
麻　　　　　　　　　

薬師堂　　　　　　　
佐文　　　　　　　　 真野　　　　　　　　

上麻　　　　　　　　▲ 朝日山　　　　　　　
上栂　　　　　　　　下麻　　　　　　　　

▲ 琴平山　　　　　　　

大吉　　　　　　　　
吉野下　　　　　　　

琴平町　　　　　　　

琴平　　　　　　　　
まんのう　　　　　　

▲ 東部山　　　　　　　

▲ 大麻山　　　　　　　

東佐岡　　　　　　　
苗田　　　　　　　　

大麻　　　　　　　　

羽間　　　　　　　　

高篠　　　　　　　　
岡田上　　　　　　　

▲ 我拝師山　　　　　　

櫛梨　　　　　　　　
善通寺　　　　　　　

生野　　　　　　　　

▲ 如意山　　　　　　　

金倉川　　　　　　　

岡田下　　　　　　　
善通寺　　　　　　　

岡田西　　　　　　　

岡田東　　　　　　　

与北　　　　　　　　

土器川　　　　　　　

弘田　　　　　　　　

木徳　　　　　　　　
善通寺ＩＣ　　　　　

上法軍寺　　　　　　

三井　　　　　　　　

金蔵寺　　　　　　　

鴨谷　　　　　　　　

向井　　　　　　　　

杉庄　　　　　　　　

吉原町　　　　　　　

阿瀬　　　　　　　　

旭東　　　　　　　　

安川　　　　　　　　

安造田　　　　　　　

井岡　　　　　　　　

一本木　　　　　　　

稲木北部　　　　　　

浦山　　　　　　　　

浦側　　　　　　　　

遠田　　　　　　　　
横井　　　　　　　　

横瀬　　　　　　　　

岡重　　　　　　　　

桶樋　　　　　　　　

下吉田永井　　　　　
下所　　　　　　　　

下新開　　　　　　　
下土居　　　　　　　

河中　　　　　　　　

河内　　　　　　　　

椛ノ木　　　　　　　

鴨居　　　　　　　　

乾　　　　　　　　　

岸下　　　　　　　　

岸上　　　　　　　　

旗岡　　　　　　　　

亀田　　　　　　　　

橘　　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

宮東　　　　　　　　

牛屋口　　　　　　　

京田　　　　　　　　

琴浦　　　　　　　　

金竹　　　　　　　　
九頭神　　　　　　　

栗野　　　　　　　　

原下　　　　　　　　

原村　　　　　　　　

五条　　　　　　　　

五反地　　　　　　　

五歩田　　　　　　　

光元　　　　　　　　

向王子　　　　　　　

弘田下所下　　　　　

弘田下所上　　　　　

荒井　　　　　　　　

荒山　　　　　　　　

行時　　　　　　　　

香川方　　　　　　　

高岸　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

黒見　　　　　　　　

在所　　　　　　　　

山階本村　　　　　　

山丈　　　　　　　　
山内　　　　　　　　

山南　　　　　　　　
市地　　　　　　　　

室の辻　　　　　　　

宗板　　　　　　　　

重光　　　　　　　　

宿母　　　　　　　　

俊正　　　　　　　　
小津森　　　　　　　

小椎尾　　　　　　　

松ノ上　　　　　　　

鐘場　　　　　　　　

上　　　　　　　　　

上の宮　　　　　　　

上ミ　　　　　　　　

上吉田東部　　　　　

上原　　　　　　　　

上新開　　　　　　　

上真野　　　　　　　

上川井　　　　　　　

上村　　　　　　　　

上田井　　　　　　　

場正　　　　　　　　

森俊　　　　　　　　

神明町　　　　　　　

水戸　　　　　　　　

杉ノ上　　　　　　　

成願寺　　　　　　　

生稲　　　　　　　　

西ノ山　　　　　　　

西ノ脇　　　　　　　

西股西　　　　　　　

西口　　　　　　　　

西佐岡　　　　　　　

西上代　　　　　　　

西新田　　　　　　　

西森　　　　　　　　

西村　　　　　　　　

西田井　　　　　　　

西尾　　　　　　　　

西務主　　　　　　　

石渕　　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

切池　　　　　　　　

川井　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

川東　　　　　　　　

前側　　　　　　　　

打越　　　　　　　　
大歳　　　　　　　　

大手　　　　　　　　

滝ノ鼻　　　　　　　

地頭　　　　　　　　

池下　　　　　　　　

中ノ坪　　　　　　　

中所　　　　　　　　

中村永井　　　　　　

中村屋敷　　　　　　

中土居　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

町代　　　　　　　　

長閑　　　　　　　　

津森　　　　　　　　

椎尾　　　　　　　　

通町　　　　　　　　

辻　　　　　　　　　

程坂　　　　　　　　

天皇　　　　　　　　

田高田　　　　　　　

土福　　　　　　　　

東下所　　　　　　　

東原　　　　　　　　

東上代　　　　　　　

東善　　　　　　　　

東務主　　　　　　　

南光　　　　　　　　

南口　　　　　　　　
南西山　　　　　　　

日吉　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

買田峠　　　　　　　

八丁原　　　　　　　

富頭　　　　　　　　

風折　　　　　　　　
伏見　　　　　　　　

福家　　　　　　　　

分木　　　　　　　　
片吹　　　　　　　　

北岡　　　　　　　　

北原　　　　　　　　

北山　　　　　　　　

北西山　　　　　　　

北野町　　　　　　　

本条　　　　　　　　

本村下　　　　　　　

本村上　　　　　　　

妙見　　　　　　　　

無頭　　　　　　　　

名　　　　　　　　　

木ノ井　　　　　　　

木ノ崎　　　　　　　

木徳北部　　　　　　

野津郷　　　　　　　

矢大　　　　　　　　
柳谷　　　　　　　　

涌井　　　　　　　　

力行　　　　　　　　

剱来　　　　　　　　

曼荼羅寺　　　　　　

鰌池　　　　　　　　

