
 

 

 

災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づく区間指定について 

 

 

香川県では、県内において震度６弱以上の地震が発生、あるいは地震に伴い香川

県災害対策本部が設置された場合、緊急車両の通行を確保することを目的として、

災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき、下記の区間（緊急輸送道路の

香川県管理区間及びそれを補完する県道区間）を指定する予定です。 

 

指定区間においては、道路啓開作業を実施し、必要に応じて放置車両や立ち往生

車両等の移動を行うこととなります。 

 

 

記 

 

道路の種類 及び 路線名  指 定 す る 区 間  

一般国道193号 高松市上天神町字中の坪 529 番５地先から 

木田郡三木町大字奥山字中山 2171 番５地先まで 

一般国道318号 東かがわ市白鳥字田高田91番１地先から 

東かがわ市西山兼弘国有林第 10 班り２小班まで 

一般国道377号 高松市香川町安原下第３号字鮎滝上436番１地先から 

丸亀市綾歌町栗熊東字東渡池 1142 番７地先まで 

一般国道377号 仲多度郡まんのう町買田字中手497番１地先から 

観音寺市豊浜町姫浜字新屋敷 327 番１地先まで 

一般国道377号 東かがわ市西山字中将354番８地先から 

木田郡三木町大字奥山字中山 2169 番１地先まで 

一般国道436号 小豆郡小豆島町福田字二ノ坪甲1196番４地先から 

小豆郡土庄町字吉ケ浦甲 5978 番 24 地先まで 

一般国道438号 仲多度郡まんのう町勝浦字三角 3114 番１地先から 

坂出市川津町字蓮尺 3513 番１地先まで 

主要地方道（３号） 

志度山川線 

さぬき市志度字寺町904番４地先から 

さぬき市多和助光西36番19地先まで 

主要地方道（４号） 

丸亀三好線 

丸亀市柞原町字上所405番１地先から 

仲多度郡まんのう町公文字谷下 780 番 13 地先まで 

主要地方道（４号） 

丸亀三好線 

仲多度郡琴平町五條字馬場南288番１地先から 

仲多度郡まんのう町四條字福家上所228番１地先まで 

主要地方道（５号） 

観音寺池田線 

観音寺市本大町字井手南1638番１地先から 

三豊市財田町財田上字石野 372 番地先まで 

主要地方道（10 号） 

高松長尾大内線 

高松市春日町字片田 1642 番４地先から 

東かがわ市町田 695 番１地先まで 



主要地方道（12 号） 

三木国分寺線 

高松市十川西町字仲下 332 番 12 地先から 

高松市国分寺町新居字上向田 1343 番１地先まで 

主要地方道（13 号） 

三木綾川線 

木田郡三木町大字下高岡字八戸 1392 番１地先から 

綾歌郡綾川町陶字宮薮 2756 番１地先まで 

主要地方道（16 号） 

高松王越坂出線 

高松市西町 787 番 67 地先から 

高松市香西北町 705 番４地先まで 

主要地方道（16 号） 

高松王越坂出線 

高松市亀水町３番３地先から 

高松市亀水町 53 番１地先まで 

主要地方道（16 号） 

高松王越坂出線 

坂出市江尻町字北股 865 番１地先から 

坂出市江尻町字池指 1302 番１地先まで 

主要地方道（17 号） 

府中造田線 

坂出市府中町字赤尾 509 番１地先から 

仲多度郡まんのう町造田字一里塚 1807 番３地先まで 

主要地方道（18 号） 

善通寺府中線 

丸亀市飯野町東二字山根 97 番１地先から 

丸亀市飯山町川原字土居 868 番８地先まで 

主要地方道（18 号） 

善通寺府中線 

坂出市府中町字丸山 4651 番 13 地先から 

坂出市府中町字新宮 971 番３地先まで 

主要地方道（19 号） 

坂出港線 

坂出市久米町一丁目 322 番 89 地先から 

坂出市久米町一丁目 440 番４地先まで 

主要地方道（19 号） 

坂出港線 

坂出市本町３丁目 1798 番 16 地先から 

