
妊婦さんもラクラク駐車支援事業取り組み施設 
 

◇マークの説明 
（共用の状況）                                    

   妊婦さん用       障害者の方と共用          高齢者の方と共用  

 

（表示方法） 

  マタニティマークにて表示    マタニティマーク以外のマークを表示 

 

地域区分 施設の種類 施設名 区画数等 所在地 共用の状況 表示方法 

高松 

地区 
スポーツ・

文化施設 香川県立図書館 平面 2 高松市林町 2217-19 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 県立総合水泳プール 平面 1 高松市御厩町 1585-1 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 香川県総合運動公園 平面 第 1駐

車場 2 高松市生島町 614 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 香川県社会福祉総合センター 平面 2 高松市番町 1-10-35 
 

              路面表示 

スポーツ・

文化施設 高松市総合体育館 平面 1 高松市福岡町 4-3-6-1 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市南部運動場 平面 1 高松市三谷町 3125-4 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市福岡町プール 平面 1 高松市福岡町 3-33-24 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市石の民俗資料館 平面 1 高松市牟礼町牟礼 1810 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 讃岐国分寺跡資料館 平面 1 高松市国分寺町国分乙 177-1 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市亀水運動センター 平面 1 高松市亀水町 458 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市西部運動センター 平面 1 高松市鬼無町鬼無 10-2 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市かわなべスポーツセンター 平面 1 高松市川部町 932-7 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市香川総合体育館 平面 1 高松市香川町川東下 1917-1 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 国分寺 B＆G海洋センター 平面 1 高松市国分寺町新名 2069-1 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 勤労野外活動センター 平面 1 高松市国分寺町新名 2069-1 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市香南体育館 平面 1 高松市香南町横井 844-7 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 高松市民文化センター 平面 1 高松市松島町 1-15-1 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 塩江美術館 平面 1 高松市塩江町安原上 602 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 香川県公渕森林公園 平面 6 高松市東植田町 1210-3 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 さぬき空港公園 平面 9 高松市香南町由佐 2953-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 香川県庁(地下駐車場） 地下 1 高松市番町 4-1-10 
 

            ［看板］表示 

公共施設 県運転免許センター 平面 2 高松市郷東町 587-138 
 

               路面表示 

公共施設 高松市役所 平面 2 高松市番町 1-8-15 
 

            ［看板］表示 



公共施設 高松市塩江支所 平面 1 高松市塩江町安原下第 2 号

1645  
            ［看板］表示 

公共施設 高松市牟礼支所 平面 3 高松市牟礼町牟礼 302-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市庵治支所 平面 1 高松市庵治町 6393-5 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市香川支所 平面 1 高松市香川町川東上 1865-13 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市香南支所 平面 2 高松市香南町由佐 117-2 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市国分寺市所 平面 2 高松市国分寺町新居 1298 
 

            ［看板］表示 

 
公共施設 高松市松島コミュニティセンター 平面 1 高松市松福町 2-1-5-24 

 
            ［看板］表示 

 
公共施設 高松市鶴尾コミュニティセンター 平面 1 高松市田村町 303-1 

 
            ［看板］表示 

公共施設 高松市古高松コミュニティセンター 平面 1 高松市高松町 10-20 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市川添コミュニティセンター 平面 1 高松市元山町 136 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市三谷コミュニティセンター 平面 1 高松市三谷町 1161-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市一ノ宮コミュニティセンター 平面 1 高松市一宮町 838-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市仏生山コミュニティセンター 平面 1 高松市仏生山町乙 45-4 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市檀紙コミュニティセンター 平面 1 高松市御厩町 775-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市弦打コミュニティセンター 平面 1 高松市鶴市町 356-3 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市香西コミュニティセンター 平面 1 高松市香西本町 476-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市浅野コミュニティセンター 平面 1 高松市香川町浅野 826-2 
 

路面に文字で表示 

公共施設 高松市大町コミュニティセンター 平面 2 高松市牟礼町大町 1463-2 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市国分寺南部コミュニティセンタ

ー 平面 1 高 松 市 国 分 寺 町 福 家 甲

3106-3  
            ［看板］表示 

公共施設 高松市下笠居コミュニティセンター 平面 2 高松市生島町 353-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市斎場公園 平面 2 高松市福岡町 4-35-41 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市平和公園 平面 1 高松市三谷町 2851 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市やすらぎ苑 平面 1 高松市香川町川内原 2200 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市六ツ目公園墓園 平面 1 高松市国分寺町福家 39-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 田村隣保・児童館 平面 1 高松市田村町 662-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松中央卸売市場 平面 1 高松市瀬戸内町 30-5 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松市環境業務センター 平面 1 高松市木太町 2282-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 高松テルサ 平面 5 高松市屋島西町 2366-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 サンクリスタル高松 平面 1 高松市昭和町 1丁目 2-20 
 