稲木町　　　　　　　

榎井　　　　　　　　

下吉田町　　　　　　

下櫛梨　　　　　　　

金蔵寺町　　　　　　

櫛梨町　　　　　　　

五條　　　　　　　　

弘田町　　　　　　　

四條　　　　　　　　

上吉田町　　　　　　

上吉田町（一）　　　

上吉田町（五）　　　

上吉田町（三）　　　

上吉田町（四）　　　

上吉田町（七）　　　

上吉田町（八）　　　上吉田町（六）　　　

上櫛梨　　　　　　　

垂水町　　　　　　　

生野町　　　　　　　

生野本町（一）　　　

生野本町（二）　　　

西高篠　　　　　　　

仙遊町（一）　　　　

仙遊町（二）　　　　

川西町南　　　　　　

善通寺町　　　　　　

善通寺町（四）　　　
善通寺町（二）　　　

善通寺町（六）　　　

大麻町　　　　　　　

中村町　　　　　　　

中村町（一）　　　　

東高篠　　　　　　　

買田　　　　　　　　

飯山町東小川　　　　

文京町（四）　　　　

文京町（二）　　　　

木徳町　　　　　　　

与北町　　　　　　　

室塚　　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

塚狭　　　　　　　　

永井　　　　　　　　三井真天　　　　　　三井西　　　　　　　
三井東　　　　　　　

四条　　　　　　　　 四反地　　　　　　　
重元　　　　　　　　

西宮　　　　　　　　

中央　　　　　　　　

東沖　　　　　　　　
三条町　　　　　　　

小塚　　　　　　　　

琴平町役場　　　　　
まんのう町役場　　　

善通寺市役所　　　　

琴電琴平駅　　　　　琴平駅　　　　　　　

榎井駅　　　　　　　

羽間駅　　　　　　　

岡田駅　　　　　　　

善通寺駅　　　　　　

金蔵寺駅　　　　　　

下法軍寺　　　　　　

領家　　　　　　　　

郡家　　　　　　　　

西坂元　　　　　　　
川原　　　　　　　　道福寺　　　　　　　

金倉　　　　　　　　

柞原　　　　　　　　
多度津　　　　　　　

▲ 飯野山　　　　　　　

中津　　　　　　　　

堀江　　　　　　　　 飯野　　　　　　　　

山北　　　　　　　　

丸亀　　　　　　　　

川津　　　　　　　　

丸亀市　　　　　　　

折居　　　　　　　　大束川　　　　　　　

土器　　　　　　　　

春日　　　　　　　　

坂出ＩＣ　　　　　　

▲ 青ノ山　　　　　　　

丸亀港　　　　　　　 ▲ 金山　　　　　　　　

宇多津町　　　　　　

宇多津　　　　　　　

坂出　　　　　　　　
平山　　　　　　　　

坂出北ＩＣ　　　　　

坂出港　　　　　　　

坂出ＪＣＴ　　　　　

青木本村　　　　　　

大通り　　　　　　　

東港町　　　　　　　

日の出町　　　　　　

本通（一）　　　　　

本通（三）　　　　　

位　　　　　　　　　

井手の上　　　　　　

円造寺　　　　　　　

岡下所　　　　　　　

下久保　　　　　　　

下真時　　　　　　　

下川原　　　　　　　

下川津　　　　　　　

下代　　　　　　　　

笠屋　　　　　　　　

岸ノ上　　　　　　　

岩屋　　　　　　　　

吉岡　　　　　　　　

久国　　　　　　　　

久米氏　　　　　　　

宮浦　　　　　　　　

宮西　　　　　　　　

牛堂　　　　　　　　

共進　　　　　　　　

橋坪　　　　　　　　

経田　　　　　　　　

元結木　　　　　　　

原窪　　　　　　　　

原川　　　　　　　　

菰池　　　　　　　　

弘光　　　　　　　　

弘友　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　国持　　　　　　　　

黒嶋　　　　　　　　

皿池　　　　　　　　

三ノ池　　　　　　　

山ノ越　　　　　　　

山下　　　　　　　　

山根　　　　　　　　

七条　　　　　　　　

修理免　　　　　　　

十楽寺　　　　　　　

上下所　　　　　　　

上所　　　　　　　　

上真時　　　　　　　

神谷　　　　　　　　

西ノ庄　　　　　　　

西沖　　　　　　　　

西三分一　　　　　　

西又　　　　　　　　

青石　　　　　　　　

川添　　　　　　　　

川辺　　　　　　　　

袖　　　　　　　　　

袖村　　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

大道下　　　　　　　

大林上　　　　　　　

地免　　　　　　　　

池ノ下　　　　　　　

池の下　　　　　　　

池の内　　　　　　　

中川原　　　　　　　

中代　　　　　　　　

鋳物師屋　　　　　　

鋳物師原　　　　　　

長池道下　　　　　　

長縄手　　　　　　　

津の山　　　　　　　

定国　　　　　　　　

土井畑　　　　　　　

島田　　　　　　　　

東宮　　　　　　　　

東三分一　　　　　　
東又　　　　　　　　

藤の木　　　　　　　

道上　　　　　　　　

道西　　　　　　　　
道東　　　　　　　　

鍋谷　　　　　　　　

楠見西　　　　　　　

楠見東　　　　　　　

二丁田　　　　　　　

八尺　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　
八幡下　　　　　　　

八幡上　　　　　　　

板屋　　　　　　　　

晩田　　　　　　　　

樋ノ口　　　　　　　

浜一番丁　　　　　　浜九番丁　　　　　　

浜五番丁　　　　　　

浜三番丁　　　　　　

浜七番丁　　　　　　

浜町　　　　　　　　浜二番丁　　　　　　浜八番丁　　　　　　

浜六番丁　　　　　　

富屋町　　　　　　　

辺池　　　　　　　　

峯道　　　　　　　　

北岸　　　　　　　　

網の浦　　　　　　　

木村　　　　　　　　

龍王　　　　　　　　

蓮尺　　　　　　　　

六条　　　　　　　　

六反地　　　　　　　

旭町（三）　　　　　

一番丁　　　　　　　

栄町（三）　　　　　

栄町（二）　　　　　

塩屋町（一）　　　　塩屋町（五）　　　　

塩屋町（三）　　　　

横津町（二）　　　　

