殿（二）　　　　

湊本町（二）　　　　 鳴神　　　　　　　　

木広町（五）　　　　
木広町（三）　　　　

薬勝寺　　　　　　　

柳丁　　　　　　　　

友田町（五）　　　　

友田町（四）　　　　

有家　　　　　　　　

有本　　　　　　　　

雄松町（五）　　　　

六番丁　　　　　　　

和歌浦西（一）　　　

和歌浦西（二）　　　

和歌浦中（一）　　　

和歌浦中（三）　　　

和歌浦中（二）　　　

和歌浦東（一）　　　

和歌浦東（三）　　　
和歌浦東（二）　　　

和歌浦南（一）　　　
和歌浦南（三）　　　

和歌浦南（二）　　　

和歌川町　　　　　　

和佐中　　　　　　　

粟　　　　　　　　　延時　　　　　　　　
梶取　　　　　　　　 小豆島　　　　　　　

松江北（五）　　　　

松江北（四）　　　　松江北（七）　　　　 土入　　　　　　　　

和歌山南スマートＩＣ

和歌山県庁　　　　　

和歌山市役所　　　　

和歌山市駅　　　　　

和歌山港駅　　　　　

紀和駅　　　　　　　
紀伊中ノ島駅　　　　

紀三井寺駅　　　　　

宮前駅　　　　　　　

田中口駅　　　　　　

和歌山駅　　　　　　

日前宮駅　　　　　　

神前駅　　　　　　　

竈山駅　　　　　　　

岡崎前駅　　　　　　吉礼駅　　　　　　　

黒江駅　　　　　　　

田井ノ瀬駅　　　　　千旦駅　　　　　　　

中松江駅　　　　　　
東松江駅　　　　　　

交通センター前駅　　

岬町　　　　　　　　

桑畑　　　　　　　　

淡輪　　　　　　　　
長崎　　　　　　　　

深日　　　　　　　　

南海多奈川線　　　　

岬　　　　　　　　　

観音崎　　　　　　　

東川　　　　　　　　

▲ 東山　　　　　　　　
孝子　　　　　　　　

上孝子　　　　　　　

▲ 飯盛山　　　　　　　

▲ 札立山　　　　　　　

▲ 爼石山　　　　　　　

奥畑　　　　　　　　

紀伊　　　　　　　　

直川　　　　　　　　

有功　　　　　　　　

楠見　　　　　　　　貴志　　　　　　　　

孝子峠　　　　　　　

木ノ本　　　　　　　

箱ノ浦ランプ　　　　

貝掛ランプ　　　　　箱作ランプ　　　　　

大谷ランプ　　　　　

和歌山北ＩＣ　　　　

淡輪ランプ　　　　　

多奈川谷川　　　　　

横手　　　　　　　　

下孝子　　　　　　　

山中　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

中孝子　　　　　　　

峯地蔵　　　　　　　

栄谷　　　　　　　　

永穂　　　　　　　　

榎原　　　　　　　　

園部　　　　　　　　

向　　　　　　　　　

弘西　　　　　　　　

市小路　　　　　　　
次郎丸　　　　　　　 西田井　　　　　　　

船所　　　　　　　　

善明寺　　　　　　　

多奈川東畑　　　　　

中野　　　　　　　　

田屋　　　　　　　　

桃の木台（一）　　　

桃の木台（五）　　　
桃の木台（三）　　　

桃の木台（四）　　　

桃の木台（七）　　　

桃の木台（二）　　　

桃の木台（八）　　　

桃の木台（六）　　　

南山中　　　　　　　

楠見中　　　　　　　

梅原　　　　　　　　

府中　　　　　　　　

望海坂（一）　　　　

望海坂（三）　　　　

望海坂（二）　　　　

北　　　　　　　　　

六十谷　　　　　　　

箱の浦　　　　　　　

深日ランプ　　　　　

孝子ランプ　　　　　

平井ランプ　　　　　

和歌山ＪＣＴ　　　　

岬町役場　　　　　　多奈川駅　　　　　　深日港駅　　　　　　
深日町駅　　　　　　

みさき公園駅　　　　

淡輪駅　　　　　　　

孝子駅　　　　　　　

紀ノ川駅　　　　　　

六十谷駅　　　　　　

紀伊駅　　　　　　　

和歌山大学前駅　　　

和歌山県警察本部

和歌山東警察署

和歌山西警察署

和歌山北警察署
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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
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三段壁　　　　　　　 湯崎　　　　　　　　

梶原　　　　　　　　

鴨居　　　　　　　　

爪切　　　　　　　　

三段　　　　　　　　

市江崎　　　　　　　

志原　　　　　　　　
日置　　　　　　　　

大古　　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

安宅　　　　　　　　

塩野　　　　　　　　

松の本　　　　　　　

すさみ　　　　　　　

小泊　　　　　　　　

伊古木　　　　　　　

小石ノ鼻　　　　　　

安宅崎　　　　　　　

笠甫　　　　　　　　

志原下　　　　　　　

志原上　　　　　　　

蛇原　　　　　　　　

上町　　　　　　　　

村島　　　　　　　　

太間地　　　　　　　

谷ヶ地　　　　　　　

日の出　　　　　　　

平松　　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

本城　　　　　　　　

名立　　　　　　　　

宇井ヶ地　　　　　　
目戸の谷　　　　　　

日置川ＩＣ　　　　　

すさみ町役場　　　　

紀伊日置駅　　　　　

周参見駅　　　　　　

白浜町　　　　　　　

才野　　　　　　　　栄　　　　　　　　　
富田川　　　　　　　

平間　　　　　　　　

庄川　　　　　　　　

十九淵　　　　　　　

富田　　　　　　　　

見草崎　　　　　　　

見草　　　　　　　　

烽火ノ鼻　　　　　　

番所崎　　　　　　　

仏崎　　　　　　　　

▲ 塩津山　　　　　　　

▲ 行徳山　　　　　　　
宇津木　　　　　　　

向平　　　　　　　　

▲ 三舞山　　　　　　　

安居　　　　　　　　

口ヶ谷　　　　　　　

日置川　　　　　　　

▲ 米山　　　　　　　　

田野井　　　　　　　
▲ 高瀬山　　　　　　　

市江　　　　　　　　

寺山　　　　　　　　

庄川越　　　　　　　

中　　　　　　　　　

椿　　　　　　　　　

芦長　　　　　　　　

安久川　　　　　　　

伊勢ヶ谷　　　　　　

伊勢谷　　　　　　　

下垣内　　　　　　　

下芝　　　　　　　　

稼谷　　　　　　　　

廻り田　　　　　　　

菊方　　　　　　　　

橘　　　　　　　　　

郷地谷　　　　　　　

栗山　　　　　　　　

権現平　　　　　　　

五反切　　　　　　　

広宇井　　　　　　　

高井　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

坂口　　　　　　　　

三ヶ川　　　　　　　

三軒屋　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

山木　　　　　　　　

寺ノ前　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

首地　　　　　　　　

出合　　　　　　　　

小山　　　　　　　　

小倉崎　　　　　　　

小田地　　　　　　　

庄川口　　　　　　　

上地松原　　　　　　

人頭　　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

石経　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

川口　　　　　　　　

船木　　　　　　　　

袋谷　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

朝来帰　　　　　　　

追ヶ芝　　　　　　　

辻野　　　　　　　　

東條　　　　　　　　

藤野　　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

畑地　　　　　　　　

本谷　　　　　　　　

免の内　　　　　　　

中嶋　　　　　　　　

瓜生　　　　　　　　寺の腰　　　　　　　
田津原　　　　　　　

福田　　　　　　　　

南紀白浜ＩＣ　　　　

紀伊富田駅　　　　　

椿駅　　　　　　　　

白浜警察署
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凡例

交通管理リンク
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交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界
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芳養　　　　　　　　

