
新宮地区　認定路線一覧表 平成27年 3月時点

道路種別 路線番号 路線名称 道路種別 路線番号 路線名称 道路種別 路線番号 路線名称
市道１級 4101 寺内線 市道その他 41064 景田線 市道その他 43034 瀬戸之宮支線
市道１級 4102 新宮中央線 市道その他 41065 円馬線
市道１級 4103 新瀬川線 市道その他 41066 秋田粟山線
市道１級 4104 中山線 市道その他 41067 程野竜王線
市道２級 4201 中野線 市道その他 41068 山王線
市道２級 4202 内野田之内線 市道その他 41069 下り付笹ヶ峯線
市道２級 4203 木颪萩野線 市道その他 41070 鍛冶屋谷線
市道２級 4204 木颪嵯峨野線 市道その他 41071 堂成線
市道２級 4205 川渕線 市道その他 41072 総野線
市道２級 4206 市仲線 市道その他 41073 亀尻線
市道その他 41001 天日茂地線 市道その他 41074 木颪泉田線
市道その他 41002 天日寺内線 市道その他 41075 田之内線
市道その他 41003 天日東北浦線 市道その他 41077 竹ノ峯線
市道その他 41004 亀尻茂地線 市道その他 41078 源氏線
市道その他 41005 亀尻寺内線 市道その他 41079 青山長瀬線
市道その他 41006 鳩岡線 市道その他 41080 久保ヶ内線
市道その他 41007 鳩岡小川谷線 市道その他 41081 下り付線
市道その他 41008 寺内福田堂線 市道その他 41082 第二黒田線
市道その他 41009 寺内応神橋線 市道その他 41083 黒松尾線
市道その他 41010 応神橋粟屋線 市道その他 41084 長瀬線
市道その他 41011 木颪平野線 市道その他 41085 田之内塩塚線
市道その他 41012 木颪線 市道その他 41086 倉六鍛冶屋谷線
市道その他 41013 百目松林線 市道その他 41087 程野線
市道その他 41014 第二木颪平野線 市道その他 41088 笹尾地谷線
市道その他 41015 木颪塩塚線 市道その他 41089 天日線
市道その他 41016 中野東北浦線 市道その他 41090 第二長瀬線
市道その他 41017 北浦地誌野線 市道その他 42001 椎森峰畑線
市道その他 41018 北浦線 市道その他 42002 北浦川滝線
市道その他 41019 中野嵯峨野線 市道その他 42003 長手橋線
市道その他 41020 第二中野嵯峨野線 市道その他 42004 要麦栃ノ内線
市道その他 41021 中野天狗岳線 市道その他 42005 吉之瀬呉石線
市道その他 41022 中上嵯峨野線 市道その他 42006 金藤呉石線
市道その他 41023 中野中上線 市道その他 42007 杉谷線
市道その他 41024 下泉田線 市道その他 42009 新中線
市道その他 41025 第二中上嵯峨野線 市道その他 42010 大北線
市道その他 41026 下土居福田堂線 市道その他 42011 中西一升水線
市道その他 41027 上泉田線 市道その他 42012 吉野瀬線
市道その他 41028 泉田線 市道その他 42013 金藤杉谷線
市道その他 41029 泉田嵯峨野線 市道その他 42014 椎森線
市道その他 41030 横野泉田線 市道その他 42015 大北支線
市道その他 41031 横野平野線 市道その他 43001 上市仲線
市道その他 41032 嵯峨野線 市道その他 43002 堀切下市仲線
市道その他 41033 横野谷東横野線 市道その他 43003 新宮板尾線
市道その他 41034 横野谷線 市道その他 43004 第二板尾線
市道その他 41035 広瀬地誌野線 市道その他 43005 第二上市仲線
市道その他 41036 新宮中村線 市道その他 43006 八丁中市仲線
市道その他 41037 古家西庄線 市道その他 43007 奥ノ院市仲線
市道その他 41038 内野線 市道その他 43008 奥ノ院日浦線
市道その他 41039 西庄藤崎線 市道その他 43009 大影大尾線
市道その他 41040 行近線 市道その他 43010 大尾線
市道その他 41041 中村中上線 市道その他 43011 西谷大尾線
市道その他 41042 倉六三尾地線 市道その他 43012 栗ノ下線
市道その他 41043 行近三尾地線 市道その他 43013 中の川線
市道その他 41044 水木西横野線 市道その他 43014 宮川黒田線
市道その他 41045 竹内線 市道その他 43015 金山線
市道その他 41046 大窪線 市道その他 43016 長瀬鍛冶屋瀬線
市道その他 41047 板屋大窪線 市道その他 43017 大谷東尾線
市道その他 41048 寺尾上日浦線 市道その他 43018 新宮大谷線
市道その他 41049 寺尾下日浦線 市道その他 43019 東尾和田小屋線
市道その他 41050 寺尾線 市道その他 43020 和田小屋線
市道その他 41051 上日浦倉六線 市道その他 43021 持田栃尾線
市道その他 41052 寺尾西ヶ市線 市道その他 43022 中山口川之江線
市道その他 41053 寺尾田之内線 市道その他 43023 新宮宮川線
市道その他 41054 五百田線 市道その他 43024 金砂北岸線
市道その他 41055 新宮宮川東線 市道その他 43025 新宮土居線
市道その他 41056 宮川西ヶ市線 市道その他 43026 久保ヶ内総野線
市道その他 41057 西ヶ市小六線 市道その他 43027 第二総野線
市道その他 41058 宮川竹ノ峯線 市道その他 43028 辺地床線
市道その他 41059 黒田線 市道その他 43029 神子屋敷線
市道その他 41060 小六竹ノ峯線 市道その他 43030 細野線
市道その他 41061 竹ノ峯西ヶ市線 市道その他 43031 新宮ダム線
市道その他 41062 田之内三尾地線 市道その他 43032 清水線
市道その他 41063 堂成塩塚線 市道その他 43033 瀬戸之宮線
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