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４ 避難路一覧表（１／３） 

地区名 路線番号 路線名 地区名 路線番号 路線名
1101 滝ノ奥線 4429 吉野川団地北線
1102 真鈴線 4432 須賀坊線
1103 引地岡線 4435 末大山谷線
1201 太刀野山井ノ久保線 4441 吹線
1202 山根線 4445 清水堂線
1203 太刀野山大屋敷線 4463 向線
1205 川又線 4474 平岩坂線
1301 藤黒線 4481 荒倉線
1304 花園中線 4486 下影線
1306 神ノ木線 4513 色原線
1307 栗林線 4538 杉ノ木登越線
1317 川縁線 4539 旧中津上河原線
1319 崎線 4557 森里川線
1325 清水北線 4558 三樫尾線
1347 滝谷線 4661 タクミ田長田線
1348 一丁橋線 4693 辻高なでしこ橋線
1356 荒神線 農井-1 上大久保線
1357 すみや線 農井-2 岩坂線
1367 西光寺線 農井-5 西ﾉ浦尾越線
1373 西滝ノ奥線 農井-7 倉石線
1383 坂ノ上線 農井-8 西ﾉ浦線
1385 宮ノ久保線 農井-11 岡田線
1386 宮ノ久保１号線 林井-3 岩坂線
1413 総林線 林井-6 新喜来線
1422 花園線 林井-12 駒倉知行線
1441 立石線 2101 栄町線
1448 木戸口線 2102 上野水木西井川線
1456 蝉谷線 2103 藤ノ井赤鳥居線
1476 太刀野山大平１号線 2104 柳沢線
1489 清水太刀野線 2105 敷ノ上西山線
1491 東川原１号線 2106 白地線
1528 塩塚１号 2107 板野中西線
1557 花園東川原線 2108 漆川橋大利線
1579 清水加茂野宮線 2110 雲辺寺線
1580 上佐古馬瓶線 2210 八幡板野線
1581 上窪明神線 2111 上野池南線
1609 東王地線 2112 東馬場線
1610 下東王地１号線 2109 川崎線
2102 上野水木西井川線 2201 中尾線
4101 片山線 2202 峰ノ久保野呂内線
4102 上吹線 2203 西山線
4103 正夫下久保線 2204 西山牧場線
4104 弓木線 2205 さいの神線
4105 九門知行線 2206 谷町線
4106 安田西ﾉ浦線 2207 杉尾線
4107 流堂安田線 2208 八光線
4201 上吹正夫線 2209 駅前新池線
4202 知行荒倉線 2211 井ノ久保線
4203 了簡下久保線 2212 大宗線
4204 中津三樫尾線 2213 本名府甲部線
4205 新駒倉線 2214 中西懸石線
4206 北地段地線 2215 高戸星線
4301 東里川線 2216 北谷線
4302 旭線 2217 中津川線
4314 辻線 2218 石内線
4335 辻高プラント線 2219 千足線
4351 井中1号線 2220 大利線
4356 踏切水槽線 2221 明瀬線
4357 中村ヒラソ線 2222 国畑線
4361 新ヒラソ線 2223 松尾線
4369 寺踏切網付線 2224 尾後線
4371 八幡２号線 2225 白地境目線
4388 吉本出ノ上線 2306 東町島線
4402 相知西里川線 2307 新町島線

井川町
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４ 避難路一覧表（２/３） 

 

地区名 路線番号 路線名 地区名 路線番号 路線名
2317 戎子線 3211 水無線
2322 御幸線 3212 津屋橋影線
2328 本町線 3215 西大野線
2329 中通線 3301 大門寺野線
2331 上野柳川線 3312 柴川線
2340 上野線 3313 茂地線
2346 山田線 3316 川茂信正線
2350 高友八幡線 3317 東大野線
2356 吉野川運動公園線 3318 川面線
2365 駅前新池線分岐1号支線 3324 引地末貞線
2366 西矢塚線 3326 国政冬谷線
2370 上野西山線 3327 白川口合路線
2378 新町供養地線 3330 陣立屋線
2513 舟原線 3331 大津線
2516 西州津線 3334 羽瀬線
2537 野呂内猪鼻線 3337 柿野尾線
2538 空堂線 3338 赤野内六線
2550 箸蔵学校線 3340 境谷大谷線
2607 堂面大泉線 3341 大川持３号線
2617 沼谷境目線 3360 城山線
2632 白地井ノ久保線 3364 桑内白川線
2637 白地峰線 3367 平中央線
2644 檜尾線 3369 平上線
2648 馬路有安線 3373 阿戸国政線
2815 大川北線 3380 光兼影線
2817 漆川線 3382 津屋線
2825 大川線 3399 中野線
2843 大申線 3405 末貞冬谷線
2845 山貝線 3407 仏子落合線
2853 久尾線 3409 桑才線