元町　　　　　　　　

田辺湾　　　　　　　

東白浜　　　　　　　

白浜　　　　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

瀬戸崎　　　　　　　

森の鼻　　　　　　　

堺　　　　　　　　　 南紀田辺ＩＣ　　　　

サビ　　　　　　　　

井原　　　　　　　　

横浦　　　　　　　　

寒さ浦　　　　　　　

古賀浦　　　　　　　

御幸　　　　　　　　
御船　　　　　　　　

江津良　　　　　　　

港　　　　　　　　　

綱不知　　　　　　　

阪田　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

西の谷　　　　　　　

千畳敷　　　　　　　

大浦　　　　　　　　

大屋　　　　　　　　

天狗谷　　　　　　　

藤島　　　　　　　　
白浜　　　　　　　　

平草原　　　　　　　

立ヶ谷　　　　　　　

臨海　　　　　　　　

巓辺　　　　　　　　

江川　　　　　　　　

上の山（一）　　　　

上の山（二）　　　　

上屋敷（一）　　　　

上屋敷（三）　　　　
天神崎　　　　　　　

芳養松原（一）　　　芳養松原（二）　　　

明洋（一）　　　　　

明洋（三）　　　　　

明洋（二）　　　　　

目良　　　　　　　　

崖　　　　　　　　　芳養町　　　　　　　

白浜町役場　　　　　

芳養駅　　　　　　　

羽六　　　　　　　　

古屋　　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

名杭　　　　　　　　

滝ノ岡　　　　　　　

戸中　　　　　　　　

東岩代　　　　　　　

有の木　　　　　　　

▲ 高田山　　　　　　　

大目津　　　　　　　

目津崎　　　　　　　

山ノ原　　　　　　　

みなべ　　　　　　　

徳蔵　　　　　　　　

筋　　　　　　　　　

晩稲　　　　　　　　

西本庄　　　　　　　

南部川　　　　　　　

辺川　　　　　　　　

東本庄　　　　　　　

受領　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

千福　　　　　　　　

西野　　　　　　　　

芳養川　　　　　　　

中芳養　　　　　　　

田尻　　　　　　　　
林　　　　　　　　　

高垣　　　　　　　　

芝　　　　　　　　　

西岩代　　　　　　　

長尾越　　　　　　　

みなべＩＣ　　　　　

井ノ谷　　　　　　　

芋　　　　　　　　　

瓜谷　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

下の口　　　　　　　

下ノ尾　　　　　　　 貝田　　　　　　　　

久宗　　　　　　　　

久地　　　　　　　　

久木　　　　　　　　

境　　　　　　　　　

橋ヶ谷　　　　　　　

玉　　　　　　　　　

月向　　　　　　　　

広畑　　　　　　　　

根笹　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

松の地　　　　　　　

上の口　　　　　　　

上ノ尾　　　　　　　

上角　　　　　　　　

常楽　　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

甚吾郎　　　　　　　

水越　　　　　　　　

西郷　　　　　　　　

西原　　　　　　　　

西中村　　　　　　　

石原　　　　　　　　

切畑　　　　　　　　

千里　　　　　　　　

川原　　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

中根　　　　　　　　

中内　　　　　　　　

津殿　　　　　　　　

田川　　　　　　　　

田殿　　　　　　　　

東中村　　　　　　　

楠本　　　　　　　　

八斗田　　　　　　　

桧木　　　　　　　　

伏山　　　　　　　　

片山　　　　　　　　

片倉　　　　　　　　

方丈　　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

矢谷　　　　　　　　

冷谷　　　　　　　　

六十の川　　　　　　

気佐藤　　　　　　　

熊岡　　　　　　　　

山内　　　　　　　　

埴田　　　　　　　　

東吉田　　　　　　　

南道　　　　　　　　北道　　　　　　　　

下羽六　　　　　　　
長谷川　　　　　　　

みなべ町役場　　　　

岩代駅　　　　　　　

南部駅　　　　　　　

上富田町　　　　　　

田辺　　　　　　　　

内之浦　　　　　　　

文里港　　　　　　　

神子浜　　　　　　　

下万呂　　　　　　　

秋津　　　　　　　　

下三栖　　　　　　　
富家　　　　　　　　

中三栖　　　　　　　

下平　　　　　　　　

鉛山　　　　　　　　

下附　　　　　　　　

下鮎川　　　　　　　

ダマ　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

奥草　　　　　　　　小郷　　　　　　　　

▲ 高畑山　　　　　　　射矢ノ谷　　　　　　

市ノ瀬　　　　　　　

根皆田　　　　　　　

大宮　　　　　　　　

鳥淵　　　　　　　　

▲ 城ノ森山　　　　　　

生馬　　　　　　　　
小西　　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

上富田　　　　　　　

朝来　　　　　　　　

山王　　　　　　　　
岩崎　　　　　　　　

保呂　　　　　　　　

内の川　　　　　　　

堅田　　　　　　　　

細野　　　　　　　　

上万呂　　　　　　　 左会津川　　　　　　

田熊　　　　　　　　

紀勢本線　　　　　　

下村　　　　　　　　

畑崎　　　　　　　　

古尾　　　　　　　　

紺屋町　　　　　　　
片町　　　　　　　　
本町　　　　　　　　 宇立　　　　　　　　

羽山　　　　　　　　

円谷　　　　　　　　

鉛山口　　　　　　　

塩谷　　　　　　　　

王子谷　　　　　　　

下ノ岡　　　　　　　

下滝　　　　　　　　

下田熊　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

会津町　　　　　　　

樫ノ木　　　　　　　

葛原　　　　　　　　

汗川　　　　　　　　

岩屋谷　　　　　　　

宮ノ尾　　　　　　　

宮古井　　　　　　　

宮後　　　　　　　　

救馬谷　　　　　　　

橋谷　　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

櫛ヶ峰　　　　　　　

元の尾　　　　　　　

古戸　　　　　　　　

後代　　　　　　　　

広　　　　　　　　　

広の岡　　　　　　　

荒堀　　　　　　　　

高津　　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　

細井　　　　　　　　

三宝寺　　　　　　　

糸田　　　　　　　　

寺原　　　　　　　　

射場　　　　　　　　

小黒水　　　　　　　

小泉　　　　　　　　

上岩田　　　　　　　

上村　　　　　　　　 上田熊　　　　　　　

新田　　　　　　　　

深見　　　　　　　　

神田町　　　　　　　

神頭　　　　　　　　

瀬田　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

生馬口　　　　　　　

西八丁　　　　　　　

跡之浦　　　　　　　

銭岩　　　　　　　　

前代　　　　　　　　

善行　　　　　　　　

大芝　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

大内谷　　　　　　　

中島　　　　　　　　

仲田　　　　　　　　

鳥ノ巣　　　　　　　

津呂塗屋　　　　　　

天王　　　　　　　　

田鶴　　　　　　　　

登尾　　　　　　　　

東本町　　　　　　　

堂前　　　　　　　　

堂第一　　　　　　　

堂中央　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

鳶野　　　　　　　　

内ノ井　　　　　　　

南　　　　　　　　　

馬ノ谷　　　　　　　

梅田　　　　　　　　

白滝　　　　　　　　
箱嶋　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

畑山　　　　　　　　

八幡町　　　　　　　

板木　　　　　　　　

飛曽川　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

稗田　　　　　　　　

不動　　　　　　　　

葺石　　　　　　　　暮橋　　　　　　　　

方鹿　　　　　　　　

北長　　　　　　　　

北尾　　　　　　　　

名喜里　　　　　　　

目座　　　　　　　　

野田　　　　　　　　

矢田ヶ谷　　　　　　
裏代　　　　　　　　

里田　　　　　　　　

立平　　　　　　　　

両平野　　　　　　　

あけぼの　　　　　　

たきない町　　　　　

むつみ　　　　　　　

鮎川　　　　　　　　
磯間　　　　　　　　

下屋敷町　　　　　　

学園　　　　　　　　

今福町　　　　　　　

上屋敷（二）　　　　

城山台　　　　　　　新屋敷町　　　　　　