沖の浜　　　　　　　

家中　　　　　　　　

花町　　　　　　　　

笠指町　　　　　　　

久米町（一）　　　　

久米町（二）　　　　

宮下町　　　　　　　

京町　　　　　　　　

京町（一）　　　　　

京町（三）　　　　　

金倉町　　　　　　　

九番丁　　　　　　　

駒止町（一）　　　　

郡家町　　　　　　　

元町（一）　　　　　

元町（三）　　　　　

原田町　　　　　　　

御供所町（一）　　　

御供所町（二）　　　

幸町　　　　　　　　

幸町（二）　　　　　

港町　　　　　　　　

今津町　　　　　　　

坂出町　　　　　　　

桜川（一）　　　　　
桜川（二）　　　　　

山北町　　　　　　　

七番丁　　　　　　　

室町（二）　　　　　寿町（二）　　　　　

十番丁　　　　　　　

小山町　　　　　　　

城東町（三）　　　　
城東町（二）　　　　

城南町　　　　　　　

常盤町（一）　　　　

新浜町　　　　　　　

西大浜南（一）　　　西大浜南（三）　　　

西大浜北（四）　　　西大浜北（二）　　　

西平山町　　　　　　

西本町（二）　　　　

青葉町　　　　　　　

川崎町　　　　　　　

川西町北　　　　　　

川津町　　　　　　　前塩屋町（一）　　　大手町（三）　　　　

大池町　　　　　　　

谷町（一）　　　　　

谷町（三）　　　　　
谷町（二）　　　　　

池園町　　　　　　　

築港町（一）　　　　

築港町（二）　　　　

中央町　　　　　　　

中津町　　　　　　　

中府町（一）　　　　

中府町（五）　　　　

中府町（三）　　　　

仲ノ町　　　　　　　

津森町　　　　　　　

天満町（一）　　　　

田村町　　　　　　　

土器町西（一）　　　

土器町西（五）　　　

土器町西（三）　　　土器町西（四）　　　

土器町西（七）　　　

土器町西（二）　　　

土器町西（八）　　　
土器町西（六）　　　

土器町東（一）　　　

土器町東（九）　　　

土器町東（五）　　　

土器町東（三）　　　
土器町東（四）　　　

土器町東（七）　　　

土器町東（二）　　　

土器町東（八）　　　土器町東（六）　　　

土器町北（一）　　　

土器町北（二）　　　

土居町（一）　　　　

土居町（三）　　　　

土居町（二）　　　　

東新町　　　　　　　

東分　　　　　　　　

南鴨　　　　　　　　

白金町（三）　　　　

白金町（二）　　　　

八幡町（四）　　　　

八番丁　　　　　　　

飯山町真時　　　　　

飯山町東坂元　　　　

飯野町西分　　　　　

飯野町東二　　　　　

飯野町東分　　　　　

富士見町（一）　　　

富士見町（五）　　　

富士見町（三）　　　

富士見町（二）　　　

風袋町　　　　　　　

福江町（一）　　　　

福江町（三）　　　　福江町（二）　　　　

福島町　　　　　　　

文京町（一）　　　　

蓬莱町　　　　　　　

北鴨（一）　　　　　

北平山町（二）　　　

堀江（一）　　　　　

堀江（三）　　　　　
堀江（四）　　　　　

堀江（二）　　　　　

本町（一）　　　　　

本通（二）　　　　　

六番丁　　　　　　　

柞原町　　　　　　　

中塚　　　　　　　　

多度津町役場　　　　

丸亀市役所　　　　　

宇多津町役場　　　　

坂出市役所　　　　　

多度津駅　　　　　　

讃岐塩屋駅　　　　　

丸亀駅　　　　　　　

宇多津駅　　　　　　

坂出駅　　　　　　　

▲ 陣ヶ峰　　　　　　　高屋原　　　　　　　

大井手　　　　　　　▲ 扇山　　　　　　　　 岡の峯　　　　　　　

角ヶ内　　　　　　　

炭所西　　　　　　　
炭所　　　　　　　　

炭所東　　　　　　　

▲ 高鉢山　　　　　　　

▲ 鷹丸山　　　　　　　

枌所　　　　　　　　

境場　　　　　　　　

綾川町　　　　　　　

▲ 大高見峰　　　　　　

▲ 鷹の巣山　　　　　　

山田上　　　　　　　

牛川　　　　　　　　

羽床上　　　　　　　

山田下　　　　　　　
大林　　　　　　　　

栗熊西　　　　　　　栗熊東　　　　　　　 千疋　　　　　　　　

羽床下　　　　　　　

俵百　　　　　　　　

鞍掛山　　　　　　　

高松琴平電鉄琴平線　 森末　　　　　　　　

富熊　　　　　　　　
滝宮　　　　　　　　

綾川　　　　　　　　

徳部　　　　　　　　

井手下　　　　　　　

一丁地　　　　　　　

一里山　　　　　　　

遠郷　　　　　　　　

下井　　　　　　　　

下新名　　　　　　　

下田井　　　　　　　

開　　　　　　　　　

樫林　　　　　　　　

梶羽　　　　　　　　

鎌手　　　　　　　　

萱原上　　　　　　　

丸河　　　　　　　　

岩角　　　　　　　　

菊楽　　　　　　　　

朽木　　　　　　　　

曲木　　　　　　　　

金剛院　　　　　　　

畦田　　　　　　　　

戸塩　　　　　　　　

御林　　　　　　　　

広袖　　　　　　　　

国弘　　　　　　　　

今滝　　　　　　　　

佐古川　　　　　　　

山角　　　　　　　　

山添　　　　　　　　

四歩市　　　　　　　

飼野　　　　　　　　

寺の内　　　　　　　

寺川　　　　　　　　

室田　　　　　　　　

種子　　　　　　　　

宗戸　　　　　　　　

住吉　　　　　　　　

重清　　　　　　　　

俊則　　　　　　　　

助安　　　　　　　　

上の原　　　　　　　

上新名　　　　　　　

上千疋　　　　　　　

上川原　　　　　　　場所　　　　　　　　

常包　　　　　　　　

正末　　　　　　　　

清成　　　　　　　　

生子　　　　　　　　

西ノ原　　　　　　　

西行末　　　　　　　

西北山　　　　　　　

西蓮　　　　　　　　

赤羽　　　　　　　　

川の坂　　　　　　　

川下中　　　　　　　

泉谷　　　　　　　　

前川原　　　　　　　

大向上　　　　　　　

大相　　　　　　　　

大谷川　　　　　　　

大柳　　　　　　　　

竹本　　　　　　　　

中落　　　　　　　　

中蓮　　　　　　　　

長田　　　　　　　　

長利　　　　　　　　