坂出市花町 371 番 13 地先まで 

主要地方道（21 号） 

丸亀詫間豊浜線 

丸亀市天満町一丁目 851 番２地先から 

三豊市詫間町詫間字的場 6784 番 22 地先まで 

主要地方道（21 号） 

丸亀詫間豊浜線 

三豊市仁尾町仁尾字浜辛 15 番４地先から 

観音寺市豊浜町姫浜字下喜吐地 905 番１地先まで 

主要地方道（23 号） 

詫間琴平線 

三豊市詫間町詫間字的場 6784 番 22 地先から 

仲多度郡まんのう町佐文字猟師 803 番１地先まで 

主要地方道（24 号） 

善通寺大野原線 

善通寺市与北町字下西原 3317 番４地先から 

三豊市高瀬町下麻字荒井 1055 番１地先まで 

主要地方道（24 号） 

善通寺大野原線 

三豊市高瀬町佐股字岡畑甲 811 番８地先から 

観音寺市本大町字江藤道東 1868 番３地先まで 

主要地方道（25 号） 

善通寺多度津線 

善通寺市生野町字原 477 番１地先から 

善通寺市上吉田町字上原 107 番３地先まで 

主要地方道（25 号） 

善通寺多度津線 

善通寺市上吉田町字鳥ノ子 384 番３地先から 

善通寺市稲木町字川原 56 番地まで 

主要地方道（25 号） 

善通寺多度津線 

仲多度郡多度津町大字葛原字小塚 1910 番２地先から 

仲多度郡多度津町京町甲 479 番４地先まで 

主要地方道（25 号） 

善通寺多度津線 

仲多度郡多度津町仲ノ町乙 290 番１地先から 

仲多度郡多度津町多度津大通り甲 1015 番１地先まで 

主要地方道（26 号） 

土庄福田線 

小豆郡土庄町淵崎字川向甲 2058 番１地先から 

小豆郡小豆島町福田字二ノ坪甲 1196 番４地先まで 

主要地方道（28 号） 

坂手港線 

小豆郡小豆島町坂手字坂手浜甲 1834 番６地先から 

小豆郡小豆島町安田字植松甲144番 72 地先まで 



主要地方道（33 号） 

高松善通寺線 

高松市中央町１番８地先から 

丸亀市原田町字東三分一 2249 番１地先まで 

主要地方道（35 号） 

豊中三野線 

三豊市豊中町比地大字唐頭 704 番１地先から 

三豊市豊中町笠田笠岡字南 2136 番地先まで 

主要地方道（36 号） 

高松牟礼線 

高松市高松町字角屋 2373 番１地先から 

高松市庵治町字浜 6384 番６地先まで 

主要地方道（37 号） 

三木津田線 

さぬき市寒川町神前字山崎 1643 番６地先から 

さぬき市津田町津田字流田 1567 番１地先まで 

主要地方道（38 号） 

三木牟礼線 

木田郡三木町大字氷上字花丸 917 番７地先から 

高松市牟礼町原字上井手西 2518 番７地先まで 

主要地方道（40 号） 

白鳥引田線 

東かがわ市西山字道下 787 番１地先から 

東かがわ市引田字塩屋 1674 番１地先まで 

主要地方道（41 号） 

大内白鳥インター線 

東かがわ市三本松 1219 番１地先から 

東かがわ市白鳥字寺前 1757 番地先まで 

主要地方道（42 号） 

小蓑前田東線 

高松市前田東町 558 番３地先から 

木田郡三木町大字池戸字穴田 1694 番２地先まで 

主要地方道（43 号） 

中徳三谷高松線 

高松市三谷町字中原 385 番２地先から 

高松市木太町字洲端道下 2293 番６地先まで 

主要地方道（43 号） 

中徳三谷高松線 

高松市花園町一丁目 1352 番１地先から 

高松市中新町 11 番１地先まで 

主要地方道（44 号） 

円座香南線 

高松市中間町字東井坪 459 番１地先から 

高松市岡本町字幸ノ神 895 番１地先まで 

主要地方道（45 号） 

高松空港線 

高松市香南町由佐字高根 3473 番 52 地先から 

高松市香南町岡字本村 364 番１地先まで 

主要地方道（46 号） 

長尾丸亀線 

仲多度郡まんのう町長尾字長塚 948 番１地先から 

仲多度郡まんのう町羽間字安造田 1815 番５地先まで 

主要地方道（47 号） 

岡田善通寺線 