新庄町　　　　　　　

新万　　　　　　　　

神子浜（一）　　　　

神子浜（二）　　　　

神島台　　　　　　　

扇ヶ浜　　　　　　　

中屋敷町　　　　　　

中万呂　　　　　　　

朝日ヶ丘　　　　　　

東山（一）　　　　　

東山（二）　　　　　

内ノ川　　　　　　　

南紀の台　　　　　　

南新町　　　　　　　
南新万　　　　　　　

福路町　　　　　　　

文里（一）　　　　　文里（二）　　　　　

宝来町　　　　　　　
北新町　　　　　　　

末広町　　　　　　　

湊　　　　　　　　　

高雄（二）　　　　　高雄（一）　　　　　

高雄（三）　　　　　

岡川　　　　　　　　荒光　　　　　　　　
小川谷　　　　　　　

谷　　　　　　　　　 藤谷　　　　　　　　

道端　　　　　　　　
馬場　　　　　　　　

矢矧　　　　　　　　

稲成町　　　　　　　
秋津町　　　　　　　

上富田ＩＣ　　　　　

田辺市役所　　　　　

上富田町役場　　　　

紀伊田辺駅　　　　　

紀伊新庄駅　　　　　

朝来駅　　　　　　　

白浜駅　　　　　　　

上芳養　　　　　　　

石神　　　　　　　　
樫尾　　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

平見　　　　　　　　

竹藪　　　　　　　　

秋津川　　　　　　　

皆平　　　　　　　　

稲成　　　　　　　　

大坊　　　　　　　　

平岩　　　　　　　　

古屋谷　　　　　　　

▲ 三星山　　　　　　　

下崎　　　　　　　　

伏菟野　　　　　　　

熊野川　　　　　　　

▲ 槙山　　　　　　　　

長野　　　　　　　　

奇絶峡　　　　　　　

右会津川　　　　　　

上三栖　　　　　　　

水上　　　　　　　　

小皆　　　　　　　　

上秋津　　　　　　　

みなべ町　　　　　　

古野　　　　　　　　

谷下　　　　　　　　

庵尾　　　　　　　　

陰地　　　　　　　　

園原　　　　　　　　
奥畑　　　　　　　　下畑　　　　　　　　河原　　　　　　　　

久保田　　　　　　　

見行　　　　　　　　

向垣内　　　　　　　

左向谷　　　　　　　

十九川　　　　　　　

小恒　　　　　　　　

小寺坪　　　　　　　

小野原　　　　　　　

松葉　　　　　　　　

上平坪　　　　　　　

深瀬　　　　　　　　

杉ノ原　　　　　　　

西谷口　　　　　　　

千鉢　　　　　　　　

前谷　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

谷上　　　　　　　　

谷川　　　　　　　　

谷中　　　　　　　　

鍛治屋　　　　　　　

団栗　　　　　　　　

知化地野　　　　　　
竹籔　　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

東原　　　　　　　　

白久野　　　　　　　

迫戸　　　　　　　　

平野　　　　　　　　

峰原　　　　　　　　

木道　　　　　　　　

目吉良　　　　　　　流越　　　　　　　　

中辺路町真砂　　　　

中辺路町澤　　　　　

田辺警察署
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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▲



青田　　　　　　　　

伏羊　　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

大薗　　　　　　　　

尾上　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

岩野河　　　　　　　

川口　　　　　　　　

長谷川　　　　　　　

歓喜寺　　　　　　　

糸川　　　　　　　　
修理川　　　　　　　

▲ 大鳴海山　　　　　　

▲ 白馬山　　　　　　　

四村川　　　　　　　
上の組　　　　　　　

粟生　　　　　　　　

東大谷　　　　　　　
二川　　　　　　　　

榎瀬　　　　　　　　

河南　　　　　　　　

河北　　　　　　　　

小一谷　　　　　　　

植木組　　　　　　　

西の浦　　　　　　　

谷口　　　　　　　　

中の組　　　　　　　

湯山　　　　　　　　

宇井苔　　　　　　　

中井原　　　　　　　

大月　　　　　　　　
延坂　　　　　　　　

阪井　　　　　　　　

野上中　　　　　　　

溝ノ口　　　　　　　椋木　　　　　　　　

木津　　　　　　　　

▲ 一峰山　　　　　　　

次ヶ谷　　　　　　　

▲ 黒沢山　　　　　　　土谷　　　　　　　　

東畑　　　　　　　　

扱沢　　　　　　　　 海老谷　　　　　　　

赤沼　　　　　　　　

彦ヶ瀬　　　　　　　

瀬井　　　　　　　　

中峰　　　　　　　　

本堂　　　　　　　　

有原　　　　　　　　

西ヶ峰　　　　　　　

上六川　　　　　　　

黒松　　　　　　　　

上ヶ井　　　　　　　

箕六　　　　　　　　

大角　　　　　　　　

神野市場　　　　　　

安井　　　　　　　　

▲ 鳶ヶ巣山　　　　　　

札立峠　　　　　　　

▲ 生石ヶ峰　　　　　　

梅本　　　　　　　　

中田　　　　　　　　

奥佐々　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

福井　　　　　　　　

釜滝　　　　　　　　▲ 丸山　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

下佐々　　　　　　　

紀美野　　　　　　　

動木　　　　　　　　

有田川町　　　　　　

江立川　　　　　　　

嵯峨　　　　　　　　

柵　　　　　　　　　

ひや水　　　　　　　

永谷　　　　　　　　

沖野々　　　　　　　

九品寺　　　　　　　

三尾川　　　　　　　

松瀬　　　　　　　　

生石　　　　　　　　西ヶ峯　　　　　　　

樋下　　　　　　　　

野上新　　　　　　　

野中　　　　　　　　

小畑　　　　　　　　
別院　　　　　　　　

蓑垣内　　　　　　　紀美野町役場　　　　

日高川町　　　　　　
▲ 東谷山　　　　　　　

七滝　　　　　　　　
▲ 白井山　　　　　　　

▲ 水ヶ宝形山　　　　　

▲ 石堂山　　　　　　　

▲ 若薮山　　　　　　　

▲ 矢筈山　　　　　　　

多井　　　　　　　　

下湯川　　　　　　　

湯川川　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

湯子川　　　　　　　

西原　　　　　　　　
境川　　　　　　　　

▲ 兵ヶ城山　　　　　　

北野川　　　　　　　

二沢　　　　　　　　

▲ 堂林山　　　　　　　

鮎返の滝　　　　　　

日物川　　　　　　　

▲ 烏泊山　　　　　　　

中庄　　　　　　　　

上初湯川　　　　　　

鉢　　　　　　　　　 初湯川　　　　　　　

三瀬川　　　　　　　

奥野　　　　　　　　

下浦　　　　　　　　

宮の原　　　　　　　
上浦　　　　　　　　

倉谷　　　　　　　　

二澤　　　　　　　　

栗林　　　　　　　　

打井原　　　　　　　

紀美野町　　　　　　

▲ 立伍山　　　　　　　

井谷　　　　　　　　

板尾　　　　　　　　

沼谷　　　　　　　　

▲ 床山　　　　　　　　

大蔵　　　　　　　　

宮川　　　　　　　　

久野原　　　　　　　

葛籠　　　　　　　　
小峠　　　　　　　　

三田　　　　　　　　

▲ 尖峰山　　　　　　　

遠井　　　　　　　　

沼　　　　　　　　　

▲ 堂鳴海山　　　　　　

北浦　　　　　　　　

▲ 黒松山　　　　　　　

滝ノ川　　　　　　　

毛原下　　　　　　　

小西　　　　　　　　

毛原中　　　　　　　

毛原宮　　　　　　　

真国川　　　　　　　

▲ 隠地山　　　　　　　

松ヶ峰　　　　　　　

今西　　　　　　　　

高畑　　　　　　　　

鎌滝　　　　　　　　

津川　　　　　　　　

真国宮　　　　　　　

陰地手　　　　　　　

岡手　　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

宮川口　　　　　　　

境川口　　　　　　　

九木谷　　　　　　　

戸川　　　　　　　　

山の手　　　　　　　

山手　　　　　　　　

志望谷　　　　　　　

寺手　　　　　　　　

春日尾　　　　　　　

小原　　　　　　　　

小池　　　　　　　　

沼口　　　　　　　　

上番　　　　　　　　

西番　　　　　　　　

川瑞　　　　　　　　

大岩　　　　　　　　

大渕　　　　　　　　

沢谷　　　　　　　　

中手　　　　　　　　

中番　　　　　　　　

中部　　　　　　　　

辻堂　　　　　　　　

東田　　　　　　　　

東番　　　　　　　　

日浦　　　　　　　　

平薮　　　　　　　　

法道路　　　　　　　

本村　　　　　　　　

桂瀬　　　　　　　　

初生谷　　　　　　　

菅沢　　　　　　　　

赤木　　　　　　　　

明添　　　　　　　　

花野原　　　　　　　
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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▲