貞重　　　　　　　　

定連　　　　　　　　

田中浦　　　　　　　

田万　　　　　　　　

渡池　　　　　　　　

土仏　　　　　　　　

塔寺　　　　　　　　

東行末　　　　　　　

東北山　　　　　　　

堂谷　　　　　　　　

馬指　　　　　　　　

萩の戸　　　　　　　

富川　　　　　　　　

福向　　　　　　　　

法導寺　　　　　　　末則　　　　　　　　

木山　　　　　　　　

矢坪　　　　　　　　

油山　　　　　　　　

有岡　　　　　　　　

祐久　　　　　　　　

脇　　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

枌所西　　　　　　　

永谷　　　　　　　　
奥川内　　　　　　　

萱原下　　　　　　　喜来　　　　　　　　 後久　　　　　　　　
次見　　　　　　　　 渋市　　　　　　　　置樋　　　　　　　　茶円原　　　　　　　

陶畑　　　　　　　　
馬酔木　　　　　　　

北小路　　　　　　　萱原　　　　　　　　

綾川町役場　　　　　

栗熊駅　　　　　　　

羽床駅　　　　　　　

滝宮駅　　　　　　　

陶駅　　　　　　　　
綾川駅　　　　　　　

北條池　　　　　　　

畑田　　　　　　　　
田池　　　　　　　　

飛石　　　　　　　　

▲ 火ノ山　　　　　　　 隠谷　　　　　　　　
北山田　　　　　　　

西大谷　　　　　　　

東坂元　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

額坂峠　　　　　　　

府中湖　　　　　　　

鷲ノ山　　　　　　　

西山崎　　　　　　　
城山　　　　　　　　

柏原　　　　　　　　

迯田　　　　　　　　

中間　　　　　　　　

▲ 六ッ目山　　　　　　

綾坂　　　　　　　　

高松市　　　　　　　

▲ 加藍山　　　　　　　

御厩　　　　　　　　

檀紙　　　　　　　　
杉尾　　　　　　　　

加茂　　　　　　　　

八十場　　　　　　　

新居　　　　　　　　

西庄　　　　　　　　
鬼無　　　　　　　　

▲ 国分台　　　　　　　

上林田　　　　　　　

赤子谷　　　　　　　
佐藤　　　　　　　　

林田　　　　　　　　

▲ 白峰山　　　　　　　高屋　　　　　　　　

高松西ＩＣ　　　　　

府中湖ＰＡ・ＳＩＣ　

東条　　　　　　　　

衣掛　　　　　　　　

一本松　　　　　　　

影裏　　　　　　　　

猿王　　　　　　　　

塩口　　　　　　　　

下沖　　　　　　　　

下鬼無　　　　　　　

下向田　　　　　　　

下氏部　　　　　　　

下中筋　　　　　　　

下日名代　　　　　　

下北　　　　　　　　

額　　　　　　　　　

割古　　　　　　　　

鴨庄　　　　　　　　

丸山西　　　　　　　

宮薮　　　　　　　　

橋岡　　　　　　　　

九十原　　　　　　　
原南　　　　　　　　

原北　　　　　　　　

弘法寺　　　　　　　

国分寺団地　　　　　

坂折　　　　　　　　

坂川　　　　　　　　

三谷西　　　　　　　
三谷中　　　　　　　三谷東　　　　　　　

山ノ前　　　　　　　

山ノ池　　　　　　　

山原　　　　　　　　

山神　　　　　　　　

山辺　　　　　　　　

讃留王西　　　　　　

姿谷　　　　　　　　

出宮原　　　　　　　

小掛　　　　　　　　

小万灯　　　　　　　

庄　　　　　　　　　

庄屋　　　　　　　　

上氏部　　　　　　　

上所下　　　　　　　
上所上　　　　　　　

上中筋　　　　　　　

上福家　　　　　　　

新宮　　　　　　　　

神高　　　　　　　　

正勝　　　　　　　　

正箱　　　　　　　　

西羽間　　　　　　　

西奥　　　　　　　　

西下所　　　　　　　

西梶　　　　　　　　

西川西　　　　　　　

西福寺　　　　　　　

石ヶ鼻　　　　　　　

石舟　　　　　　　　

石仏　　　　　　　　

赤谷　　　　　　　　

赤尾　　　　　　　　

川向下　　　　　　　

川向上　　　　　　　

醍醐南　　　　　　　

醍醐北　　　　　　　

端岡　　　　　　　　

池内　　　　　　　　

竹薮　　　　　　　　

中下所　　　　　　　

中植　　　　　　　　

中新名　　　　　　　

中福家　　　　　　　

東羽間　　　　　　　

東奥　　　　　　　　

東梶　　　　　　　　

東川西　　　　　　　

藤尾　　　　　　　　
堂床　　　　　　　　

道南　　　　　　　　

内間　　　　　　　　

南条　　　　　　　　

南新名　　　　　　　

南前谷　　　　　　　

南側　　　　　　　　

日名代　　　　　　　

濃峰　　　　　　　　

波指　　　　　　　　

樋ノ本　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

富士見坂　　　　　　

仏願　　　　　　　　

平岡　　　　　　　　

別宮　　　　　　　　

北庄司　　　　　　　
北須賀　　　　　　　

北前谷　　　　　　　

北峯　　　　　　　　

本鴨　　　　　　　　

万灯　　　　　　　　
野末　　　　　　　　

榿　　　　　　　　　

岡本町　　　　　　　

鬼無町藤井　　　　　

御厩町　　　　　　　

江尻町　　　　　　　

高屋町　　　　　　　

神谷町　　　　　　　

西山崎町　　　　　　

西庄町　　　　　　　

中間町　　　　　　　

府中町　　　　　　　

林田町　　　　　　　

十三塚　　　　　　　

惣社　　　　　　　　
浜中　　　　　　　　

鬼無町佐料　　　　　

畑田駅　　　　　　　

挿頭丘駅　　　　　　

岡本駅　　　　　　　

讃岐府中駅　　　　　

国分駅　　　　　　　

端岡駅　　　　　　　
鴨川駅　　　　　　　

八十場駅　　　　　　

鬼無駅　　　　　　　

琴平警察署

丸亀警察署

坂出警察署

高松西警察署
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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▲