仲多度郡琴平町上櫛梨字土福 1021 番１地先から 

善通寺市大麻町字中土居 1172 番１地先まで 

主要地方道（48 号） 

善通寺詫間線 

善通寺市善通寺町七丁目 347 番５地先から 

善通寺市善通寺町 908 番６地先まで 

主要地方道（49 号） 

観音寺善通寺線 

観音寺市観音寺町字下柳甲 2993 番５地先から 

観音寺市観音寺町字白浜甲 1215 番８地先まで 

主要地方道（49 号） 

観音寺善通寺線 

観音寺市天神町一丁目甲 315 番１地先から 

観音寺市茂木町三丁目甲 441 番１地先まで 

一般県道（122 号） 

津田引田線 

東かがわ市三本松2268番54地先から 

東かがわ市三本松 529 番１地先まで 

一般県道（127 号） 

三本松港線 

東かがわ市三本松529番１地先から 

東かがわ市湊字岡前 672 番１地先まで 

一般県道（129 号） 

水主三本松線 

東かがわ市水主 4785 番地先から 

東かがわ市西村 1489 番３地先まで 

一般県道（135 号） 

大串志度線 

さぬき市志度町志度字田中 560 番３地先から 

さぬき市志度町志度字田中 660 番９地先まで 



一般県道（140 号） 

富田西鴨庄線 

さぬき市寒川町神前字遊良 1783 番２地先から 

さぬき市寒川町神前字山崎 1644 番９地先まで 

一般県道（141 号） 

石田東志度線 

さぬき市寒川町石田東字本村甲 787 番１地先 

さぬき市寒川町神前字遊良 1848 番２地先 

一般県道（141 号） 

石田東志度線 

さぬき市末字西内間 1532 番４地先から 

さぬき市志度字赤馬崎 1900 番９地先まで 

一般県道（147 号） 

太田上町志度線 

高松市多肥上町字宮尻 1432 番３地先から 

高松市林町字新町 2217 番１地先まで 

一般県道（147 号） 

太田上町志度線 

さぬき市志度字花池尻 2558 番７地先から 

さぬき市志度字珠橋 366 番８地先まで 

一般県道（155 号） 

牟礼中新線 

高松市多賀町二丁目 17 番 11 地先から 

高松市木太町字洲端 2173 番３地先まで 

一般県道（157 号） 

高松東港線 

高松市朝日町五丁目 538 番地先から 

高松市福岡町四丁目 29 番 14 地先まで 

一般県道（159 号） 

高松港線 

高松市城東町一丁目１番３地先から 

高松市通町１番２地先まで 

一般県道（160 号） 

高松港栗林公園線 

高松市通町６番２地先から 

高松市桜町二丁目 692 番４地先まで 

一般県道（161 号） 

高松坂出線 

高松市香西北町 707 番４地先から 

坂出市林田町字馬場南 3102 番１地先まで 

一般県道（170 号） 

高松香川線 

高松市香川町大野字上中津 2001 番１地先から 

高松市香川町大野字北口 1004 番１地先まで 

一般県道（171 号） 

国分寺太田上町線 

高松市国分寺町新居字大谷 171 番１地先から 

高松市御厩町字原引 1617 番３地先まで 

一般県道（173 号） 

高松停車場栗林公園線 

高松市西内町１番４地先から 

高松市錦町一丁目 116 番１地先まで 

一般県道（173 号） 

高松停車場栗林公園線 

高松市番町一丁目９番 12 地先から 

高松市天神前６番 27 地先まで 

一般県道（174 号） 

千疋高松線 

高松市香南町西庄字土居 1199 番４地先から 

高松市岡本町字本村 1248 番３地先まで 

一般県道（175 号） 

衣掛郷東線 

高松市鶴市町 2030 番 28 地先から 

高松市郷東町３番１地先まで 

一般県道（176 号） 

檀紙鶴市線 

高松市檀紙町字八幡 1515 番１地先から 

高松市鶴市町 2030 番 28 地先まで 

一般県道（178 号） 

山崎御厩線 

高松市中間町字東井坪 471 番 15 地先から 

高松市檀紙町字八幡 1596 番１地先まで 

一般県道（180 号） 

鴨川停車場五色台線 

高松市生島町 398 番２地先から 