満屋　　　　　　　　

上三毛　　　　　　　

新庄　　　　　　　　

吐前　　　　　　　　

布施屋　　　　　　　

金谷　　　　　　　　

▲ 城ヶ峰　　　　　　　

矢田　　　　　　　　

塩ノ谷　　　　　　　

南畑　　　　　　　　

黒谷　　　　　　　　 黒岩　　　　　　　　

小野田　　　　　　　

野尻　　　　　　　　

原野　　　　　　　　

孟子　　　　　　　　

貴志川　　　　　　　

七山　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

柴目　　　　　　　　

山田貯水池　　　　　

山田川　　　　　　　

岸小野　　　　　　　

神戸　　　　　　　　

長山　　　　　　　　

丸栖　　　　　　　　

船戸　　　　　　　　

段新田　　　　　　　段　　　　　　　　　

元　　　　　　　　　

調月　　　　　　　　

銚子ノ口　　　　　　

▲ 雨山　　　　　　　　

井堰　　　　　　　　

禰宜　　　　　　　　

井ノ口下ノ段　　　　

井ノ口上ノ段　　　　

稲葉段　　　　　　　

遠地　　　　　　　　

塩塚　　　　　　　　

丸栖西　　　　　　　

丸栖東　　　　　　　

丸栖北　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　 五百谷　　　　　　　

後嶋　　　　　　　　

広田　　　　　　　　

高嶋　　　　　　　　

国主台　　　　　　　

山ノ上　　　　　　　

山人平　　　　　　　

小林　　　　　　　　

神縄掛　　　　　　　

赤山　　　　　　　　

前嶋　　　　　　　　

鷹巣尾　　　　　　　

滝ノ平　　　　　　　

中ノ宮　　　　　　　

中嶋　　　　　　　　

長原南　　　　　　　

長原北　　　　　　　

長山団地　　　　　　

塚本　　　　　　　　

添田　　　　　　　　

田鶴ノ木　　　　　　

南上ノ台　　　　　　
尼岡　　　　　　　　

百合　　　　　　　　

冨士谷　　　　　　　

峯ノ段　　　　　　　

北上ノ台　　　　　　

北嶋　　　　　　　　

伊太祈曽　　　　　　

井ノ口　　　　　　　

永山　　　　　　　　

下三毛　　　　　　　

貴志川町岸宮　　　　

貴志川町高尾　　　　

貴志川町国主　　　　

貴志川町上野山　　　

貴志川町前田　　　　

貴志川町長原　　　　

貴志川町鳥居　　　　

貴志川町尼寺　　　　

貴志川町北　　　　　

貴志川町北山　　　　

国木原　　　　　　　

山東中　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

大河内　　　　　　　

大垣内　　　　　　　

東田中　　　　　　　

桃山町最上　　　　　

桃山町市場　　　　　

桃山町神田　　　　　

桃山町脇谷　　　　　

木枕　　　　　　　　

和佐関戸　　　　　　

布施屋駅　　　　　　
紀伊小倉駅　　　　　

船戸駅　　　　　　　

伊太祁曽駅　　　　　
山東駅　　　　　　　

大池遊園駅　　　　　

西山口駅　　　　　　

甘露寺前駅　　　　　

貴志駅　　　　　　　

岩出市　　　　　　　

山中渓　　　　　　　

▲ 四石山　　　　　　　

落合　　　　　　　　

川辺　　　　　　　　

岩出　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

中黒　　　　　　　　

山　　　　　　　　　

雄ノ山峠　　　　　　

境谷　　　　　　　　

安上　　　　　　　　

根来　　　　　　　　

堀口　　　　　　　　

荊本　　　　　　　　

中迫　　　　　　　　

野上野　　　　　　　

押川　　　　　　　　

今畑　　　　　　　　

北大井　　　　　　　

紀の川　　　　　　　

井阪　　　　　　　　

西大井　　　　　　　

打田　　　　　　　　

窪　　　　　　　　　

▲ 三峯山　　　　　　　
童子畑　　　　　　　

葛畑　　　　　　　　

楠畑　　　　　　　　

阪南ＩＣ　　　　　　

宇田森　　　　　　　

紀の川ＩＣ　　　　　

岡田　　　　　　　　

下井阪　　　　　　　

花野　　　　　　　　

紀泉台　　　　　　　

久留壁　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

金屋　　　　　　　　

金池　　　　　　　　

原　　　　　　　　　

古和田　　　　　　　

溝川　　　　　　　　

高瀬　　　　　　　　

今中　　　　　　　　

桜台　　　　　　　　

山口西　　　　　　　

重行　　　　　　　　

上黒谷　　　　　　　

上野　　　　　　　　

信達葛畑　　　　　　

信達童子畑　　　　　

信達楠畑　　　　　　

新田広芝　　　　　　

神波　　　　　　　　

神領　　　　　　　　

水栖　　　　　　　　

西安上　　　　　　　

西井阪　　　　　　　

西国分　　　　　　　

西三谷　　　　　　　

西山田　　　　　　　

赤垣内　　　　　　　川尻　　　　　　　　

曽屋　　　　　　　　

相谷　　　　　　　　

大町　　　　　　　　

池田新　　　　　　　

茶口　　　　　　　　

中井阪　　　　　　　

中筋日延　　　　　　

中三谷　　　　　　　

田中馬場　　　　　　

登尾　　　　　　　　

島　　　　　　　　　

東国分　　　　　　　

東坂本　　　　　　　

東三谷　　　　　　　

東山田　　　　　　　

東大井　　　　　　　

湯屋谷　　　　　　　

湯窪　　　　　　　　
藤田　　　　　　　　

南勢田　　　　　　　

南大池　　　　　　　

楠本　　　　　　　　

尼ヶ辻　　　　　　　
波分　　　　　　　　

畑毛　　　　　　　　

畑野上　　　　　　　

備前　　　　　　　　

枇杷谷　　　　　　　

平岡　　　　　　　　

北大池　　　　　　　

北中　　　　　　　　

北別所　　　　　　　

里　　　　　　　　　

さつき台（三）　　　

緑ヶ丘（三）　　　　

岩出根来ＩＣ　　　　

岩出市役所　　　　　

紀の川市役所　　　　

岩出駅　　　　　　　

下井阪駅　　　　　　

打田駅　　　　　　　

山中渓駅　　　　　　

高野　　　　　　　　

柘榴川　　　　　　　

處垣内　　　　　　　

野田原　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

畑野　　　　　　　　

蓑津呂　　　　　　　

四郷　　　　　　　　

勝谷　　　　　　　　

長谷宮　　　　　　　

毛原上　　　　　　　

彦谷口　　　　　　　

下鞆渕　　　　　　　

中鞆渕　　　　　　　

上鞆渕　　　　　　　

▲ 龍門山　　　　　　　

遠方　　　　　　　　

犬ノ墓　　　　　　　

桃山町野田原　　　　

隠田　　　　　　　　

奥沢　　　　　　　　

下志賀　　　　　　　

下新城　　　　　　　

岩滝　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

境石　　　　　　　　

光長　　　　　　　　

咲林　　　　　　　　

山戸垣内　　　　　　

寺垣内　　　　　　　

上ノ垣内　　　　　　

上勝神　　　　　　　

清川　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

中ノ組　　　　　　　

中野南　　　　　　　

中野北　　　　　　　

長田垣内　　　　　　

鳥渕　　　　　　　　

湯ノ本　　　　　　　

南地　　　　　　　　

日高　　　　　　　　

布袋石　　　　　　　
平ノ原　　　　　　　

北原　　　　　　　　

本川　　　　　　　　

林垣内　　　　　　　

円明寺　　　　　　　

勝神　　　　　　　　

桃山町垣内　　　　　

桃山町善田　　　　　
桃山町大原　　　　　

桃山町中畑　　　　　
桃山町峯　　　　　　

竹房　　　　　　　　 下勝神　　　　　　　

西杉原　　　　　　　

紀の川市　　　　　　

神通　　　　　　　　

勢田　　　　　　　　

杉原　　　　　　　　

荒見　　　　　　　　

上嶋　　　　　　　　

大平　　　　　　　　

馬宿　　　　　　　　
志野　　　　　　　　

千本　　　　　　　　

上丹生谷　　　　　　

名手上　　　　　　　

切畑　　　　　　　　

江川中　　　　　　　

名手市場　　　　　　

麻生津中　　　　　　

赤沼田　　　　　　　
▲ 北山　　　　　　　　御所　　　　　　　　

星山　　　　　　　　

星川　　　　　　　　

平沼田　　　　　　　

東渋田　　　　　　　

西渋田　　　　　　　

広口　　　　　　　　

二の宮　　　　　　　

滝　　　　　　　　　

犬鳴山　　　　　　　

北勢田　　　　　　　

紀の川東ＩＣ　　　　

芦上　　　　　　　　

井田団地　　　　　　

下広口　　　　　　　