            ［看板］表示 



保健･医療

施設 県立中央病院 平面 1 高松市番町 5-4-16 
 

            ［看板］表示 

保健･医療

施設 高松市保健センター 平面 1 高松市桜町 1-9-12 
 

              路面表示 

保健･医療

施設 高松市民病院 平面 1 高松市宮脇町 2-36-1 
 

            ［看板］表示 

保健･医療

施設 高松市保健所 平面 1 高松市桜町 1-10-27 
 

            ［看板］表示 

保健･医療

施設 庵治保健センター 平面 1 高松市庵治町 978 
 

            ［看板］表示 

保健･医療

施設 香川保健センター 平面 2 高松市香川町浅野 1256-1 
 

            ［看板］表示 

保健･医療

施設 国分寺保健センター 平面 1 高松市国分寺町新居 1180-1 
 

            ［看板］表示 

保健･医療

施設 
地域包括支援センター・サブセンター

古高松 平面 1 高松市高松町 2581-2 
 

            ［看板］表示 

保健･医療

施設 
地域包括支援センター・サブセンター

山田 平面 1 高松市川島本町 191-13 
 

            ［看板］表示 

 
福祉施設 さぬきこどもの国 平面 3 高松市香南町由佐 3209 

 
            ［看板］表示 

 
福祉施設 かがわ総合リハビリテーションセンター 平面 3 高松市田村町 1114 

 
               路面表示 

福祉施設 子育てほっとステーション ゆうゆう広

場 平面 2 高松市屋島西町 2479-12 
 

             ［看板］表示 

福祉施設 特定非営利活動法人いのちの応援舎 平面 1 高松市春日町 1176番地 
 

          

 ［看板］表示 

店舗 イオン高松ショッピングセンター 
平面立

体屋上 
30 
11 
10 

高松市香西本町 1-1  
             

［看板］表示 

店舗 マルヨシセンター鶴市店 平面 2 高松市鶴市町 1010 
 

             

    ［看板］表示 

店舗 マルヨシセンター木太店 平面 3 高松市木太町 2512-1 
 

         

        ［看板］表示 

店舗 ヴェスタ楠上店 平面 2 高松市楠上町 2-3-15 
 

     

            ［看板］表示 

店舗 かわたうどん 平面 1 高松市香南町岡 1358-1 
 

               路面表示 

店舗 四国ガスショールーム ガス生活館ピポッ

ト高松 平面 1 高松市松福町 1-3-8 
 

               路面表示 

店舗 Honda Cars香川 高松中央インター店 平面 1 高松市木太町 548番地 1 
 

            ［看板］表示 

店舗 リーガホテルゼスト高松 平面 1 高松市古新町 9番地 1 
 

            ［看板］表示 

店舗 (有）東 温泉＆mammyhands 平面 1 高松市松福町 2-9-11 
 

            ［看板］表示 

店舗 トヨタカローラ香川株式会社 本社鬼無

店 平面 1 高松市鬼無町是竹 94 
 

               路面表示 

店舗 トヨタカローラ香川株式会社 空港通り

店 平面 1 高松市三名町 567-1 
 

               路面表示 

店舗 トヨタカローラ香川株式会社 木太店 平面 1 高松市木太町 1983-1-1 
 

               路面表示 

店舗 トヨタカローラ香川株式会社 国分寺店 平面 1 高松市国分寺町新居字小掛 90-

1   
               路面表示 

店舗 日産プリンス香川販売株式会社高松南店 平面 1 高松市中間町 25-1 
 

               路面表示 

店舗 さかえドライ コインランドリー 仏生

山東店 平面 1 高松市出作町 311-1 
 

               路面表示 

店舗 さかえドライ コインランドリー 国分

寺店 平面 1 高松市国分寺町新居 1258-3 
 

               路面表示 



店舗 さかえドライ コインランドリー 屋島

東店 平面 1 高松市高松町 2373-15 
 

               路面表示 

店舗 さかえドライ コインランドリー 三条

店 平面 1 高松市三条町 88-1 
 

               路面表示 

店舗 さかえドライ コインランドリー 古高

松店 平面 1 高松市新田町甲 428-3 
 

               路面表示 

店舗 さかえドライ コインランドリー レイン

ボーロード店 平面 1 高松市多肥下町 1579-3 
 

               路面表示 

店舗 香川県美容業生活衛生同業組合 平面 1 高松市松縄町 1091番地 3 
 

               路面表示 

店舗 湯楽温泉 平面 1 高松市木太町 6区 2750-3 
 

               路面表示 

店舗 有限会社ユーミーマンションあるかな 平面 1 高松市伏石町 2062-2 

ユーミー伏石１F  
            

路面・［看板］表示 

店舗 サンクス春日町川南店 平面 1 高松市春日町字川南 476-5 
 

              