高松市亀水町 53 番１地先まで 

一般県道（183 号） 

綾川国分寺線 

綾歌郡綾川町滝宮 298 番３地先から 

綾歌郡綾川町滝宮 294 番７地先まで 

一般県道（184 号） 

綾川府中線 

綾歌郡綾川町滝宮字鴻巣 297 番 26 地先から 

坂出市府中町字迯田中所 3995 番２地先まで 



一般県道（186 号） 

大屋冨築港宇多津線 

坂出市林田町字馬場南 3102 番１地先から 

坂出市築港町一丁目 306 番１地先まで 

一般県道（186 号） 

大屋冨築港宇多津線 

坂出市御供所町三丁目413番95地先から 

綾歌郡宇多津町字新開 2408 番２地先まで 

一般県道（187 号） 

林田府中線 

坂出市林田町字馬場南 3104 番５地先から 

坂出市加茂町甲字畑部 659 番１地先まで 

一般県道（190 号） 

炭所東琴平線 

仲多度郡まんのう町炭所西字一本松 1481 番４地先から 

仲多度郡まんのう町炭所西字片岡乙 1457 番４地先まで 

一般県道（190 号） 

炭所東琴平線 

仲多度郡琴平町五條字馬場南 1057 番４地先から 

仲多度郡琴平町五條字本村 492 番５地先まで 

一般県道（191 号） 

富熊宇多津線 

綾歌郡宇多津町大字東分字本村西 1650 番１地先から 

綾歌郡宇多津町字新開 2386 番１地先まで 

一般県道（192 号） 

瀬居坂出港線 

坂出市番の州公園６番 41 地先から 

坂出市番の州町６番５地先まで 

一般県道（192 号） 

瀬居坂出港線 

坂出市西大浜北一丁目 50 番 15 地先から 

坂出市御供所町３丁目 413 番 95 地先まで 

一般県道（192 号） 

瀬居坂出港線 

坂出市築港町二丁目310番93地先から 

坂出市築港町一丁目 306 番５地先まで 

一般県道（193 号） 

川津丸亀線 

綾歌郡宇多津町字平山 2628 番 16 地先から 

丸亀市塩屋町三丁目 1703 番１地先まで 

一般県道（197 号） 

財田まんのう線 

三豊市財田町財田上字下大口 5621 番１地先から 

仲多度郡まんのう町長尾字長塚 945 番２地先まで 

一般県道（199 号） 

炭所西善通寺線 

仲多度郡まんのう町炭所西字一本松 1481 番２地先から 

仲多度郡まんのう町炭所西字一本松 1481 番８地先まで 

一般県道（200 号） 

まんのう善通寺線 

仲多度郡まんのう町四條字東村 785 番５地先から 

仲多度郡まんのう町公文字谷下 780 番２地先まで 

一般県道（203 号） 

丸亀港線 

丸亀市西平山町 309 番１地先から 

丸亀市風袋町 209 番地先まで 

一般県道（206 号） 

原田琴平線 

仲多度郡琴平町榎井 709 番２地先から 

仲多度郡琴平町五條 154 番８地先まで 

一般県道（209 号） 

善通寺停車場線 

善通寺市文京町二丁目 1161 番５地先から 

善通寺市文京町 648 番 66 地先まで 

一般県道（213 号） 

多度津停車場線 

仲多度郡多度津町栄町三丁目甲 41 番１地先から 

仲多度郡多度津町仲ノ町乙 286 番地１地先まで 

一般県道（215 号） 

多度津港線 

仲多度郡多度津町東浜乙 731 番地先から 

仲多度郡多度津町東浜乙 147 番１地先まで 

一般県道（216 号） 

山階多度津線 

仲多度郡多度津町青木字宿地 747 番２地先から 

仲多度郡多度津町本通二丁目甲 660 番１地先まで 

一般県道（216 号） 

山階多度津線 

仲多度郡多度津町西浜乙 87 番１地先から 

仲多度郡多度津町大通り甲 1019 番２地先まで 

一般県道（219 号） 

神田高瀬線 

三豊市高瀬町上高瀬字原 835 番１地先から 

三豊市高瀬町上高瀬字川下 134 番１地先まで 



一般県道（220 号） 

大見吉津仁尾線 

三豊市三野町下高瀬字長坂 3153 番７地先から 

三豊市三野町大見字道免南甲 951 番１地先まで 

一般県道（221 号） 

宮尾高瀬線 

