
図示 管理番号 道路管理者 通　称　名 所　在　地
1 岡2-07 岡山県 八　浜 玉野市八浜町大崎
2 岡2-11 岡山県 勢　力 赤磐市勢力
3 岡2-12 岡山県 曽　根 和気郡和気町和気
4 岡2-13 岡山県 大　島 倉敷市大島～浜町2丁目
5 岡2-14 岡山県 八　島 倉敷市玉島八島
6 岡2-15 岡山県 安　江 倉敷市安江
7 岡2-17 岡山県 足　立 新見市足立
8 岡2-18 岡山県 国分寺 津山市国分寺
9 岡2-19 岡山県 三　浦 津山市三浦
10 岡2-20 岡山県 泉 和気郡和気町泉
11 岡2-21 岡山県 加須山中帯江 倉敷市中帯江
12 岡2-01 岡山市 野　田 岡山市北区野田
13 岡2-02 岡山市 清　水 岡山市中区清水
14 岡2-03 岡山市 久　米 岡山市北区久米
15 岡2-04 岡山市 南　方 岡山市北区南方
16 岡2-05 岡山市 門　前 岡山市北区門前
17 岡2-06 岡山市 射　越 岡山市東区西大寺射越
18 岡2-08 岡山市 金　川 岡山市北区御津金川
19 岡2-09 岡山市 京橋南 岡山市北区京橋南町
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岡 岡山市 京橋南 岡山市北区京橋南町
20 岡2-10 岡山市 船頭町 岡山市北区船頭町

別掲 岡3-0101 岡山市 島　田 岡山市北区島田本町1丁目
別掲 岡3-0102 岡山市 胡麻田 岡山市北区北長瀬表町
別掲 岡3-0103 岡山市 新胡麻田 岡山市北区北長瀬表町
別掲 岡3-0104 岡山市 当新田 岡山市南区当新田
別掲 岡3-0105 岡山市 大福第２ 岡山市南区大福
別掲 岡3-0106 岡山市 大福第１ 岡山市南区大福
別掲 岡3-0107 岡山市 箕　島 岡山市南区箕島
別掲 岡3-0108 岡山市 妹　尾 岡山市南区妹尾
別掲 岡3-0109 岡山市 田　益 岡山市北区田益
別掲 岡3-0110 岡山市 宇垣原 岡山市北区御津宇垣
別掲 岡3-0111 岡山市 高松田中西阿曽線 岡山市北区高松田中
別掲 岡3-0112 岡山市 五反田 岡山市東区西大寺上2丁目

別掲 岡3-0113 岡山市 浅川東 岡山市東区浅川
別掲 岡3-0114 岡山市 浅川西 岡山市東区浅川
別掲 岡3-0115 岡山市 古新田第１ﾎﾟﾝﾌﾟ場 岡山市南区古新田
別掲 岡3-0116 岡山市 比丘尼橋地下道 岡山市北区尾上
別掲 岡3-0201 倉敷市 大　内 倉敷市大内
別掲 岡3-0202 倉敷市 中帯江 倉敷市中帯江
別掲 岡3-0203 倉敷市 加須山４号 倉敷市加須山
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別掲 岡3 0203 倉敷市 加須山４号 倉敷市加須山
別掲 岡3-0204 倉敷市 加須山１２号 倉敷市加須山
別掲 岡3-0205 倉敷市 加須山１４号 倉敷市加須山
別掲 岡3-0206 倉敷市 二日市有城 倉敷市加須山
別掲 岡3-0207 倉敷市 二日市 倉敷市二日市
別掲 岡3-0208 倉敷市 新　田 倉敷市新田
別掲 岡3-0209 倉敷市 笹　沖 倉敷市笹沖
別掲 岡3-0210 倉敷市 堀　南 倉敷市堀南
別掲 岡3-0211 倉敷市 東富井 倉敷市東富井
別掲 岡3-0212 倉敷市 西富井 倉敷市西富井
別掲 岡3-0213 倉敷市 西富井５号 倉敷市西富井
別掲 岡3-0214 倉敷市 上富井 倉敷市上富井
別掲 岡3-0215 倉敷市 中島新田 倉敷市中島
別掲 岡3-0216 倉敷市 大橋小溝 倉敷市中島
別掲 岡3-0217 倉敷市 昭　和 倉敷市昭和1丁目
別掲 岡3-0218 倉敷市 老　松 倉敷市老松町2丁目
別掲 岡3-0219 倉敷市 中島１４１号 倉敷市中島
別掲 岡3-0220 倉敷市 西阿知 倉敷市西阿知町西原
別掲 岡3-0221 倉敷市 堀　貫 倉敷市新倉敷駅前1丁目
別掲 岡3-0222 倉敷市 爪　崎 倉敷市玉島爪崎
別掲 岡3-0223 倉敷市 鶴新田 倉敷市連島町鶴新田
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別掲 岡 倉敷市 鶴新 倉敷市連島町鶴新
別掲 岡3-0224 倉敷市 北　面 倉敷市連島町西之浦
別掲 岡3-0225 倉敷市 古　森 倉敷市真備町箭田
別掲 岡3-0226 倉敷市 中　庄 倉敷市中庄
63 岡3-0701 総社市 常　盤 総社市三輪
64 岡3-0702 総社市 門　田 総社市門田
※ 岡3-0703 総社市 高松田中西阿曽線 総社市長良
65 岡3-0801 高梁市 段　町 高梁市段町～原田南町
66 岡3-0901 新見市 金　谷 新見市西方
67 岡2-16 新見市 西　方 新見市西方
68 岡3-1001 備前市 井田南 備前市穂浪
69 岡3-1002 備前市 塩　谷 備前市東片上
70 岡3-1003 備前市 伊　部 備前市伊部
71 岡3-1004 備前市 八木山 備前市八木山
72 岡3-1005 備前市 西河原 備前市吉永町吉永中
73 岡3-1201 赤磐市 穂　崎 赤磐市穂崎
74 岡3-1601 和気町 和　気 和気郡和気町和気
75 岡3-1701 早島町 無　津 都窪郡早島町早島
76 岡3-1702 早島町 長　津 都窪郡早島町早島
77 岡3-1703 早島町 下　野 都窪郡早島町早島
78 岡3 1704 早島町 大 池 都窪郡早島町早島
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78 岡3-1704 早島町 大　池 都窪郡早島町早島

※　岡3-0111、岡3-0703は同一箇所（岡山市、総社市境）のため、１箇所で計上
計 78 箇所