  路面表示 

店舗 サンクス塩上町店 平面 1 高松市塩上町 2-3-7 
 

               路面表示 

店舗 サンクス新香西店 平面 1 高松市香西北町 152-16 
 

               路面表示 

店舗 サンクス高松空港口店 平面 1 高松市香川町川東下字中村 400-1 
 

               路面表示 

店舗 サンクス高松北バイパス店 平面 1 高松市木太町 2294-1 
 

               路面表示 

店舗 サンクス西春日店 平面 1 高松市西春日町字大畑 1688-

1  
               路面表示 

 
店舗 サンクス松縄東店 平面 1 高松市松縄町 35-16 

 
               路面表示 

店舗 ジョイフル国分寺店 平面 1 高松市国分寺町新居 290-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 ジョイフル三条店 平面 1 高松市三条町 238-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 ジョイフル上天神店 平面 1 高松市上天神町 283-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 ジョイフル上福岡店 平面 1 高松市上福岡町 985-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 ザグザグ鬼無店 平面 1 高松市鬼無町佐藤 54-1 
 

           ［看板］表示 

店舗 ザグザグ上福岡店 平面 1 高松市上福岡町 769-1 
 

           ［看板］表示 

店舗 ザグザグ檀紙北店 平面 1 高松市飯田町 30 
 

            ［看板］表示 

店舗 ザグザグ中央インター店 平面 1 高松市木太町 597 
 

            ［看板］表示 

店舗 香川トヨタ ルート３２中央店 平面 1 高松市国分寺町福家甲 1129-

2  
               路面表示 

店舗 香川トヨタ 屋島店 平面 1 高松市春日町 1671-1 
 

               路面表示 

店舗 香川トヨタ 高松南店 平面 1 高松市鹿角町 27-1 
 

               路面表示 

店舗 クニカタコインランドリー 木太店 平面 1 高松市木太町 1288-2 
 

               路面表示 

店舗 家族葬のネクスト 平面 2 高松市香川町寺井 624-1 
 

               路面表示 

店舗 魚神 平面 1 高松市春日町字南免 170-1 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ香川株式会社空港通り店 平面 1 高松市鹿角町 21-3 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ香川株式会社たかまつ中央

店 平面 1 高松市伏石町 2134-7 
 

               路面表示 



店舗 ネッツトヨタ香川株式会社本店 平面 1 高松市木太町 2681-5 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ香川株式会社屋島店 平面 1 高松市高松町 3008-22 
 

               路面表示 

店舗 ジェムスクール国分寺校 平面 1 高松市国分寺町新居 1181-2 
 

            ［看板］表示 

店舗 ジェムスクール屋島校 平面 1 高松市高松町 2412-10 
 

            ［看板］表示 

店舗 千代橋堂 平面 1 高松市松島町 3丁目 29-5 
 

            ［看板］表示 

店舗 焼肉香蘭サンフラワー通り店 平面 2 高松市伏石町 685-1 
 

              路面表示 

店舗 焼肉香蘭花園店 平面 1 高松市多賀町 3丁目 12-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート香南町岡店 平面 1 高松市香南町岡 351-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート香南町店 平面 1 高松市香南町由佐 805-2 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート国分寺新居店 平面 1 高松市国分寺町新居 406-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート国分寺福家店 平面 1 高松市国分寺町福家甲 2937-

1  
               路面表示 

店舗 ファミリーマートサンフラワー通り店 平面 1 高松市伏石町 2174-20 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松茜町店 平面 1 高松市茜町 21-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松円座町店 平面 1 高松市円座町 1258-1 
 

               路面表示 

 
店舗 ファミリーマート高松大田上町店 平面 1 高松市太田上町 983-4 

 
               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松川部町店 平面 1 高松市川部町 505-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松北バイパス店 平面 1 高松市高松町 3006-15 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松鬼無町店 平面 1 高松市鬼無町佐藤 54-8 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松香西北店 平面 1 高松市香西北町 534-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松香西東店 平面 1 高松市香西東町 331-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松国際ホテル前店 平面 1 高松市木太町 2193-6 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松高田店 平面 1 高松市亀田町 202-4 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松町店 平面 1 高松市高松町 44-3 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松中央通り店 平面 1 高松市紙町 81-4 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松鶴市町店 平面 1 高松市鶴市町 519-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松西ハゼ町店 平面 1 高松市西ハゼ町 262 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松西町店 平面 1 高松市西町 840-201 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松磨屋町店 平面 1 高松市磨屋町 9-2 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松林町店 平面 1 高松市林町 467 
 

