
川之江地区　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 2101 柴生下川線 市道その他 21046 東部５号線 市道その他 22054 宝洞山４号線
市道１級 2102 椿堂平山線 市道その他 21047 東部６号線 市道その他 22055 宝洞山５号線
市道１級 2103 中村山田井線 市道その他 21048 東部７号線 市道その他 22056 宝洞山６号線
市道１級 2104 港通井地線 市道その他 21049 大江線 市道その他 22057 宝洞山７号線
市道１級 2105 川之江山田井線 市道その他 21050 梅ノ木線 市道その他 22058 宝洞山８号線
市道１級 2107 町西線 市道その他 21051 東港３号線 市道その他 22059 宝洞山９号線
市道１級 2108 平木中上線 市道その他 21052 東港４号線 市道その他 22060 宝洞山１０号線
市道１級 2109 三角寺岩屋線 市道その他 21053 東部８号線 市道その他 22061 宝洞山１１号線
市道１級 2110 宮ノ谷長須線 市道その他 21054 東部９号線 市道その他 22062 宮ノ谷集会所線
市道１級 2111 妻鳥土居線 市道その他 21055 東部１０号線 市道その他 22063 枯木２号線
市道１級 2112 金生線 市道その他 21056 川之江宮ノ下２号線 市道その他 22064 天生津２号線
市道２級 2201 久保之内線 市道その他 21057 川之江宮ノ下３号線 市道その他 22065 川之江神ノ木線
市道２級 2202 川滝中通線 市道その他 21058 川之江宮ノ下４号線 市道その他 22066 坂ノ口１号線
市道２級 2203 東金川１号線 市道その他 21059 川之江宮ノ下５号線 市道その他 22067 坂ノ口２号線
市道２級 2204 金見山線 市道その他 21060 川之江宮ノ下６号線 市道その他 22068 坂ノ口３号線
市道２級 2205 下川切山線 市道その他 21061 川之江宮ノ下７号線 市道その他 22069 坂ノ口４号線
市道２級 2206 長持線 市道その他 21062 川之江宮ノ下８号線 市道その他 22070 坂ノ口５号線
市道２級 2207 脇之山飼谷線 市道その他 21063 井地山１号線 市道その他 22071 坂ノ口６号線
市道２級 2208 本町一貫田線 市道その他 21064 井地山２号線 市道その他 22072 坂ノ口７号線
市道２級 2209 的場線 市道その他 21065 井地山３号線 市道その他 22073 坂ノ口８号線
市道２級 2210 新立１号線 市道その他 21066 祇園山２号線 市道その他 22074 坂ノ口９号線
市道２級 2211 椿堂射場線 市道その他 22001 奥の谷線 市道その他 22075 イケヤ谷１号線
市道２級 2212 休場線 市道その他 22002 西通線 市道その他 22076 イケヤ谷２号線
市道２級 2213 栄町線 市道その他 22003 長須１号線 市道その他 22077 イケヤ谷３号線
市道２級 2214 川東三角寺線 市道その他 22004 大井手線 市道その他 22078 イケヤ谷４号線
市道２級 2217 本町金沢線 市道その他 22005 山道線 市道その他 22079 イケヤ谷５号線
市道２級 2219 栄町赤橋線 市道その他 22006 中所線 市道その他 23001 本町川関線
市道２級 2220 川之江港井地線 市道その他 22007 宮ノ谷１号線 市道その他 23002 上分川之江線
市道２級 2221 川関城下線 市道その他 22008 塩谷農人町線 市道その他 23003 田中古池線
市道その他 21001 東港１号線 市道その他 22009 農人町新町線 市道その他 23004 井地赤橋線
市道その他 21002 東港２号線 市道その他 22010 港通栄町線 市道その他 23005 松木線
市道その他 21003 三軒屋線 市道その他 22011 旭町線 市道その他 23006 井地西線
市道その他 21004 塩谷線 市道その他 22012 旭町寺北線 市道その他 23007 井地下線
市道その他 21005 川之江宮ノ下１号線 市道その他 22013 新町栄町線 市道その他 23008 井地上線
市道その他 21006 川之江港線 市道その他 22014 川之江天神線 市道その他 23009 破砂子２号線
市道その他 21007 東浜線 市道その他 22015 農人町線 市道その他 23010 中之町1号線
市道その他 21008 中須線 市道その他 22016 宮前線 市道その他 23011 松木西線
市道その他 21009 浦町線 市道その他 22017 新中田道線 市道その他 23012 田中線
市道その他 21010 東浜西浜線 市道その他 22018 駅通栄町線 市道その他 23013 松木川岸線
市道その他 21011 港通西浜線 市道その他 22019 塩谷馬場線 市道その他 23014 住吉川岸線