番の州　　　　　　　

沙弥島　　　　　　　

瀬居島　　　　　　　

竹浦　　　　　　　　牛島　　　　　　　　

小瀬居島　　　　　　

小阪　　　　　　　　

本島　　　　　　　　

尻浜　　　　　　　　

与島　　　　　　　　甲生　　　　　　　　

小与島　　　　　　　
▲ 高無防山　　　　　　

笠島　　　　　　　　

向島　　　　　　　　

岩黒島　　　　　　　

長島　　　　　　　　

坂出市　　　　　　　
浦城　　　　　　　　

屋釜　　　　　　　　

穴部　　　　　　　　

小浦　　　　　　　　

岩黒　　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

沙弥島　　　　　　　

瀬居町　　　　　　　

番の州町　　　　　　

番の州緑町　　　　　

本島町生ノ浜　　　　

本島町大浦　　　　　
与島町　　　　　　　与島ＩＣ　　　　　　

櫃石島　　　　　　　 釜島　　　　　　　　

六口島　　　　　　　

久須美鼻　　　　　　

▲ 鷲羽山　　　　　　　

下津井　　　　　　　

竪場島　　　　　　　

児島ＩＣ　　　　　　

瀬戸大橋線　　　　　

通生　　　　　　　　

児島港　　　　　　　▲ 龍王山　　　　　　　

雁山岬　　　　　　　

児島　　　　　　　　 唐琴　　　　　　　　

鷲羽山スカイライン　 下の町　　　　　　　

高島　　　　　　　　

▲ 仙随山　　　　　　　上の町　　　　　　　
柳田　　　　　　　　

白尾　　　　　　　　

瀬戸中央自動車道　　

宇野津　　　　　　　

宇頭間　　　　　　　

奥　　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

下　　　　　　　　　 加茂路　　　　　　　

牛首　　　　　　　　

金浜　　　　　　　　

高室　　　　　　　　

寺田　　　　　　　　

西ノ側　　　　　　　

西の谷　　　　　　　

仙隨　　　　　　　　

中津山　　　　　　　

田淵　　　　　　　　

東側　　　　　　　　

南宇野津　　　　　　

二歩奥　　　　　　　

筈割　　　　　　　　

帆干谷　　　　　　　

板池　　　　　　　　

平野　　　　　　　　
磨　　　　　　　　　

湊　　　　　　　　　

柳の谷　　　　　　　

下津井（一）　　　　

下津井（五）　　　　下津井（三）　　　　

下津井（四）　　　　

下津井吹上（二）　　
下津井田之浦（一）　

菰池（一）　　　　　

菰池（三）　　　　　

菰池（二）　　　　　

児島阿津（一）　　　

児島阿津（二）　　　

児島駅前（一）　　　
児島駅前（三）　　　

児島駅前（四）　　　

児島駅前（二）　　　

児島塩生　　　　　　

児島下の町（一）　　

児島下の町（九）　　
児島下の町（三）　　

児島下の町（四）　　

児島下の町（七）　　

児島下の町（十）　　児島下の町（二）　　

児島下の町（六）　　

児島元浜町　　　　　

児島小川（九）　　　

児島小川（五）　　　

児島小川（三）　　　
児島小川（四）　　　

児島小川（七）　　　

児島小川（十）　　　

児島小川町　　　　　

児島上の町（一）　　

児島上の町（三）　　

児島上の町（四）　　

児島上の町（二）　　

児島赤崎（三）　　　

児島赤崎（四）　　　

児島赤崎（二）　　　

児島通生　　　　　　

児島田の口（一）　　

児島田の口（五）　　

児島田の口（三）　　
児島田の口（四）　　

児島田の口（七）　　

児島田の口（二）　　

児島田の口（六）　　児島唐琴（一）　　　
児島唐琴（三）　　　

児島唐琴（四）　　　

児島白尾　　　　　　

児島味野（一）　　　

児島味野（五）　　　

児島味野（四）　　　

児島味野（二）　　　
児島味野（六）　　　

児島味野上（一）　　

児島味野上（二）　　

児島味野城（二）　　

児島柳田町　　　　　

大畠（一）　　　　　

大畠（二）　　　　　

潮通（二）　　　　　

櫃石　　　　　　　　

下住　　　　　　　　滑　　　　　　　　　

空住　　　　　　　　

北宇野津　　　　　　児島宇野津　　　　　 児島上の町　　　　　

児島稗田町　　　　　
潮通（三）　　　　　

櫃石島ＩＣ　　　　　

児島駅　　　　　　　

上ノ町駅　　　　　　

是竹　　　　　　　　

▲ 雌山　　　　　　　　
▲ 勝賀山　　　　　　　

▲ 青峰　　　　　　　　
州鼻　　　　　　　　

阿弥陀越　　　　　　
青海　　　　　　　　

番西　　　　　　　　

川窪　　　　　　　　大屋富　　　　　　　
五色台　　　　　　　

生島　　　　　　　　

▲ 串ノ山　　　　　　　

亀水　　　　　　　　
木沢　　　　　　　　王越　　　　　　　　 神在　　　　　　　　

及生　　　　　　　　

西方　　　　　　　　 生島湾　　　　　　　
▲ 紅峰　　　　　　　　五色台スカイライン　

神在鼻　　　　　　　
▲ 王越山　　　　　　　

亀水湾　　　　　　　
西脇　　　　　　　　

木沢湾　　　　　　　
紅ノ峰鼻　　　　　　

乃生岬　　　　　　　

大崎ノ鼻　　　　　　
小槌瀬戸　　　　　　

小槌島　　　　　　　

槌戸瀬戸　　　　　　

大槌島　　　　　　　

一之瀬　　　　　　　

塩家　　　　　　　　

奥条　　　　　　　　

蚊渕　　　　　　　　

弓弦羽　　　　　　　

桑崎　　　　　　　　

山荒　　　　　　　　

須賀南　　　　　　　

須賀北　　　　　　　

西生島　　　　　　　

川端　　　　　　　　

川北　　　　　　　　

大番　　　　　　　　

弾正原西　　　　　　

弾正原東　　　　　　

地下　　　　　　　　

中磯　　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

東山　　　　　　　　

東生島　　　　　　　

番屋　　　　　　　　

尾路　　　　　　　　

浜分　　　　　　　　

平賀下　　　　　　　北辺　　　　　　　　
木野戸　　　　　　　

鎹　　　　　　　　　

王越町　　　　　　　
亀水町　　　　　　　

香西西町　　　　　　

香西北町　　　　　　
植松町　　　　　　　

神在川窪町　　　　　

生島町　　　　　　　

青海町　　　　　　　

大屋冨町　　　　　　
中山町　　　　　　　

オカメノ鼻　　　　　

鼻操鼻　　　　　　　

串山ノ鼻　　　　　　

犬戻鼻　　　　　　　 宮の浦　　　　　　　▲ 地蔵山　　　　　　　

荒神島　　　　　　　

渋川　　　　　　　　
向日比　　　　　　　

直島　　　　　　　　▲ 新割山　　　　　　　

▲ 禅登山　　　　　　　

葛島　　　　　　　　
風戸　　　　　　　　

家島　　　　　　　　宇野港　　　　　　　
寺島　　　　　　　　

▲ 臥龍山　　　　　　　

玉野市　　　　　　　 局島　　　　　　　　玉　　　　　　　　　
▲ 金刃比羅山　　　　　

玉原　　　　　　　　

奥玉　　　　　　　　 宇野　　　　　　　　

京の上臈島　　　　　

玉野　　　　　　　　

築港　　　　　　　　 喜兵衛島　　　　　　

児島唐琴町　　　　　

うつき原　　　　　　

ヘキ　　　　　　　　

井指　　　　　　　　

羽根崎町　　　　　　

才ノ神　　　　　　　

三堀　　　　　　　　四井手　　　　　　　

深井町　　　　　　　

石脇　　　　　　　　

納言様　　　　　　　

文教区　　　　　　　

堀ノ内　　　　　　　

目池　　　　　　　　

蓮岡　　　　　　　　

鷲ノ松　　　　　　　

宇野（一）　　　　　宇野（五）　　　　　

宇野（三）　　　　　

宇野（四）　　　　　

宇野（七）　　　　　

宇野（二）　　　　　

宇野（八）　　　　　

奥玉（一）　　　　　奥玉（三）　　　　　

奥玉（二）　　　　　玉（一）　　　　　　玉（五）　　　　　　

玉（三）　　　　　　

玉（四）　　　　　　玉（二）　　　　　　

玉（六）　　　　　　

玉原（一）　　　　　

玉原（三）　　　　　

玉原（二）　　　　　

御崎（一）　　　　　

御崎（二）　　　　　
向日比（一）　　　　

向日比（二）　　　　渋川（一）　　　　　渋川（三）　　　　　

渋川（二）　　　　　

築港（一）　　　　　

築港（五）　　　　　築港（二）　　　　　

日比（一）　　　　　

日比（五）　　　　　

日比（三）　　　　　

日比（四）　　　　　

日比（二）　　　　　

日比（六）　　　　　

明神町　　　　　　　

和田（一）　　　　　

和田（五）　　　　　

和田（四）　　　　　

和田（七）　　　　　
和田（六）　　　　　

暮石　　　　　　　　
広岡　　　　　　　　

築港（三）　　　　　

築港（四）　　　　　

直島町役場　　　　　

玉野市役所　　　　　

宇野駅　　　　　　　

児島警察署

玉野警察署
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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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中下所　　　　　　　

平賀　　　　　　　　

奥野　　　　　　　　
安田　　　　　　　　

相津　　　　　　　　

安原上　　　　　　　
西桶　　　　　　　　

枌所東　　　　　　　

中徳　　　　　　　　小野　　　　　　　　

万　　　　　　　　　

音川　　　　　　　　

二ノ坂　　　　　　　
下和田　　　　　　　

東谷　　　　　　　　
安原下　　　　　　　長野　　　　　　　　

鮎滝　　　　　　　　

上の谷　　　　　　　 大畑　　　　　　　　

朝倉　　　　　　　　

高尾　　　　　　　　
葛谷　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　
岡　　　　　　　　　 中谷　　　　　　　　

