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原田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金蔵寺町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下吉田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

木徳町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
稲木町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

碑殿町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中村町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

櫛梨町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

与北町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大麻町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生野町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生野本町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文京町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文京町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生野本町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町七丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文京町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文京町四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上吉田町八丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町七丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町六丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙遊町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町三丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙遊町二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中村町一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善通寺町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

弘田町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

吉原町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

碑殿町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

角上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川添　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

六条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下五条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大下所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東下所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鴨井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
毘沙門堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中五条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榎ノ間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西下所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稲木永井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

樋ノ前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原添　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中村永井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下吉田永井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南五条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

池ノ前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下所東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松浦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西五条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下所中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下所西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

毘沙門堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
榎田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

木ノ前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中砂古　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下川原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西角　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

室ノ辻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

樋之口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本村東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東上代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高正地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二反地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

角下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨霧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

筋替　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荒神　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿弥陀堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西上代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下西原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本村西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鴨居下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鴨居上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上ノ村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

池下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

馬場下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田高田上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

陣山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

泉田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

船磐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田高田下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

八幡上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

丸山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松ノ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山浦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上新田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

革田上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

革田下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

古城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上ノ村山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中土居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

砂古東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下新田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下西村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西村上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東務主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下土居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

谷田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東西原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中川原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川添　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西務主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中西原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遊塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山相　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

弘汐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中筋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山端　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寝馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥ノ子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田尾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伏見奥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伏見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

九頭神　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上ミ田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長尾端　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

瓦谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大池東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮ケ尾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

砂古裏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大池ノ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

甲山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西ノ山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兼谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

朝比奈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荒神元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山ノ根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

筆山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

木ノ下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埋塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

谷渕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大坂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

買免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中原上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三ツ子池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

五反地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

程坂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

溝田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高柳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中原下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

除ノ下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鬼塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

口ノ町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

善三坊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

我拝師山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

炎摩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

久保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三本木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

堂の下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寺ノ前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上一坊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鷺井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

堂金光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

蟹ヶ谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上官坊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鍛治屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

常徳坊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

御館坊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

藤ノ木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

花篭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水莖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南ノ坊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

梶ノ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一心坊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兼政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東渕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

針ノ木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

矢ノ塚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

井ノ下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

火上山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

唐津山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

柿ノ木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

蓮池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西渕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

穴井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

柳谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三井谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三反畑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥坂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石切谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

蛇谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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善通寺市　防災行政無線拡声子局　位置図