市道その他 21013 中峠線 市道その他 22020 北中学校線 市道その他 23015 松木春日線
市道その他 21014 港通西新町線 市道その他 22021 川之江宮川線 市道その他 23016 馬木春日線
市道その他 21015 破砂子西新町線 市道その他 22022 稲荷山線 市道その他 23017 高木川原田線
市道その他 21016 西港１号線 市道その他 22023 淵田線 市道その他 23018 高木西川原線
市道その他 21017 西港２号線 市道その他 22024 駅裏大門線 市道その他 23019 川関通町線
市道その他 21018 井地大江線 市道その他 22025 中田大門線 市道その他 23020 川関線
市道その他 21019 大江新浜線 市道その他 22026 上栄町線 市道その他 23021 川関小山線
市道その他 21020 西田井浜田線 市道その他 22027 山下線 市道その他 23022 通町線
市道その他 21021 新浜浜田線 市道その他 22028 破砂子１号線 市道その他 23023 金生板屋線
市道その他 21022 新浜１号線 市道その他 22029 破砂子馬場線 市道その他 23024 通町小山線
市道その他 21023 妻鳥五反地線 市道その他 22030 病院西線 市道その他 23025 小山中線
市道その他 21024 新浜枝村線 市道その他 22031 大門線 市道その他 23026 小山東線
市道その他 21025 新浜２号線 市道その他 22032 天生津１号線 市道その他 23027 大道小山線
市道その他 21026 祇園山線 市道その他 22033 大下北山線 市道その他 23028 坪ノ内線
市道その他 21027 城山下線 市道その他 22034 北山線 市道その他 23029 祇園町線
市道その他 21028 城南線 市道その他 22035 通谷安坂線 市道その他 23030 本町線
市道その他 21029 城北１号線 市道その他 22036 安坂線 市道その他 23031 城下線
市道その他 21030 城北２号線 市道その他 22037 城ヶ谷線 市道その他 23032 観音又線
市道その他 21031 城北３号線 市道その他 22038 通谷城ヶ谷線 市道その他 23033 西川原1号線
市道その他 21032 瓢箪山線 市道その他 22039 荒神線 市道その他 23034 西川原２号線
市道その他 21033 城北４号線 市道その他 22040 古城早苗出線 市道その他 23035 西川原３号線
市道その他 21034 城北５号線 市道その他 22041 ガゼキ線 市道その他 23036 中之町２号線
市道その他 21035 城北６号線 市道その他 22042 石ノ口線 市道その他 23037 松木西川原線
市道その他 21036 城北７号線 市道その他 22043 枯木１号線 市道その他 23038 中之町綿市線
市道その他 21037 城北８号線 市道その他 22044 宝洞山１号線 市道その他 23039 井地１号線
市道その他 21038 城北９号線 市道その他 22045 宮ノ谷２号線 市道その他 23040 井地２号線
市道その他 21039 城北１０号線 市道その他 22046 余木工業団地線 市道その他 23041 乗安線
市道その他 21040 城北１１号線 市道その他 22048 谷添線 市道その他 23042 上分線
市道その他 21041 城北１２号線 市道その他 22049 浜田川線 市道その他 23043 花田線
市道その他 21042 東部１号線 市道その他 22050 北山下平木線 市道その他 23044 井地側道１号線
市道その他 21043 東部２号線 市道その他 22051 東大門線 市道その他 23045 馬木線
市道その他 21044 東部３号線 市道その他 22052 宝洞山２号線 市道その他 24001 中下山口線
市道その他 21045 東部４号線 市道その他 22053 宝洞山３号線 市道その他 24002 五反地中上線
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市道その他 24003 井地平木線 市道その他 25003 大下線 市道その他 26037 土居山線
市道その他 24004 井地新浜線 市道その他 25004 扇谷線 市道その他 26038 宮谷榎実線
市道その他 24005 新浜平木線 市道その他 25005 表大下線
市道その他 24006 東西線 市道その他 25006 下谷線
市道その他 24007 綿市東線 市道その他 25007 川滝新田線
市道その他 24008 妻鳥中村線 市道その他 25008 脇之山線
市道その他 24009 綿市線 市道その他 25009 追坂線
市道その他 24010 松木中村線 市道その他 25010 向山線
市道その他 24011 中下１号線 市道その他 25011 深渓線
市道その他 24012 中上１号線 市道その他 25012 上金沢線
市道その他 24013 古井之池線 市道その他 25013 井之上２号線