神内　　　　　　　　

川内原　　　　　　　
西庄　　　　　　　　

東植田　　　　　　　由佐　　　　　　　　

西植田　　　　　　　
大糸　　　　　　　　

台目　　　　　　　　
郷　　　　　　　　　

杣尾　　　　　　　　

岩破　　　　　　　　稗田　　　　　　　　
吉光　　　　　　　　

通谷　　　　　　　　 宝地　　　　　　　　

芦川　　　　　　　　

一万　　　　　　　　

浦山　　　　　　　　

音谷　　　　　　　　

下吉谷　　　　　　　

下倉下　　　　　　　

下倉上　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

下分　　　　　　　　

伽羅土　　　　　　　

嫁坂　　　　　　　　

額谷　　　　　　　　

笠山　　　　　　　　

関　　　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

宮尾　　　　　　　　

橋谷　　　　　　　　

金光　　　　　　　　

後川　　　　　　　　

御殿場　　　　　　　

行成　　　　　　　　

高柿　　　　　　　　

高桐　　　　　　　　

高様　　　　　　　　

骨川　　　　　　　　

笹尾　　　　　　　　

上嫁坂　　　　　　　

上田中　　　　　　　

城　　　　　　　　　

神ノ村　　　　　　　

神羽　　　　　　　　

数合　　　　　　　　

生山　　　　　　　　

西高須　　　　　　　

赤坂　　　　　　　　

川上　　　　　　　　

川添　　　　　　　　

大溝　　　　　　　　

大地蔵　　　　　　　

中ノ丁　　　　　　　

中岡　　　　　　　　

中屋　　　　　　　　

中蓮　　　　　　　　

仲和田　　　　　　　

長神　　　　　　　　
天神前　　　　　　　

天福寺原　　　　　　

唐渡　　　　　　　　

東岡　　　　　　　　

東地　　　　　　　　

南門　　　　　　　　

楠　　　　　　　　　

日生ニュータウン　　

乃生　　　　　　　　

馬背　　　　　　　　

梅ヶ井　　　　　　　

白砂　　　　　　　　

飯田原　　　　　　　

仏坂　　　　　　　　

北井　　　　　　　　

末角　　　　　　　　

柞野　　　　　　　　

塩江町安原下　　　　

塩江町安原下第１号　

塩江町安原下第３号　

香川町安原下第１号　

香川町安原下第３号　

香川町川東下　　　　

香川町川東上　　　　

香南町横井　　　　　

菅沢町　　　　　　　

西植田町　　　　　　

東植田町　　　　　　

石塚　　　　　　　　

安西流　　　　　　　

上西流　　　　　　　

中原　　　　　　　　
立満　　　　　　　　

三谷町　　　　　　　

▲ 上佐山　　　　　　　

寺の浦　　　　　　　

十川東　　　　　　　浅野　　　　　　　　
久保　　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

三谷　　　　　　　　

竹林　　　　　　　　川部　　　　　　　　
十川西　　　　　　　

川島東　　　　　　　
仏生山　　　　　　　

西三谷　　　　　　　
池戸　　　　　　　　

亀田　　　　　　　　

由良　　　　　　　　▲ 由良山　　　　　　　

円座　　　　　　　　一宮　　　　　　　　
多肥上　　　　　　　 小村　　　　　　　　

高松琴平電鉄琴平線　

三名　　　　　　　　

下田井　　　　　　　 前田東　　　　　　　前田　　　　　　　　

高松市　　　　　　　林町　　　　　　　　

鹿角　　　　　　　　成合　　　　　　　　

六条　　　　　　　　太田　　　　　　　　 高松琴平電鉄長尾線　 前田西　　　　　　　
檀紙　　　　　　　　

勅使　　　　　　　　

東山崎　　　　　　　

西小山　　　　　　　
元山　　　　　　　　

上天神　　　　　　　 伏石　　　　　　　　

久本　　　　　　　　

飯田　　　　　　　　
松縄　　　　　　　　西春日　　　　　　　

木太　　　　　　　　

今里　　　　　　　　

高松　　　　　　　　

鶴市　　　　　　　　

予讃線　　　　　　　

高松東ＩＣ　　　　　

高松中央ＩＣ　　　　高松壇紙ＩＣ　　　　

川向　　　　　　　　

大将軍　　　　　　　

萩ノ池　　　　　　　

薬王寺　　　　　　　

飯田町　　　　　　　

夷　　　　　　　　　

一本木　　　　　　　

臼井　　　　　　　　

永井　　　　　　　　

奥之坊　　　　　　　

横岡　　　　　　　　

横張　　　　　　　　

横田　　　　　　　　

岡山　　　　　　　　

沖下所　　　　　　　

沖川西　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下口　　　　　　　　

下榊　　　　　　　　

下三名　　　　　　　
下市場　　　　　　　

下所　　　　　　　　

下川部　　　　　　　

下代　　　　　　　　

火山　　　　　　　　

外山　　　　　　　　

梶ヶ原　　　　　　　

勘定　　　　　　　　

亀ノ町　　　　　　　

亀井　　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

宮西　　　　　　　　

宮中　　　　　　　　

錦町　　　　　　　　

犬の馬場　　　　　　

原又　　　　　　　　

原渕　　　　　　　　

公文　　　　　　　　向井　　　　　　　　

貢　　　　　　　　　

高須　　　　　　　　

高津　　　　　　　　

高田　　　　　　　　

高野　　　　　　　　

高野下　　　　　　　

高野上　　　　　　　

高野中　　　　　　　

今村　　　　　　　　

砂古　　　　　　　　

砂入　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

桜町　　　　　　　　

札場　　　　　　　　

三軒家　　　　　　　

山南　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

紙漉　　　　　　　　

寺井本村　　　　　　

実相寺　　　　　　　

宗戸　　　　　　　　

出作　　　　　　　　

春日野　　　　　　　

上円座　　　　　　　

上三名　　　　　　　
上市場　　　　　　　

上所　　　　　　　　

上浅野　　　　　　　

上馬場　　　　　　　

上分　　　　　　　　

新道　　　　　　　　

神宮寺　　　　　　　

西ノ町　　　　　　　

西下所　　　　　　　

西原　　　　　　　　

西田井　　　　　　　

西尾　　　　　　　　

西宝地　　　　　　　

切戸　　　　　　　　

雪元　　　　　　　　

川の内　　　　　　　

川渕　　　　　　　　

船岡　　　　　　　　前川原　　　　　　　

相作　　　　　　　　

太田原　　　　　　　

大所　　　　　　　　

大内　　　　　　　　

大暮　　　　　　　　

檀原　　　　　　　　

中ノ町　　　　　　　

中三名　　　　　　　中所　　　　　　　　

中森　　　　　　　　

中川原　　　　　　　

中坪　　　　　　　　

中尾　　　　　　　　

中免　　　　　　　　

仲下所　　　　　　　

長渕　　　　　　　　

定木　　　　　　　　

天神町　　　　　　　

東下所　　　　　　　

東小山　　　　　　　

東川　　　　　　　　

東川原　　　　　　　

東谷　　　　　　　　

東畑　　　　　　　　

藤ノ棚　　　　　　　

道佐古　　　　　　　

道端　　　　　　　　

徳條　　　　　　　　

呑田　　　　　　　　

南山浦　　　　　　　

南春日　　　　　　　