葛谷　　　　　　　　

五条平　　　　　　　

秋葉台団地　　　　　

新体　　　　　　　　

西垣内　　　　　　　

西広浦　　　　　　　

西柏木　　　　　　　

西峯　　　　　　　　

折居　　　　　　　　

大松　　　　　　　　

中ノ歳　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

中山田　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

佃　　　　　　　　　

田中　　　　　　　　

東広浦　　　　　　　

東出　　　　　　　　

東杉原　　　　　　　

入道山　　　　　　　

尾島　　　　　　　　

粉河　　　　　　　　

平畑　　　　　　　　

北垣内　　　　　　　

名山　　　　　　　　門阪　　　　　　　　

林ヶ峯　　　　　　　

移　　　　　　　　　

横谷　　　　　　　　

下丹生谷　　　　　　

笠田中　　　　　　　
笠田東　　　　　　　

穴伏　　　　　　　　

後田　　　　　　　　

広浦　　　　　　　　

広野　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

黒土　　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

松井　　　　　　　　
上田井　　　　　　　

深田　　　　　　　　

西川原　　　　　　　

西野山　　　　　　　

赤尾　　　　　　　　

大谷　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

中津川　　　　　　　

猪垣　　　　　　　　

長田中　　　　　　　

嶋　　　　　　　　　

東川原　　　　　　　

東毛　　　　　　　　

東野　　　　　　　　

藤崎　　　　　　　　

南志野　　　　　　　

背ノ山　　　　　　　

柏木　　　　　　　　

蛭子　　　　　　　　

風市　　　　　　　　

北志野　　　　　　　
北長田　　　　　　　

北涌　　　　　　　　

名手下　　　　　　　

名手西野　　　　　　

野上　　　　　　　　

篭屋　　　　　　　　

天ノ河　　　　　　　

かつらぎ西ＩＣ　　　

紀伊長田駅　　　　　

粉河駅　　　　　　　

名手駅　　　　　　　

西笠田駅　　　　　　

笠田駅　　　　　　　

大谷駅　　　　　　　

岩出警察署
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高野町　　　　　　　

南　　　　　　　　　

御殿川　　　　　　　

大滝　　　　　　　　

高野山　　　　　　　

▲ 弁天岳　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

池ノ峯　　　　　　　

花坂　　　　　　　　

湯川　　　　　　　　

宮垣内　　　　　　　

▲ 天狗岳　　　　　　　

新城　　　　　　　　

上志賀　　　　　　　

志賀　　　　　　　　

笠木　　　　　　　　

▲ 楊柳山　　　　　　　

かつらぎ町　　　　　

南海鋼索線　　　　　

浦神谷　　　　　　　

小田原谷　　　　　　

上新城　　　　　　　

神森　　　　　　　　

大門通　　　　　　　

中の橋　　　　　　　

湯川辻　　　　　　　

鶯谷　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

高野町役場　　　　　

紀伊細川駅　　　　　

紀伊神谷駅　　　　　

極楽橋駅　　　　　　

高野山駅　　　　　　

九度山町　　　　　　

上中　　　　　　　　

下中　　　　　　　　

向島　　　　　　　　小田　　　　　　　　

伏原　　　　　　　　

応其　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

出塔　　　　　　　　

岸上　　　　　　　　

南馬場　　　　　　　

学文路　　　　　　　
▲ 国城山　　　　　　　

西畑　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

橋本　　　　　　　　

小原田　　　　　　　

御幸辻　　　　　　　

向副　　　　　　　　

西郷　　　　　　　　

作水　　　　　　　　

下天野　　　　　　　

上天野　　　　　　　

宮本　　　　　　　　

教良寺　　　　　　　

三谷　　　　　　　　
兄井　　　　　　　　

かつらぎ　　　　　　
新田　　　　　　　　

丁ノ町　　　　　　　

短野　　　　　　　　

九度山　　　　　　　

椎出　　　　　　　　

下古沢　　　　　　　

中古沢　　　　　　　

上古沢　　　　　　　

河根　　　　　　　　

丹生川　　　　　　　

東郷　　　　　　　　

和歌山線　　　　　　

高野口ＩＣ　　　　　

橋本ＩＣ　　　　　　

橋本市飛地　　　　　

紀北かつらぎＩＣ　　

東柏木　　　　　　　

大薮　　　　　　　　

宮番　　　　　　　　

桜茶屋　　　　　　　

東滝　　　　　　　　

尾細　　　　　　　　

さつき台（一）　　　

橋本（一）　　　　　

九度山　　　　　　　

賢堂　　　　　　　　

原田　　　　　　　　

古佐田（一）　　　　

古佐田（四）　　　　

高野口町大野　　　　

高野口町名古曽　　　

高野口町名倉　　　　

妻（一）　　　　　　

山崎　　　　　　　　

市平　　　　　　　　

市脇（一）　　　　　

市脇（五）　　　　　市脇（三）　　　　　市脇（四）　　　　　

市脇（二）　　　　　

慈尊院　　　　　　　

神野々　　　　　　　

西飯降　　　　　　　

中飯降　　　　　　　

東家（一）　　　　　

東家（三）　　　　　

東家（四）　　　　　

東家（六）　　　　　

入郷　　　　　　　　

柏原　　　　　　　　

北馬場　　　　　　　

妙寺　　　　　　　　

野　　　　　　　　　

さつき台（二）　　　

かつらぎ町役場　　　

九度山町役場　　　　

橋本市役所　　　　　

妙寺駅　　　　　　　

中飯降駅　　　　　　

高野口駅　　　　　　

紀伊山田駅　　　　　

橋本駅　　　　　　　

上古沢駅　　　　　　

下古沢駅　　　　　　

高野下駅　　　　　　

九度山駅　　　　　　

学文路駅　　　　　　

紀伊清水駅　　　　　

丹生川　　　　　　　

天辻　　　　　　　　

簾　　　　　　　　　

阪本　　　　　　　　

小代　　　　　　　　

中原　　　　　　　　

池津川　　　　　　　

上　　　　　　　　　

柞原　　　　　　　　

出屋敷峠　　　　　　

上筒香　　　　　　　

中筒香　　　　　　　

下筒香　　　　　　　

杖ヶ薮　　　　　　　

東又　　　　　　　　

樫原　　　　　　　　

平原　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

▲ 陣ヶ峰　　　　　　　
平川　　　　　　　　

橋本市　　　　　　　
横座　　　　　　　　

上田　　　　　　　　

芋生　　　　　　　　

赤塚　　　　　　　　

恋野　　　　　　　　

只野　　　　　　　　

須河　　　　　　　　

谷奥深　　　　　　　

彦谷　　　　　　　　

南宿　　　　　　　　

北宿　　　　　　　　

大深　　　　　　　　

▲ 防城峯　　　　　　　

田殿　　　　　　　　

火打　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

山陰　　　　　　　　

御山　　　　　　　　

丹原　　　　　　　　

生子　　　　　　　　

奥谷　　　　　　　　

西新子　　　　　　　

湯塩　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

大日川　　　　　　　

水谷　　　　　　　　桑原垣内　　　　　　

富貴　　　　　　　　

▲ 七霞山　　　　　　　

北又　　　　　　　　

バス専用道路　　　　

橋本東ＩＣ　　　　　

妻　　　　　　　　　
火打町　　　　　　　

樫辻町　　　　　　　

隅田町下兵庫　　　　

隅田町河瀬　　　　　

隅田町上兵庫　　　　

隅田町中下　　　　　

山陰町　　　　　　　

生子町　　　　　　　

西吉野町屋那瀬　　　

西吉野町向加名生　　

西吉野町江出　　　　

西吉野町黒渕　　　　

西吉野町北曽木　　　

西吉野町夜中　　　　

西吉野町老野　　　　

西富貴　　　　　　　

相谷町　　　　　　　

大深町　　　　　　　

大津町　　　　　　　
大野町　　　　　　　

丹原町　　　　　　　

中道　　　　　　　　

田殿町　　　　　　　

東富貴　　　　　　　

表野町　　　　　　　

隅田町真土　　　　　

御山町　　　　　　　黒駒町　　　　　　　