三豊市高瀬町下勝間字長坂 3153 番 13 地先から 

三豊市高瀬町下勝間字加茂 2784 番１地先まで 

一般県道（231 号） 

詫間仁尾線 

三豊市詫間町詫間字的場 6782 番８地先から 

三豊市仁尾町仁尾字浜辛 12 番２地先まで 

一般県道（237 号） 

黒渕本大線 

観音寺市柞田町字黒渕乙 1431 番１地先から 

観音寺市本大町字井手南 1603 番１地先まで 

一般県道（238 号） 

観音寺港線 

観音寺市港町一丁目甲4067番１地先から 

観音寺市西本町一丁目甲 2352 番１地先まで 

一般県道（241 号） 

丸井萩原豊浜線 

観音寺市大野原町福田原字藤目 106 番１地先から 

観音寺市大野原町丸井字大河内 2121 番１地先まで 

一般県道（242 号） 

福田原観音寺線 

観音寺市大野原町丸井字西 370 番１地先から 

観音寺市大野原町青岡字宮下 593 番１地先まで 

一般県道（244 号） 

先林姫浜線 

観音寺市豊浜町姫浜字下喜吐地 892 番１地先から 

観音寺市豊浜町姫浜字下喜吐地 872 番１地先まで 

一般県道（252 号） 

上庄池田線 

小豆郡土庄町上庄字原谷 1031 番１地先から 

小豆郡小豆島町池田字迎地 1934 番１地先まで 

一般県道（254 号） 

本町小瀬土庄港線 

小豆郡土庄町字大木戸沖甲5165番234地先から 

小豆郡土庄町字吉ケ浦甲 5978 番 15 地先まで 

一般県道（256 号） 

北風戸積浦線 

香川郡直島町南風戸 2572 番地先から 

香川郡直島町字内新田 1708 番５地先まで 

一般県道（271 号） 

豊中仁尾線 

三豊市豊中町比地大字唐頭 713 番１地先から 

三豊市仁尾町仁尾字南草木乙204番２地先まで 

一般県道（272号） 

高松志度線 

高松市木太町字西村 1130 番５地先から 

さぬき市志度字正面 2228 番３地先まで 

一般県道（279 号） 

三木寒川線 

さぬき市長尾名字松本 797 番３地先から 

さぬき市長尾名字池ノ内 1675 番４地先まで 

一般県道（282号） 

高松琴平線 

仲多度郡琴平町榎井字中之町 700 番５地先から 

丸亀市綾歌町岡田下字咲屋 307 番１地先まで 

臨港道路（詫間港） 

経面３号臨港線 

三豊市詫間町詫間字経面 2112 番 17 地先から 

三豊市詫間町詫間字経面 2102 番 21 地先まで 

臨港道路（詫間港） 

経面４号臨港線 

三豊市詫間町詫間字経面 2112 番 75 地先から 

三豊市詫間町詫間字経面 2112 番 17 地先まで 

臨港道路（高松港） 

朝日町本線 

高松市朝日町四丁目 496 番 29 地先から 

高松市福岡町二丁目 480 番 50 地先まで 

臨港道路（高松港） 

石油基地本線 

高松市朝日町四丁目 496 番 59 地先から 

高松市朝日町四丁目 496 番 179 地先まで 

臨港道路（高松港） 

Ｃ地区２号線 

高松市朝日町五丁目 538 番１地先から 

高松市朝日町五丁目 538 番１地先まで 

臨港道路（高松港） 

Ｃ地区 14 号線 

高松市朝日町五丁目 535 番４地先から 

高松市朝日町五丁目 538 番１地先まで 



臨港道路（高松港） 

Ｆ地区７号線 

高松市朝日新町９番６地先から 

高松市朝日新町１番 14 地先まで 

臨港道路（高松港） 

Ｆ地区 21 号線 

高松市朝日新町８番２地先から 

高松市朝日新町９番６地先まで 

臨港道路（高松港） 

Ｇ地区１号線 

高松市朝日町六丁目 567 番地先から 

高松市朝日町六丁目 561 番１地先まで 

臨港道路（津田港） 

津田港臨港道路 

さぬき市津田町津田字流田 1512 番４地先から 

さぬき市津田町津田字流田 1559 番４地先まで 

臨港道路（三本松港） 

９号臨港道路 

東かがわ市三本松 2268 番 57 地先から 

東かがわ市三本松 2268 番 54 地先まで 

 

 ※別添区間指定路線図の県管理道（赤線）部分参照。 