南天枝　　　　　　　

馬ノ口　　　　　　　

馬山　　　　　　　　
馬堂　　　　　　　　

八幡原　　　　　　　

八反地　　　　　　　

百相　　　　　　　　

平田　　　　　　　　片山　　　　　　　　

穂村　　　　　　　　

墓堂　　　　　　　　

北山浦　　　　　　　

北天枝　　　　　　　

堀ノ角　　　　　　　

堀江　　　　　　　　

末宗　　　　　　　　

妙同石　　　　　　　

矢野　　　　　　　　

友久　　　　　　　　

篭池　　　　　　　　

一宮町　　　　　　　円座町　　　　　　　

下田井町　　　　　　

花ノ宮町（一）　　　
花ノ宮町（二）　　　

花園町（三）　　　　

亀田町　　　　　　　

亀田南町　　　　　　

栗林町（一）　　　　
栗林町（三）　　　　

栗林町（二）　　　　

元山町　　　　　　　

香川町寺井　　　　　

高松町　　　　　　　

今里町　　　　　　　

今里町（一）　　　　

今里町（二）　　　　

桜町（一）　　　　　

桜町（二）　　　　　

三条町　　　　　　　

三名町　　　　　　　

紙町　　　　　　　　

寺井町　　　　　　　

鹿角町　　　　　　　

室新町　　　　　　　室町　　　　　　　　

十川西町　　　　　　

十川東町　　　　　　

出作町　　　　　　　

春日町　　　　　　　

小村町　　　　　　　

松縄町　　　　　　　

松並町　　　　　　　

上天神町　　　　　　

上之町（一）　　　　

上之町（三）　　　　

上之町（二）　　　　

上福岡町　　　　　　

上林町　　　　　　　

新田町　　　　　　　

成合町　　　　　　　

西ハゼ町　　　　　　
西春日町　　　　　　

川島東町　　　　　　川島本町　　　　　　

川部町　　　　　　　

前田西町　　　　　　

前田東町　　　　　　

多肥下町　　　　　　

多肥上町　　　　　　

太田下町　　　　　　

太田上町　　　　　　

檀紙町　　　　　　　

池田町　　　　　　　

勅使町　　　　　　　

鶴市町　　　　　　　

田村町　　　　　　　

東ハゼ町　　　　　　

東山崎町　　　　　　

楠上町（一）　　　　

伏石町　　　　　　　

仏生山町　　　　　　

木太町　　　　　　　

由良町　　　　　　　

六条町　　　　　　　

四十塚　　　　　　　

兀塚　　　　　　　　

万塚　　　　　　　　

平塚　　　　　　　　

洲端　　　　　　　　 地頭名　　　　　　　
花園町（一）　　　　

観光町　　　　　　　
宮脇町（二）　　　　

多賀町（二）　　　　
中野町　　　　　　　藤塚町（一）　　　　藤塚町（三）　　　　藤塚町（二）　　　　

峰山町　　　　　　　

一宮駅　　　　　　　
円座駅　　　　　　　

池戸駅　　　　　　　

仏生山駅　　　　　　

高田駅　　　　　　　

西前田駅　　　　　　

太田駅　　　　　　　

水田駅　　　　　　　

元山駅　　　　　　　

木太東口駅　　　　　三条駅　　　　　　　

林道駅　　　　　　　

栗林公園駅　　　　　

栗林駅　　　　　　　

花園駅　　　　　　　栗林公園北口駅　　　

木太町駅　　　　　　

空港通り駅　　　　　

伏石駅　　　　　　　

堂ケ平　　　　　　　

菅谷　　　　　　　　
槙川　　　　　　　　力石　　　　　　　　

多和　　　　　　　　
払川　　　　　　　　

兼割　　　　　　　　助光　　　　　　　　
津柳　　　　　　　　奥山　　　　　　　　

額　　　　　　　　　

大楢　　　　　　　　▲ 矢筈山　　　　　　　

小蓑　　　　　　　　

相草　　　　　　　　

大多和　　　　　　　

▲ 檀特山　　　　　　　

三木町　　　　　　　打木　　　　　　　　
三番　　　　　　　　 譲波　　　　　　　　

大樅　　　　　　　　
前山　　　　　　　　高松谷　　　　　　　 来栖　　　　　　　　

鹿庭　　　　　　　　

星越　　　　　　　　

さぬき市　　　　　　

南川　　　　　　　　
大石　　　　　　　　

小倉　　　　　　　　

門入　　　　　　　　

丸岡　　　　　　　　
上高岡　　　　　　　

名　　　　　　　　　

高木　　　　　　　　 大未　　　　　　　　

長楽寺　　　　　　　

空分　　　　　　　　

上吉谷　　　　　　　

川原　　　　　　　　

中吉谷　　　　　　　

奥ノ堂　　　　　　　

花折　　　　　　　　

葛野　　　　　　　　

鴻ノ池　　　　　　　

国行　　　　　　　　

左直谷　　　　　　　

山大寺　　　　　　　

持別当　　　　　　　

宗時　　　　　　　　

出水　　　　　　　　

小川下　　　　　　　

上名　　　　　　　　

上連　　　　　　　　

森　　　　　　　　　

諏訪　　　　　　　　

西鹿庭　　　　　　　

西土居　　　　　　　

青岸　　　　　　　　

足田打　　　　　　　

池下　　　　　　　　

竹尾　　　　　　　　

中条　　　　　　　　

中代　　　　　　　　

長尾谷　　　　　　　

津柳南　　　　　　　

津柳北　　　　　　　

天満　　　　　　　　

東鹿庭　　　　　　　
奈良谷　　　　　　　

南町　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

福良　　　　　　　　

鈴竹　　　　　　　　

嶽　　　　　　　　　

多和額西　　　　　　

多和額東　　　　　　

多和額北　　　　　　

多和経座西　　　　　

多和経座東　　　　　

多和兼割　　　　　　

多和助光西　　　　　

多和助光東　　　　　

多和菅谷　　　　　　

多和西浦山　　　　　

多和相草上　　　　　

多和相草西　　　　　

多和相草東　　　　　

多和竹屋敷　　　　　

多和中山下　　　　　

多和中山上　　　　　

多和中山中　　　　　

多和東谷　　　　　　

多和力石　　　　　　

多和力石上　　　　　 多和槇川　　　　　　

長尾東　　　　　　　

高原井　　　　　　　

三条　　　　　　　　鍛冶　　　　　　　　
氷谷原　　　　　　　 塚原　　　　　　　　

熊田　　　　　　　　
蓑神　　　　　　　　 昭南　　　　　　　　

四条　　　　　　　　

江村　　　　　　　　氷上　　　　　　　　
二条　　　　　　　　

石田西　　　　　　　
石田東　　　　　　　井戸　　　　　　　　 筒野通　　　　　　　

富田中　　　　　　　

幸町　　　　　　　　
富田西　　　　　　　三木　　　　　　　　

平砕　　　　　　　　

古枝　　　　　　　　
宮町　　　　　　　　

平尾　　　　　　　　
造田野間田　　　　　

駒足　　　　　　　　

造田乙井　　　　　　神前　　　　　　　　
造田宮西　　　　　　造田是弘　　　　　　

城北　　　　　　　　

長行　　　　　　　　
西浦谷　　　　　　　

戸敷　　　　　　　　

坂子　　　　　　　　

羽立　　　　　　　　
茂里　　　　　　　　

末　　　　　　　　　深谷　　　　　　　　
小谷　　　　　　　　

田中　　　　　　　　 吉見　　　　　　　　

鴨部　　　　　　　　

間川　　　　　　　　

大笹　　　　　　　　平竹　　　　　　　　

天野　　　　　　　　

さぬき　　　　　　　 横井　　　　　　　　

鴨庄　　　　　　　　
羽間　　　　　　　　

小方　　　　　　　　

小田　　　　　　　　大井　　　　　　　　
泊　　　　　　　　　

反熊　　　　　　　　

津田寒川ＩＣ　　　　

さぬき三木ＩＣ　　　

志度ＩＣ　　　　　　

池戸下所　　　　　　

天枝　　　　　　　　

安松　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