市道その他 24014 中上塚田線 市道その他 25014 井之上１号線
市道その他 24015 土居一貫田線 市道その他 25015 飼谷線
市道その他 24016 古池１号線 市道その他 25016 柴生線
市道その他 24017 上分西金川線 市道その他 25017 北柴生線
市道その他 24018 平尾山１号線 市道その他 25018 合同線
市道その他 24019 東大崎線 市道その他 25019 椿堂棒賀線
市道その他 24020 東宮線 市道その他 25020 石川椿堂線
市道その他 24021 山口線 市道その他 25021 川滝平木線
市道その他 24022 東山口１号線 市道その他 25022 葱尾中線
市道その他 24023 正地線 市道その他 25023 七田線
市道その他 24024 八戸線 市道その他 25024 境目線
市道その他 24025 佐礼線 市道その他 25025 三辻線
市道その他 24026 鳶畑線 市道その他 25026 長杖線
市道その他 24027 三角寺上柏線 市道その他 25027 金見谷線
市道その他 24028 三角寺奥之院線 市道その他 25028 大下飼谷線
市道その他 24029 堀切翠波峰線 市道その他 25029 切山中道線
市道その他 24030 新立２号線 市道その他 25030 通谷線
市道その他 24031 新立３号線 市道その他 25031 新田公園線
市道その他 24032 朝日三角寺線 市道その他 25032 川原田西線
市道その他 24033 妻鳥神ノ木線 市道その他 25033 大小谷休場線
市道その他 24034 山口団地線 市道その他 25034 中嶋線
市道その他 24035 中上山口線 市道その他 25035 山田井平木線
市道その他 24036 平山三角寺線 市道その他 25036 大下中嶋線
市道その他 24038 中下２号線 市道その他 25037 堂面線
市道その他 24039 朝日山線 市道その他 25039 浦谷山線
市道その他 24040 伊ノ坪線 市道その他 25040 金沢側道線
市道その他 24041 妻鳥宮西線 市道その他 25041 山田井後谷側道線
市道その他 24042 佐穂尻線 市道その他 26001 走り出１号線
市道その他 24043 前砂古前田線 市道その他 26002 走り出２号線
市道その他 24044 土居池下線 市道その他 26003 走り出３号線
市道その他 24045 四反地線 市道その他 26004 大光寺線
市道その他 24046 平石線 市道その他 26006 大久保線
市道その他 24047 川東五反地線 市道その他 26007 東金川２号線
市道その他 24048 堂の久保線 市道その他 26008 西方線
市道その他 24049 大坪線 市道その他 26009 涼川平山線
市道その他 24050 上屋敷線 市道その他 26010 半田線
市道その他 24051 西ノ谷２号線 市道その他 26011 本村横川線
市道その他 24052 南ヶ丘線 市道その他 26012 本村１号線
市道その他 24053 防ノ北線 市道その他 26013 朝倉線
市道その他 24054 西ノ谷１号線 市道その他 26014 本村２号線
市道その他 24055 前砂古線 市道その他 26015 石川南山線
市道その他 24056 西山口線 市道その他 26016 平山領家線
市道その他 24058 七反地線 市道その他 26017 南山線
市道その他 24059 塚田線 市道その他 26018 余助線
市道その他 24060 徳永線 市道その他 26019 椿堂線
市道その他 24061 六反地線 市道その他 26020 椿堂中通線
市道その他 24063 綿市側道線 市道その他 26021 中通呉石線
市道その他 24064 井地側道２号線 市道その他 26022 田尾線
市道その他 24065 東屋敷線 市道その他 26023 与市線
市道その他 24066 下坂東地線 市道その他 26024 葱尾西線
市道その他 24067 平尾山２号線 市道その他 26025 葱尾東線
市道その他 24068 平尾山３号線 市道その他 26026 寒ノ池線
市道その他 24069 東山口２号線 市道その他 26027 的場境目線
市道その他 24070 妻鳥宮ノ東線 市道その他 26028 伊予丸線
市道その他 24071 城下南線 市道その他 26029 燧岩線
市道その他 24072 綿市側道２号線 市道その他 26030 佐谷線
市道その他 24073 中上側道１号線 市道その他 26031 笠松線
市道その他 24074 中上側道２号線 市道その他 26032 椿堂原中線
市道その他 24075 妻鳥麓線 市道その他 26033 堀切線
市道その他 24076 千田口線 市道その他 26034 石川古下田線
市道その他 25001 川原田線 市道その他 26035 中内線
市道その他 25002 川原田中線 市道その他 26036 正地涼川線
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