
路線番号 路　線　名 ふ　り　が　な
203 丸亀港線 まるがめこうせん
204 丸亀停車場線 まるがめていしゃじょうせん
205 多度津丸亀線 たどつまるがめせん
206 原田琴平線 はらだことひらせん
207 琴平停車場琴平公園線 ことひらていしゃじょうことひらこうえんせん

路線番号 路　線　名 ふ　り　が　な 路線番号 路　線　名 ふ　り　が　な 208 大麻琴平買田線 おおさことひらかいたせん
121 川股馬宿線 かわまたうまやどせん 209 善通寺停車場線 ぜんつうじていしゃじょうせん

四国横断自動車道 しこくおうだんじどうしゃどう 122 津田引田線 つだひけたせん 212 多度津善通寺線 たどつぜんつうじせん
123 引田港線 ひけたこうせん 213 多度津停車場線 たどつていしゃじょうせん

国道11号 125 讃岐白鳥停車場線 さぬきしろとりていしゃじょうせん 214 多度津停車場道隆寺線 たどつていしゃじょうどうりゅうじせん
国道11号（高松東道路） （たかまつひがしどうろ） 126 讃岐白鳥停車場湊線 さぬきしろとりていしゃじょうみなとせん 215 多度津港線 たどつこうせん
国道30号 127 三本松港線 さんぼんまつこうせん 216 山階多度津線 やましなたどつせん
国道30号（瀬戸中央自動車道） （せとちゅうおうじどうしゃどう） 128 三本松停車場線 さんぼんまつていしゃじょうせん 217 西白方善通寺線 にししらかたぜんつうじせん
国道32号 129 水主三本松線 みずしさんぼんまつせん 218 財田上高瀬線 さいたかみたかせせん
国道319号 130 中村落合線 なかむらおちあいせん 219 神田高瀬線 こうだたかせせん

131 丹生停車場線 にぶていしゃじょうせん 220 大見吉津仁尾線 おおみよしづにおせん
国道１９３号 132 田面入野山線 たづらにゅうのやません 221 宮尾高瀬線 みやおたかせせん
国道３１８号 133 富田中津田線 とみだなかつだせん 222 下高瀬高瀬線 しもたかせたかせせん
国道３７７号 134 讃岐津田停車場線 さぬきつだていしゃじょうせん 223 詫間停車場線 たくまていしゃじょうせん
国道４３６号 135 大串志度線 おおぐししどせん 224 岡本高瀬線 おかもとたかせせん
国道４３８号 136 志度小田津田線 しどおだつだせん 225 羽方豊中線 はがたとよなかせん
国道４９２号 137 大串鴨部線 おおぐしかべせん 226 財田西豊中線 さいたにしとよなかせん