奥の谷　　　　　　　

奥寺　　　　　　　　

横内　　　　　　　　

乙井川南　　　　　　

乙井川北　　　　　　

下り松　　　　　　　

下屋　　　　　　　　

下張　　　　　　　　

下通　　　　　　　　

下氷上　　　　　　　

下名　　　　　　　　

加藤　　　　　　　　
花丸　　　　　　　　

関ノ上　　　　　　　

基山　　　　　　　　

亀鶴　　　　　　　　

吉金　　　　　　　　
宮ノ浦　　　　　　　

宮西西　　　　　　　

宮西中　　　　　　　

橋方　　　　　　　　

極楽寺　　　　　　　

原浜　　　　　　　　

原北　　　　　　　　

公文明　　　　　　　

幸田　　　　　　　　

広瀬　　　　　　　　

荒木　　　　　　　　

香蓮寺　　　　　　　

高柳　　　　　　　　

坂の下　　　　　　　

三反地　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

山田　　　　　　　　

山脇　　　　　　　　

産宮通　　　　　　　

産地　　　　　　　　

四角寺　　　　　　　

寺町　　　　　　　　

時友通　　　　　　　

寿　　　　　　　　　

初音　　　　　　　　

将基　　　　　　　　

小岩　　　　　　　　

小原　　　　　　　　

小坂　　　　　　　　

松ヶ端　　　　　　　

上の坊　　　　　　　

上上内　　　　　　　

上池　　　　　　　　

新開　　　　　　　　
森広　　　　　　　　

深宝　　　　　　　　

神崎　　　　　　　　

辛立　　　　　　　　

尽誠　　　　　　　　

是行谷　　　　　　　

成山　　　　　　　　

正一　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

西山王　　　　　　　

西村　　　　　　　　

西町中　　　　　　　

西末　　　　　　　　

石仏　　　　　　　　

切ノ川　　　　　　　
千代町　　　　　　　 千町　　　　　　　　

川古　　　　　　　　

川東　　　　　　　　

川北　　　　　　　　

船井　　　　　　　　

大角　　　　　　　　

沢福　　　　　　　　

谷町　　　　　　　　

談議所　　　　　　　

中井戸　　　　　　　

中央通　　　　　　　

中空　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

中組　　　　　　　　

中通　　　　　　　　

長生　　　　　　　　

鳥打　　　　　　　　

鳥田　　　　　　　　

天王　　　　　　　　

田辺町　　　　　　　

東山王　　　　　　　

東川田　　　　　　　

東末　　　　　　　　

筒井　　　　　　　　

筒野　　　　　　　　

藤村　　　　　　　　

道味　　　　　　　　

内間　　　　　　　　

鍋渕　　　　　　　　

南羽立　　　　　　　

南山田　　　　　　　

南真行寺　　　　　　

南地　　　　　　　　
南末　　　　　　　　

南野間　　　　　　　

楠木　　　　　　　　

二番　　　　　　　　

馬次　　　　　　　　

馬場　　　　　　　　

白羽　　　　　　　　

白山　　　　　　　　

白川原　　　　　　　

八坂町　　　　　　　

八丁地　　　　　　　

尾崎　　　　　　　　

布勢　　　　　　　　

風呂谷　　　　　　　

福家　　　　　　　　

福万　　　　　　　　

平木下所　　　　　　

坊丁　　　　　　　　

北羽立　　　　　　　

北野間　　　　　　　

本村　　　　　　　　

野間田西　　　　　　
野間田東　　　　　　

柳原　　　　　　　　

立石　　　　　　　　

了智坊　　　　　　　

陵　　　　　　　　　

緑ヶ丘　　　　　　　

六番　　　　　　　　

脇　　　　　　　　　

藁屋　　　　　　　　

下高岡　　　　　　　

志度　　　　　　　　

鹿伏　　　　　　　　

大川町南川　　　　　

長尾西　　　　　　　

長尾名　　　　　　　

塚脇　　　　　　　　

白井　　　　　　　　

浦小田　　　　　　　
大空　　　　　　　　丹僧　　　　　　　　

三木町役場　　　　　

さぬき市役所　　　　

長尾駅　　　　　　　公文明駅　　　　　　井戸駅　　　　　　　白山駅　　　　　　　

平木駅　　　　　　　
農学部前駅　　　　　

造田駅　　　　　　　 神前駅　　　　　　　

志度駅　　　　　　　
琴電志度駅　　　　　

原駅　　　　　　　　

房前駅　　　　　　　

塩屋駅　　　　　　　
讃岐牟礼駅　　　　　

オレンジタウン駅　　

学園通り駅　　　　　

高松南警察署

高松東警察署

さぬき警察署
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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▲



高松　　　　　　　　
香西　　　　　　　　 福岡　　　　　　　　香東川　　　　　　　

屋島中　　　　　　　本津川　　　　　　　
郷東　　　　　　　　

朝日　　　　　　　　

屋島ドライブウェイ　屋島西　　　　　　　

屋島　　　　　　　　屋島東　　　　　　　

浦生　　　　　　　　

帆槌ノ鼻　　　　　　

長崎ノ鼻　　　　　　

東浦　　　　　　　　

西浦　　　　　　　　

女木島　　　　　　　

大島　　　　　　　　

加茂ヶ瀬戸　　　　　

香西南町　　　　　　

井口町　　　　　　　

塩屋町　　　　　　　 横山　　　　　　　　

瓦町（二）　　　　　

観光通（一）　　　　

丸亀町　　　　　　　

宮ノ窪　　　　　　　

御殿　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

紺屋町　　　　　　　

次信　　　　　　　　

常磐町（二）　　　　

石場　　　　　　　　

赤牛崎　　　　　　　

船隠　　　　　　　　

大橋前　　　　　　　

大島　　　　　　　　

壇ノ浦　　　　　　　

中津　　　　　　　　

津ノ村　　　　　　　

田町　　　　　　　　

藤目　　　　　　　　

浜中　　　　　　　　

浜北　　　　　　　　

兵庫町　　　　　　　片原町　　　　　　　

明見　　　　　　　　

サンポート　　　　　

茜町　　　　　　　　

塩上町（三）　　　　塩上町（二）　　　　

屋島西町　　　　　　

屋島中町　　　　　　

屋島東町　　　　　　

丸の内　　　　　　　

亀岡町　　　　　　　
宮脇町（一）　　　　

郷東町　　　　　　　

玉藻町　　　　　　　

錦町（一）　　　　　錦町（二）　　　　　

香西東町　　　　　　

香西本町　　　　　　

寿町（一）　　　　　

女木町　　　　　　　

昭和町（一）　　　　
昭和町（二）　　　　

松島町（一）　　　　

松島町（三）　　　　松島町（二）　　　　

松福町（一）　　　　
松福町（二）　　　　

城東町（一）　　　　

城東町（二）　　　　

新北町　　　　　　　

瀬戸内町　　　　　　 西の丸町　　　　　　

西内町　　　　　　　

西宝町（一）　　　　西宝町（三）　　　　

西宝町（二）　　　　

扇町（一）　　　　　扇町（三）　　　　　
扇町（二）　　　　　

築地町　　　　　　　

中央町　　　　　　　

朝日新町　　　　　　

朝日町（一）　　　　
朝日町（五）　　　　

朝日町（三）　　　　

朝日町（四）　　　　

朝日町（二）　　　　

朝日町（六）　　　　
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