霊安寺町　　　　　　

下兵庫駅　　　　　　

隅田駅　　　　　　　

橋本警察署

かつらぎ警察署
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河内長野市　　　　　

九鬼　　　　　　　　

善正　　　　　　　　

槙尾山　　　　　　　

向浦　　　　　　　　

神納　　　　　　　　 岩瀬　　　　　　　　

島ノ谷　　　　　　　

紀見峠　　　　　　　

天見　　　　　　　　

流谷　　　　　　　　

上ノ組　　　　　　　
一徳防山　　　　　　

滝畑　　　　　　　　

▲ 岩湧山　　　　　　　

堀越　　　　　　　　

大畑　　　　　　　　
嵯峨谷　　　　　　　九重　　　　　　　　

菖蒲谷　　　　　　　

橋谷　　　　　　　　

胡麻生　　　　　　　

細川　　　　　　　　

慶賀野　　　　　　　

矢倉脇　　　　　　　

柱本　　　　　　　　

▲ 三石山　　　　　　　

しらさぎ台　　　　　

みゆき台　　　　　　

柿の木坂　　　　　　

紀見　　　　　　　　

紀見ヶ丘（一）　　　

紀見ヶ丘（三）　　　

紀見ヶ丘（二）　　　

高野口町竹尾　　　　

三石台（一）　　　　

三石台（三）　　　　
三石台（四）　　　　

三石台（二）　　　　城山台（三）　　　　

城山台（四）　　　　

城山台（二）　　　　

大矢船西町　　　　　

唐久谷　　　　　　　

南ヶ丘　　　　　　　

南青葉台　　　　　　

槇尾山町　　　　　　

大矢船中町　　　　　

大矢船南町　　　　　

美加の台（四）　　　

御幸辻駅　　　　　　

林間田園都市駅　　　

紀見峠駅　　　　　　

天見駅　　　　　　　

千早口駅　　　　　　

大阪狭山市　　　　　

宮山台　　　　　　　

泉北ニュ－タウン　　
若松台　　　　　　　

庭代台　　　　　　　泉田中　　　　　　　

鉢ヶ峯寺　　　　　　

別所　　　　　　　　

富蔵　　　　　　　　

槙塚台　　　　　　　

晴美台　　　　　　　

高倉台　　　　　　　

三原台　　　　　　　

今熊　　　　　　　　

大野台　　　　　　　

大野　　　　　　　　

金剛団地　　　　　　高辺台　　　　　　　

寺池台　　　　　　　
新家　　　　　　　　

錦織　　　　　　　　近鉄長野線　　　　　

彼方　　　　　　　　

嬉　　　　　　　　　

甘南備　　　　　　　

龍泉　　　　　　　　

佐備　　　　　　　　

板持　　　　　　　　

富田林　　　　　　　 大伴　　　　　　　　

寛弘寺　　　　　　　

吉年　　　　　　　　

中津原　　　　　　　

小吹　　　　　　　　

鳩原　　　　　　　　

観心寺　　　　　　　
寺元　　　　　　　　

河合寺　　　　　　　

千代田　　　　　　　

南海高野線　　　　　

木戸　　　　　　　　

天野川　　　　　　　

小山田　　　　　　　

河内長野　　　　　　

三日市　　　　　　　
小塩　　　　　　　　

加賀田　　　　　　　

高向　　　　　　　　

下里　　　　　　　　

天野　　　　　　　　

南面利　　　　　　　

福瀬　　　　　　　　

岡町　　　　　　　　

泉北高速鉄道　　　　

原山台五丁　　　　　

御池台一丁　　　　　

栂　　　　　　　　　

庭代台三丁　　　　　
庭代台二丁　　　　　

あかしあ台（一）　　

かがり台　　　　　　

旭ヶ丘　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

下里町　　　　　　　

釜室　　　　　　　　

岩室　　　　　　　　
岩室（一）　　　　　

喜多町　　　　　　　

菊水町　　　　　　　

逆瀬川　　　　　　　

久野喜台（二）　　　
宮甲田町　　　　　　

桐ヶ丘　　　　　　　

錦ヶ丘町　　　　　　

錦織中（一）　　　　

錦織中（二）　　　　

錦織東（一）　　　　

錦織東（三）　　　　
錦織南（一）　　　　

錦織南（二）　　　　

錦織北（一）　　　　

錦織北（三）　　　　
錦織北（二）　　　　

錦町　　　　　　　　

金剛（一）　　　　　

金剛錦織台　　　　　
金剛伏山台　　　　　

原町（一）　　　　　
原町（五）　　　　　

原町（三）　　　　　
原町（四）　　　　　原町（二）　　　　　

原町（六）　　　　　
古野町　　　　　　　

御池台三丁　　　　　御池台四丁　　　　　

御池台二丁　　　　　

向野町　　　　　　　

甲田（一）　　　　　
甲田（五）　　　　　

甲田（三）　　　　　

甲田（二）　　　　　
甲田（六）　　　　　

高倉台一丁　　　　　高倉台三丁　　　　　

高倉台四丁　　　　　高倉台二丁　　　　　

高辺台（三）　　　　
高辺台（二）　　　　

今熊（一）　　　　　

今熊（五）　　　　　
今熊（三）　　　　　

今熊（四）　　　　　

今熊（七）　　　　　

今熊（二）　　　　　
今熊（六）　　　　　

桜ヶ丘町　　　　　　

三原台一丁　　　　　

三日市町　　　　　　

山手町　　　　　　　

山中田町（三）　　　
山中田町（二）　　　

市町　　　　　　　　

寺池台（一）　　　　

寺池台（五）　　　　

寺池台（三）　　　　

寺池台（四）　　　　寺池台（二）　　　　

自由ヶ丘　　　　　　

汐の宮町　　　　　　

若松台一丁　　　　　

若松台三丁　　　　　
若松台二丁　　　　　

小塩町　　　　　　　

小金台（一）　　　　小金台（三）　　　　

小金台（四）　　　　

小山田町　　　　　　

小吹台　　　　　　　

昭栄町　　　　　　　

松ヶ丘西町　　　　　
松ヶ丘中町　　　　　

上原西町　　　　　　

上原町　　　　　　　
上田町　　　　　　　

新家（二）　　　　　

神ガ丘　　　　　　　

神山　　　　　　　　須賀（一）　　　　　須賀（三）　　　　　須賀（二）　　　　　

晴美台一丁　　　　　

晴美台三丁　　　　　

晴美台四丁　　　　　
晴美台二丁　　　　　

清見台（一）　　　　

清見台（五）　　　　
清見台（三）　　　　清見台（四）　　　　

清見台（二）　　　　

西山台（一）　　　　西山台（五）　　　　

西山台（三）　　　　西山台（四）　　　　
西山台（二）　　　　

西山台（六）　　　　

西代町　　　　　　　

西之山町　　　　　　

西板持町（一）　　　

西板持町（九）　　　

西板持町（五）　　　

西板持町（三）　　　

西板持町（四）　　　

西板持町（七）　　　

西板持町（二）　　　

西板持町（六）　　　

石仏　　　　　　　　

千代田台町　　　　　

千代田南町　　　　　

川向町　　　　　　　

善正町　　　　　　　

荘園町　　　　　　　

大師町　　　　　　　

大野西　　　　　　　

大野台（一）　　　　

大野台（五）　　　　

大野台（三）　　　　

大野台（四）　　　　

大野台（七）　　　　大野台（二）　　　　
大野台（六）　　　　

大野東　　　　　　　

大矢船北町　　　　　

谷川町　　　　　　　

竹城台三丁　　　　　

竹城台四丁　　　　　
竹城台二丁　　　　　

茶山台一丁　　　　　

茶山台三丁　　　　　

茶山台二丁　　　　　

中片添町　　　　　　

長野町　　　　　　　

津々山台（五）　　　

津々山台（三）　　　

津々山台（四）　　　

津々山台（二）　　　

庭代台四丁　　　　　

天野町　　　　　　　

東板持町（一）　　　

東板持町（三）　　　
東板持町（二）　　　

東片添町　　　　　　

東茱萸木（一）　　　

東茱萸木（三）　　　

東茱萸木（四）　　　

東茱萸木（二）　　　

南花台（一）　　　　

南花台（五）　　　　

南花台（三）　　　　

南花台（四）　　　　

南花台（二）　　　　

南花台（八）　　　　

南花台（六）　　　　

南貴望ヶ丘　　　　　

南大伴町（一）　　　南大伴町（三）　　　

南大伴町（四）　　　

南大伴町（二）　　　

南面利町　　　　　　

楠ヶ丘　　　　　　　

楠町東　　　　　　　

楠風台（一）　　　　

楠風台（三）　　　　
楠風台（二）　　　　

廿山　　　　　　　　

廿山（一）　　　　　

廿山（二）　　　　　

日東町　　　　　　　

半田（一）　　　　　半田（五）　　　　　

半田（三）　　　　　

半田（四）　　　　　

半田（二）　　　　　

半田（六）　　　　　

美加の台（一）　　　

美加の台（五）　　　

美加の台（三）　　　美加の台（七）　　　

美加の台（二）　　　

美加の台（六）　　　

美山台　　　　　　　

不動ヶ丘町　　　　　

伏見堂　　　　　　　

伏山（一）　　　　　

伏山（三）　　　　　

伏山（二）　　　　　

福瀬町　　　　　　　

片蔵　　　　　　　　

北貴望ヶ丘　　　　　

北青葉台　　　　　　

北大伴町（四）　　　

本多町　　　　　　　

末広町　　　　　　　

木戸（一）　　　　　