139 富田中鴨部線 とみだなかかべせん 227 汐木洲崎詫間線 しおぎすざきたくません
1 徳島引田線 とくしまひけたせん 140 富田西鴨庄線 とみだにしかもしょうせん 229 本山停車場線 もとやまていしゃじょうせん
2 津田川島線 つだかわしません 141 石田東志度線 いしだひがししどせん 230 帰来本山停車場線 きらいもとやまていしゃじょうせん
3 志度山川線 しどやまかわせん 142 造田停車場線 ぞうたていしゃじょうせん 231 詫間仁尾線 たくまにおせん
4 丸亀三好線 まるがめみよしせん 145 八栗原線 やくりはらせん 232 紫雲出山線 しうでやません
5 観音寺池田線 かんおんじいけだせん 146 八栗牟礼線 やくりむれせん 233 仁尾港線 におこうせん
6 込野観音寺線 こみのかんおんじせん 147 太田上町志度線 おおたかみまちしどせん 234 大浜仁尾線 おおはまにおせん
7 美馬塩江線 みましおのえせん 148 多和三木線 たわみきせん 235 室本港線 むろもとこうせん
8 観音寺佐野線 かんおんじさのせん 150 屋島停車場屋島公園線 やしまていしゃじょうやしまこうえんせん 236 室本流岡線 むろもとながれおかせん
9 大野原川之江線 おおのはらかわのえせん 153 大滝上西線 おおたきかみにしせん 237 黒渕本大線 くろふちもとだいせん
10 高松長尾大内線 たかまつながおおおちせん 154 久保谷塩江線 くぼたにしおのえせん 238 観音寺港線 かんおんじこうせん
12 三木国分寺線 みきこくぶんじせん 155 牟礼中新線 むれなかじんせん 239 観音寺港観音寺停車場線 かんおんじこうかんおんじていしゃじょうせん
13 三木綾川線 みきあやがわせん 156 西植田高松線 にしうえたたかまつせん 240 粟井観音寺線 あわいかんおんじせん
14 屋島公園線 やしまこうえんせん 157 高松東港線 たかまつひがしこうせん 241 丸井萩原豊浜線 まるいはぎはらとよはません
16 高松王越坂出線 たかまつおうごしさかいでせん 159 高松港線 たかまつこうせん 242 福田原観音寺線 ふくだはらかんおんじせん
17 府中造田線 ふちゅうそうだせん 160 高松港栗林公園線 たかまつこうりつりんこうえんせん 243 豊浜停車場線 とよはまていしゃじょうせん
18 善通寺府中線 ぜんつうじふちゅうせん 161 高松坂出線 たかまつさかいでせん 244 先林姫浜線 さきばやしひめはません
19 坂出港線 さかいでこうせん 163 栗林停車場今里線 りつりんていしゃじょういまざとせん 245 豊浜港線 とよはまこうせん
20 坂出停車場線 さかいでていしゃじょうせん 164 三谷香川線 みたにかがわせん 246 福田港神懸線 ふくだこうかんかけせん
21 丸亀詫間豊浜線 まるがめたくまとよはません 165 東谷岩崎線 ひがしだにいわさきせん 248 橘大角坂手港線 たちばなおおかどさかてこうせん
22 善通寺綾歌線 ぜんつうじあやうたせん 166 岩崎高松線 いわさきたかまつせん 249 田浦坂手港線 たのうらさかてこうせん
23 詫間琴平線 たくまことひらせん 167 枌所西中徳線 そぎしょにしちゅうとくせん 250 三都港平木線 みとこうひらきせん
24 善通寺大野原線 ぜんつうじおおのはらせん 170 岡本香川線 おかもとかがわせん 251 蒲野西村線 かまのにしむらせん
25 善通寺多度津線 ぜんつうじたどつせん 171 国分寺太田上町線 こくぶんじおおたかみまちせん 252 上庄池田線 かみしょういけだせん
26 土庄福田線 とのしょうふくだせん 172 川東高松線 かわひがしたかまつせん 253 屋形崎小江渕崎線 やかたざきおえふちざきせん
27 土庄神懸線 とのしょうかんかけせん 173 高松停車場栗林公園線 たかまつていしゃじょうりつりんこうえんせん 254 本町小瀬土庄港線 ほんまちこせとのしょうこうせん
28 坂手港線 さかてこうせん 174 千疋高松線 せんびきたかまつせん 255 豊島循環線 てしまじゅんかんせん
29 寒霞溪公園線 かんかけいこうえんせん 175 衣掛郷東線 こかけごうとうせん 256 北風戸積浦線 きたせとつむうらせん
30 塩江屋島西線 しおのえやしまにしせん 176 檀紙鶴市線 だんしつるいちせん 257 本島循環線 ほんじまじゅんかんせん
31 嶮岨山線 けんそざんせん 177 円座香西線 えんざこうざいせん 258 広島循環線 ひろしまじゅんかんせん
33 高松善通寺線 たかまつぜんつうじせん 178 山崎御厩線 やまさきみまやせん 259 大久保田の上線 おおくぼたのうえせん
34 石井引田線 いしいひけたせん 179 端岡停車場線 はしおかていしゃじょうせん 260 長崎本浦線 ながさきほんうらせん
35 豊中三野線 とよなかみのせん 180 鴨川停車場五色台線 かもがわていしゃじょうごしきだいせん 261 京浜下新田線 きょうはましもしんでんせん
36 高松牟礼線 たかまつむれせん 182 千疋西分線 せんびきにしぶんせん 262 伊吹循環線 いぶきじゅんかんせん
37 三木津田線 みきつだせん 183 綾川国分寺線 あやがわこくぶんじせん 263 鹿庭奥山線 かにわおくやません
38 三木牟礼線 みきむれせん 184 綾川府中線 あやがわふちゅうせん 264 田面富田西線 たづらとみだにしせん
39 国分寺中通線 こくぶんじなかとうせん 185 造田滝宮線 そうだたきのみやせん 265 枌所西造田線 そぎしょにしそうだせん
40 白鳥引田線 しろとりひけたせん 186 大屋冨築港宇多津線 おおやぶちっこううたづせん 266 勅使室新線 ちょくしむろじんせん
41 大内白鳥インタ－線 おおちしろとりいんたーせん 187 林田府中線 はやしだふちゅうせん 268 神の浦吉野線 こうのうらよしのせん
42 小蓑前田東線 こみのまえだひがしせん 188 城山鴨川線 きやまかもがわせん 271 豊中仁尾線 とよなかにおせん
43 中徳三谷高松線 ちゅうとくみたにたかまつせん 189 城山川津線 きやまかわつせん 272 高松志度線 たかまつしどせん
44 円座香南線 えんざこうなんせん 190 炭所東琴平線 すみしょひがしことひらせん 273 櫃石島線 ひついしじません
45 高松空港線 たかまつくうこうせん 191 富熊宇多津線 とみくまうたづせん 274 与島線 よしません
46 長尾丸亀線 ながおまるがめせん 192 瀬居坂出港線 せいさかいでこうせん 278 綾歌綾川線 あやうたあやがわせん
47 岡田善通寺線 おかだぜんつうじせん 193 川津丸亀線 かわつまるがめせん 279 三木寒川線 みきさんがわせん
48 善通寺詫間線 ぜんつうじたくません 194 飯野宇多津線 いいのうたづせん 280 高松香川線 たかまつかがわせん
49 観音寺善通寺線 かんおんじぜんつうじせん 195 岡田丸亀線 おかだまるがめせん 281 五色台線 ごしきだいせん

197 財田まんのう線 さいたまんのうせん 282 高松琴平線 たかまつことひらせん
102 引田滝宮線 ひけたたきのみやせん 199 炭所西善通寺線 すみしょにしぜんつうじせん
105 多和脇線 たわわきせん 200 まんのう善通寺線 まんのうぜんつうじせん 269 塩江香川高松自転車道線 しおのえかがわたかまつじてんしゃどうせん
106 穴吹塩江線 あなぶきしおのえせん 201 塩入停車場線 しおいりていしゃじょうせん 270 丸亀琴平観音寺自転車道線 まるがめことひらかんおんじじてんしゃどうせん
108 勝浦三野線 かつうらみのせん 202 春日讃岐財田停車場線 かすがさぬきさいたていしゃじょうせん 277 香川坂出丸亀自転車線 かがわさかいでまるがめじてんしゃどうせん

一般県道（自転車専用道路）

主要地方道

一般県道

　　　 T　H　E　　 R　O　A　D　　O　F　　K　A　G　A　W　A　　p　r　e　f　.

高速自動車国道

国道（指定区間）

一般国道（指定区間外）

香 川 の 道 路

香川県の道路名称 ( 国・県道 ）