農池-19 入体線 3418 大寺線
農池-15 阿讃西部1工区木屋床峰ノ久保線 3419 津屋３号線
農池-16 阿讃西部2工区落船原線 3421 若山大和川線分岐１号支線
農池-39 県営農地開発線 3424 川口中学校線
農池-40 西馬場下線 3430 政友双子布線
農池-41 井ノ久保中央線 3435 寺野線
林池-3 池田漆川線 農山-3 長淵羽瀬線
林池-12 川崎国見山線 農山-8 岩戸線
3101 祖谷口大和川線 農山-12 中之瀬線
3102 大門川口線 林山-1 下名大田口線
3103 大和川大川持線 林山-12 小川平線
3104 大川持１号線 林山-14 南日浦線
3105 相川大和川線 林山-18 テクジ線
3106 銅山川北岸線 林山-29 下名粟山線
3107 中之瀬双子布線 6101 一宇小祖谷線
3108 テウト谷線 6102 一宇重末線
3109 信正大野線 6103 善徳重末線
3110 黒川線 6104 善徳東線
3111 川口黒川線 6201 戸ノ谷線
3112 千坊殿野線 6202 田ノ内線
3113 仏子塩塚線 6203 吾橋西岡線
3114 西宇１号線 6204 吾橋重末線
3115 日浦線 6205 閑定線
3116 小川谷線 6304 善徳窓線
3201 若山大和川線 6309 戸ノ谷上線
3202 下川線 6315 大歩危川崎線
3203 下川大和川線 6330 西岡徳善線
3204 瀬貝脇線 6331 善徳下線
3205 大月線 6336 吾橋後山線
3206 大谷千切線 6338 有瀬中線
3207 政友線 6340 有瀬上線
3208 白川赤谷線 6342 尾井ノ内後山線
3209 光兼仏子線 6345 徳善西線
3210 仏子粟山線 6346 有瀬中央線

池田町

山城町
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西祖谷山村



10-7 

４ 避難路一覧表（３/３） 

※避難路一覧表に掲載されていない道路であっても、各居宅から避難所までの経路上にあ

る公衆用道路については避難路とする。 

地区名 路線番号 路線名 地区名 路線番号 路線名
6351 一宇線 林東-7 樫尾線

林西-1 谷間豊永線 林東-8 日和茶線
5101 和田下瀬線 林東-9 熊谷線
5102 釣井若林線 林東-19 京上大枝線
5104 中上京上線 林東-20 菅生久保線
5105 奥の井落合線 林東-25 阿佐古味線
5107 釜ヶ谷菅生線 林東-30 今井線
5108 久保東線 林東-31 釜ヶ谷線
5201 高野小島線 林東-32 樫尾阿佐線
5202 今井和田線 林東-33 上和田線
5203 樫尾阿佐線 林東-3* 小島線
5204 大枝線 林東-3* 釣井中尾線
5205 奥の井線
5206 久保菅生線
5305 菅生奥線
5309 西山菅生小学校線
5313 野平下瀬線
5320 栃ノ瀬京柱線
5334 小島佐野線
5335 名頃菅生小学校線
5336 菅生蔭奥線
5337 くるす保命線
5338 菅生奥線
5339 落合下線
5343 下浦線
5345 小島下線
5349 和田線
5350 久保西山線
5352 樫尾線
5358 大西橋線
5359 栃ノ瀬京上線
5359 栃ノ瀬京上線
5362 久保蔭線
5363 久保上線
5364 菅生線
5365 釣井線
5366 大宮久保線
5367 高野1号線
5371 久保蔭1号線
5372 大西線
5375 奥ノ井線分岐1号支線
5376 元井線
5377 落合線
53** 釜ヶ谷菅生線分岐1号支線

農東-1 下の瀬線
農東-2 樫尾中線
農東-11 京上線
農東-12 釜ヶ谷線
農東-14 和田線
農東-16 落合上線
農東-18 九鬼線
農東-19 大日線
農東-21 平線
農東-22 西山下線
農東-23 落合下線
農東-25 くるす下線
農東-26 若林線
農東-28 新居屋線
農東-29 奥の井線
農東-30 菅生日浦線
農東-31 下浦線
農東-32 落合中線
農東-35 大枝中線
林東-3 深渕落合線

西祖谷山村

東祖谷

東祖谷