木戸（三）　　　　　

木戸（二）　　　　　

木戸西町（一）　　　木戸西町（三）　　　木戸西町（二）　　　

木戸東町　　　　　　

野作町　　　　　　　

緑ヶ丘南町　　　　　

緑ヶ丘北町　　　　　

茱萸木（一）　　　　

茱萸木（五）　　　　

茱萸木（三）　　　　

茱萸木（四）　　　　

茱萸木（七）　　　　

茱萸木（二）　　　　

茱萸木（八）　　　　

茱萸木（六）　　　　
槇塚台一丁　　　　　

槇塚台三丁　　　　　
槇塚台四丁　　　　　

槇塚台二丁　　　　　

宮山台二丁　　　　　 岩室（三）　　　　　 久野喜台（一）　　　

狭山（一）　　　　　金剛（二）　　　　　
高辺台（一）　　　　

三原台三丁　　　　　
三原台四丁　　　　　

山中田町（一）　　　寿町（四）　　　　　
小金台（二）　　　　 常盤町　　　　　　　

池之原（三）　　　　
竹城台一丁　　　　　

津々山台（一）　　　

藤沢台（一）　　　　 楠町　　　　　　　　

富田林町　　　　　　

富美ヶ丘町　　　　　

北大伴町（一）　　　
北大伴町（三）　　　

北大伴町（二）　　　本町　　　　　　　　和田東　　　　　　　

河内長野市役所　　　

富田林市役所　　　　

金剛駅　　　　　　　

滝谷駅　　　　　　　

千代田駅　　　　　　

河内長野駅　　　　　

三日市町駅　　　　　

美加の台駅　　　　　

汐ノ宮駅　　　　　　

滝谷不動駅　　　　　

川西駅　　　　　　　

富田林西口駅　　　　

泉ケ丘駅　　　　　　

小深　　　　　　　　

石見川　　　　　　　

千早峠　　　　　　　

千早　　　　　　　　

▲ 金剛山　　　　　　　

西佐味　　　　　　　

伏見　　　　　　　　

朝妻　　　　　　　　

東佐味　　　　　　　

重阪　　　　　　　　

出合　　　　　　　　

薬水　　　　　　　　

六倉　　　　　　　　

島野　　　　　　　　

西阿田　　　　　　　

大野新田　　　　　　

三在　　　　　　　　

住川　　　　　　　　

宇野　　　　　　　　

牧町　　　　　　　　

池芝　　　　　　　　野原　　　　　　　　

霊安寺　　　　　　　

五條　　　　　　　　

西河内　　　　　　　

近内　　　　　　　　

出屋敷　　　　　　　

小和　　　　　　　　

久留野　　　　　　　

北山　　　　　　　　

中之　　　　　　　　

二見　　　　　　　　

犬飼　　　　　　　　

畑田　　　　　　　　

木ノ原　　　　　　　

大澤　　　　　　　　

杉尾　　　　　　　　

平野　　　　　　　　山内　　　　　　　　

垂井　　　　　　　　

霜草　　　　　　　　

五條西ＩＣ　　　　　

五條ＩＣ　　　　　　

五條北ＩＣ　　　　　

小峰台（一）　　　　

あやの台（一）　　　あやの台（二）　　　

なつみ台（一）　　　

宇野町　　　　　　　

岡口（一）　　　　　
下之町　　　　　　　

釜窪町　　　　　　　

鴨神　　　　　　　　

久留野町　　　　　　

居傳町　　　　　　　近内町　　　　　　　

犬飼町　　　　　　　

原町　　　　　　　　

五條（一）　　　　　五條（三）　　　　　

五條（四）　　　　　

今井（一）　　　　　

今井（三）　　　　　

今井（四）　　　　　

今井（二）　　　　　

今井町　　　　　　　

三在町　　　　　　　

山田町　　　　　　　

住川町　　　　　　　

出屋敷町　　　　　　

小山町　　　　　　　

小峰台（二）　　　　

小和町　　　　　　　

上野町　　　　　　　

須恵（一）　　　　　

西阿田町　　　　　　
西河内町　　　　　　

西吉野町百谷　　　　

西久留野町　　　　　

船路　　　　　　　　

僧堂　　　　　　　　

大野新田町　　　　　

大澤町　　　　　　　

中之町　　　　　　　

田園（一）　　　　　田園（五）　　　　　

田園（三）　　　　　

田園（四）　　　　　

田園（二）　　　　　

島野町　　　　　　　

内谷　　　　　　　　

二見（一）　　　　　

二見（五）　　　　　
二見（三）　　　　　

二見（七）　　　　　二見（二）　　　　　

二見（六）　　　　　

畑田町　　　　　　　

本町（一）　　　　　

本町（三）　　　　　

木ノ原町　　　　　　

野原西（一）　　　　

野原西（五）　　　　

野原西（三）　　　　

野原西（四）　　　　
野原西（二）　　　　

野原西（六）　　　　

野原中（一）　　　　

野原中（五）　　　　
野原中（三）　　　　野原中（四）　　　　

野原中（二）　　　　

野原中（六）　　　　

野原町　　　　　　　

野原東（一）　　　　

野原東（五）　　　　

野原東（三）　　　　野原東（四）　　　　

野原東（七）　　　　

野原東（二）　　　　

野原東（六）　　　　

六倉町　　　　　　　

五百家　　　　　　　

高天　　　　　　　　西北窪　　　　　　　

五條市役所　　　　　

大和二見駅　　　　　

五条駅　　　　　　　

北宇智駅　　　　　　

薬水駅　　　　　　　

千早赤阪村　　　　　

葛城市　　　　　　　

富田林市　　　　　　

太子町　　　　　　　

千早川　　　　　　　河南　　　　　　　　

白木　　　　　　　　

弘川　　　　　　　　

下河内　　　　　　　

河内　　　　　　　　

持尾　　　　　　　　

平石　　　　　　　　

兵家　　　　　　　　

太田　　　　　　　　

疋田　　　　　　　　

葛城　　　　　　　　
大屋　　　　　　　　

寺口　　　　　　　　

笛吹　　　　　　　　

西辻　　　　　　　　

御所　　　　　　　　

室　　　　　　　　　

朝町　　　　　　　　
栗阪　　　　　　　　

北窪　　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

佐田　　　　　　　　

名柄　　　　　　　　

宮戸　　　　　　　　

関屋　　　　　　　　

櫛羅　　　　　　　　

青崩　　　　　　　　

水越峠　　　　　　　

東阪　　　　　　　　

桐山　　　　　　　　

水分　　　　　　　　
千早赤阪　　　　　　

森屋　　　　　　　　

川野邊　　　　　　　

葛城ＩＣ　　　　　　

河南町飛地　　　　　

南阪奈道路　　　　　

さくら坂（一）　　　

さくら坂（五）　　　
さくら坂（三）　　　さくら坂（四）　　　

さくら坂（二）　　　

さくら坂南　　　　　

井戸　　　　　　　　

下茶屋　　　　　　　

柿本　　　　　　　　

葛木　　　　　　　　

茅原　　　　　　　　

極楽寺　　　　　　　

芹生谷　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

今城　　　　　　　　

三室　　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

蛇穴　　　　　　　　

小殿　　　　　　　　

上河内　　　　　　　

新村　　　　　　　　

森脇　　　　　　　　

西寺田　　　　　　　

西持田　　　　　　　

西室　　　　　　　　

曽大根　　　　　　　

曽大根（一）　　　　
曽大根（二）　　　　

増　　　　　　　　　

蔵之宮町　　　　　　

多田　　　　　　　　

竹田　　　　　　　　

鳥井戸　　　　　　　

笛堂　　　　　　　　

東持田　　　　　　　

東室　　　　　　　　

東松本　　　　　　　
東辻　　　　　　　　

東名柄　　　　　　　

楢原　　　　　　　　

南花内　　　　　　　

南十三　　　　　　　

南藤井　　　　　　　

南道穂　　　　　　　

南陽町　　　　　　　

二河原邊　　　　　　

忍海　　　　　　　　

馬谷　　　　　　　　

梅室　　　　　　　　

別井　　　　　　　　 弁之庄　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

北花内　　　　　　　

北十三　　　　　　　

北道穂　　　　　　　

林堂　　　　　　　　

鈴美台（一）　　　　
鈴美台（三）　　　　

脇田　　　　　　　　

條　　　　　　　　　

薑　　　　　　　　　

山城　　　　　　　　

甘田町　　　　　　　大宝（五）　　　　　
大宝（四）　　　　　 中三倉堂（二）　　　東中（一）　　　　　東中（二）　　　　　

御所南ＩＣ　　　　　

御所市役所　　　　　
千早赤阪村役場　　　

葛城市役所　　　　　

河南町役場　　　　　

近鉄新庄駅　　　　　

忍海駅　　　　　　　

近鉄御所駅　　　　　

大和新庄駅　　　　　

御所駅　　　　　　　

富田林警察署

河内長野警察署

五條警察署
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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▲



▲ 鳥屋ノ森山　　　　　

小川　　　　　　　　

中崎　　　　　　　　

楠　　　　　　　　　

高池　　　　　　　　

池野山　　　　　　　

古座川　　　　　　　

月野瀬　　　　　　　

添の郷　　　　　　　
直見　　　　　　　　

明神　　　　　　　　

大柳　　　　　　　　

潤野　　　　　　　　

▲ 重畳山　　　　　　　

姫川　　　　　　　　

伊串　　　　　　　　

西向　　　　　　　　

古田　　　　　　　　

津荷　　　　　　　　

高峰　　　　　　　　

佐部　　　　　　　　

中湊　　　　　　　　

うえの前　　　　　　
下部　　　　　　　　

河辺　　　　　　　　

鎌ヶ谷　　　　　　　

岩渕　　　　　　　　

宮城谷　　　　　　　

京ノ木　　　　　　　

原町　　　　　　　　

口広　　　　　　　　

佐部ノ口　　　　　　

小柳　　　　　　　　

上ゲ地　　　　　　　

上部　　　　　　　　

上野山　　　　　　　

真土　　　　　　　　

西畑谷　　　　　　　

船戸　　　　　　　　

湯の谷　　　　　　　

目津大浦　　　　　　

野平　　　　　　　　

古座　　　　　　　　

神野川　　　　　　　

瑞庄　　　　　　　　

古座川町役場　　　　

古座駅　　　　　　　

紀伊田原駅　　　　　

小森川　　　　　　　

▲ 戸矢倉山　　　　　　

宇筒井　　　　　　　 西赤木　　　　　　　

▲ モウベ山　　　　　　

小川　　　　　　　　
樫山　　　　　　　　

洞尾　　　　　　　　

椎平　　　　　　　　

小匠　　　　　　　　

西中野川　　　　　　

▲ 高塚山　　　　　　　

熊瀬川　　　　　　　
奥中野川　　　　　　

直柱　　　　　　　　

▲ ヒバノ森　　　　　　

田垣内　　　　　　　

古座川町　　　　　　
那智勝浦町　　　　　

円満地　　　　　　　

亀ノ黒　　　　　　　

串ノ谷　　　　　　　

小色川　　　　　　　

大地　　　　　　　　

滝の拝　　　　　　　

長　　　　　　　　　

獺越　　　　　　　　

篭　　　　　　　　　

田原　　　　　　　　

森戸崎　　　　　　　

荒船　　　　　　　　

富久良門崎　　　　　

耳ノ鼻　　　　　　　

玉ノ浦　　　　　　　

浦神　　　　　　　　

▲ 八郎山　　　　　　　

梶取崎　　　　　　　

庄　　　　　　　　　

八尺鏡野　　　　　　

高芝　　　　　　　　

下里　　　　　　　　
太地町　　　　　　　

浦神西　　　　　　　

浦神東　　　　　　　

粉白　　　　　　　　

向地　　　　　　　　
芝地　　　　　　　　

通谷　　　　　　　　

紀伊浦神駅　　　　　

下里駅　　　　　　　

高遠井　　　　　　　

下長井　　　　　　　中ノ川　　　　　　　

▲ 妙法山　　　　　　　

南平野　　　　　　　

金山　　　　　　　　

那智川　　　　　　　

市野々　　　　　　　

川関　　　　　　　　

狗子ノ川　　　　　　

宇久井　　　　　　　

駒が崎　　　　　　　

白須鼻　　　　　　　

那智湾　　　　　　　
浜ノ宮　　　　　　　

勝浦　　　　　　　　
天満　　　　　　　　

那智勝浦　　　　　　

中ノ島　　　　　　　湯川　　　　　　　　

▲ 高山　　　　　　　　

井鹿　　　　　　　　

二河　　　　　　　　

夏山　　　　　　　　

森浦湾　　　　　　　

鷲ノ巣崎　　　　　　

太地湾　　　　　　　

燈明崎　　　　　　　

太地　　　　　　　　
森浦　　　　　　　　

市屋　　　　　　　　

南大居　　　　　　　

中里　　　　　　　　
太田川　　　　　　　

下和田　　　　　　　

築地　　　　　　　　

▲ 保天美山　　　　　　

那智勝浦ＩＣ　　　　

大栗須　　　　　　　

ニュー勝浦団地　　　

外ラ地　　　　　　　

岩鼻　　　　　　　　

岩本　　　　　　　　

橋ノ川　　　　　　　

左畑　　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

三軒家　　　　　　　

山際地　　　　　　　

汐入　　　　　　　　

七反田　　　　　　　

出見世　　　　　　　

常渡　　　　　　　　

西荷坂　　　　　　　

赤色　　　　　　　　

仙長　　　　　　　　

大勝浦　　　　　　　

暖海　　　　　　　　

築紫　　　　　　　　

竹向　　　　　　　　

中ノ町　　　　　　　
田尾なし　　　　　　

湯川温泉　　　　　　

藤畑　　　　　　　　

栃ノ木　　　　　　　

那智の郷　　　　　　

内ラ地　　　　　　　

馬瀬　　　　　　　　

倍地　　　　　　　　

八反田　　　　　　　

桧曽原　　　　　　　

不可　　　　　　　　

牧野々　　　　　　　

本浦　　　　　　　　

網代崎　　　　　　　太地　　　　　　　　

築地（七）　　　　　

築地（二）　　　　　

築地（六）　　　　　

朝日（一）　　　　　朝日（三）　　　　　

朝日（四）　　　　　
北浜（三）　　　　　
北浜（二）　　　　　

二の瀬　　　　　　　 尾後　　　　　　　　
麓　　　　　　　　　

那智勝浦町役場　　　

太地町役場　　　　　

太地駅　　　　　　　

湯川駅　　　　　　　

紀伊勝浦駅　　　　　

那智駅　　　　　　　

宇久井駅　　　　　　

紀伊天満駅　　　　　
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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▲



▲ 赤倉岳　　　　　　　

畝畑　　　　　　　　

奥山谷　　　　　　　

小原谷　　　　　　　

▲ 大倉畑山　　　　　　

赤木川　　　　　　　

滝本　　　　　　　　

鎌塚　　　　　　　　

▲ 越前峠　　　　　　　

▲ 大雲取山　　　　　　

口色川　　　　　　　

大野　　　　　　　　

▲ 峯山　　　　　　　　

▲ 宝泉岳　　　　　　　

坂足　　　　　　　　

大雲取越　　　　　　

引土　　　　　　　　

栗須　　　　　　　　

向野　　　　　　　　

七熊　　　　　　　　

小口　　　　　　　　

土手ノ本　　　　　　

兵連　　　　　　　　

倉本　　　　　　　　野中　　　　　　　　

下湯川　　　　　　　

桧葉　　　　　　　　

東和田　　　　　　　

上大野　　　　　　　

静川　　　　　　　　

瀬井　　　　　　　　

高瀬峠　　　　　　　

蓑尾谷　　　　　　　

下ノ峰　　　　　　　

請川　　　　　　　　

大津荷　　　　　　　

小津荷　　　　　　　

▲ 如法山　　　　　　　

▲ 小雲取山　　　　　　

音川　　　　　　　　

和田川　　　　　　　 上長井　　　　　　　

長井　　　　　　　　

椋ノ井　　　　　　　

日足　　　　　　　　

楊枝　　　　　　　　

湯峰　　　　　　　　

渡瀬　　　　　　　　

新宮市　　　　　　　

久保野平　　　　　　

柿　　　　　　　　　

居地　　　　　　　　

串峠　　　　　　　　

志古　　　　　　　　

志古二区　　　　　　

小阪　　　　　　　　

小和瀬　　　　　　　

松沢　　　　　　　　

神丸　　　　　　　　

成石　　　　　　　　

蝉ヶ谷　　　　　　　

相須　　　　　　　　

道光　　　　　　　　

白河　　　　　　　　

八木山口　　　　　　

尾頭　　　　　　　　戻リ瀬　　　　　　　

野地平　　　　　　　

熊野川町赤木　　　　

本宮町高山　　　　　

本宮町耳打　　　　　

本宮町川湯　　　　　

本宮町湯峯　　　　　

和田向　　　　　　　

熊野街道　　　　　　

鮒田　　　　　　　　

北桧杖　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

南桧杖　　　　　　　

鴻田　　　　　　　　

三輪崎　　　　　　　

佐野　　　　　　　　

須原　　　　　　　　

塩見峠　　　　　　　

相賀　　　　　　　　

口高田　　　　　　　

高田　　　　　　　　

俵石　　　　　　　　

▲ 烏帽子山　　　　　　

高津気　　　　　　　

▲ 光ヶ峯　　　　　　　

大杭峠　　　　　　　

那智山　　　　　　　

那智大滝　　　　　　

新宮南ＩＣ　　　　　

紀勢本線　　　　　　

横手　　　　　　　　

広角　　　　　　　　

高　　　　　　　　　

細谷　　　　　　　　

七滝　　　　　　　　

出張　　　　　　　　

出尾　　　　　　　　

水坪　　　　　　　　

西ノ森　　　　　　　

西高森　　　　　　　

西高田　　　　　　　

船山　　　　　　　　

相野口　　　　　　　

袋作　　　　　　　　

東高森　　　　　　　

梅ノ木　　　　　　　

尾友　　　　　　　　
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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▲