               路面表示 



店舗 ファミリーマート高松東バイパス店 平面 1 高松市林町 2539-6 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松福岡町店 平面 1 高松市福岡町 2-5-14 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松仏生山北店 平面 1 高松市仏生山町甲 59-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松仏生山南店 平面 1 高松市仏生山町甲新開下所

1477-2  
               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松前田東町店 平面 1 高松市前田東町 732-6 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート高松御厩町店 平面 1 高松市御厩町 1467-2 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート中央インター南店 平面 1 高松市林町 2029-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート福岡町南店 平面 1 高松市福岡町 4-14-13 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート古高松店 平面 1 高松市高松町 2148番 1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート屋島西町店 平面 1 高松市屋島西町 2492-24 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ高松株式会社オリーブ店 平面 1 高松市春日町 1684-10 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ高松株式会社マロニエ店 平面 1 高松市下田井町 355-1 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ高松株式会社 しの木店 平面 1 高松市香西南町 404-1 
 

               路面表示 

店舗 HandmadeBueger&Café SANTA'S DINER 平面 1 高松市屋島西町 2506-17 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ今里店 平面 1 高松市今里町 2丁目 10-18 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ円座店 平面 1 高松市円座町 1037番地 1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ扇町店 平面 1 高松市扇町 2丁目 11番 8号 
 

               路面表示 

 
店舗 くすりのレデイ太田店 平面 1 高松市太田下町 3007番地 3 

 
               路面表示 

店舗 くすりのレデイ春日店 平面 1 高松市春日町 571番地 1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ川島店 平面 1 高松市川島東町 249番地 1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ香西店 平面 1 高松市香西南町 466-1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ高松一宮店 平面 1  高松市一宮町字光 堂 382-1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ牟礼店 平面 1 高松市牟礼町牟礼 998番地 1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ屋島西店 平面 1 高松市屋島西町 1981番地 1 
 

               路面表示 

店舗 メディコ２１桜町店 平面 1 高松市桜町 2丁目 15番 52

号  
               路面表示 

店舗 高松信用金庫花園支店 平面 1 高松市多賀町 2丁目 19-10 
 

               路面表示 

店舗 高松信用金庫屋島支店 平面 1 高松市高松町 3008-1 
 

               路面表示 

店舗 ジェムスクール香西校 平面 1 高松市香西東町 14-8 
 

               路面表示 

店舗 ケーズデンキ高松本店 平面 1 高松市多肥上町 1210 
 

              

  路面表示 



宿泊 マツノイパレス 平面 2 高松市香川町川東下 1878 
 

               路面表示 

宿泊 高松国際ホテル 平面 3 高松市木太町 2191-1 
 

               路面表示 

有料駐車場 県番町地下駐車場 平面 1 高松市番町 3-1-1 
 

            ［看板］表示 

有料駐車場 県玉藻町駐車場 平面 1 高松市玉藻町 12-2 
 

            ［看板］表示 

有料駐車場 丸亀町壱番街駐車場 立体 
3階 4

階各

1 
高松市内町 2-1  

            ［看板］表示 

有料駐車場 丸亀町北駐車場 立体 
2階 3

階各

1 
高松市磨屋町 10-2  

            ［看板］表示 

有料駐車場 丸亀町丸い亀さん駐車場 立体 
2階 3

階各

1 
高松市亀井町 1-2  

            ［看板］表示 

有料駐車場 高松市立中央駐車場 平面 3 高松市番町 1-11-22 
 

            ［看板］表示 

有料駐車場 高松市立南部駐車場 平面 2 高松市観光通 1-1-15 
 

            ［看板］表示 

有料駐車場 高松市立美術館地下駐車場 平面 2 高松市紺屋町 10-4 
 

            ［看板］表示 

有料駐車場 高松市立瓦町駅地下駐車場 平面 6 高松市常磐町 1-3-1 
 

           ［看板］表示 

有料駐車場 高松市立高松駅前広場地下駐車場 平面 8 高松市浜ノ町 1-17 
 

            ［看板］表示 

有料駐車場 高松市立シンボルタワー地下駐車場 平面 5 高松市サンポート 2-1 
 

            ［看板］表示 

教育施設 高松大学・高松短期大学 平面 1 高松市春日町 960 
 

            ［看板］表示 

福祉施設 直島町総合福祉ｾﾝﾀｰ 平面 1 直島町 3694番地 1 
 

            ［看板］表示 

小豆島 
公共施設 土庄町役場 平面 1 土庄町甲 559-2 

 
            ［看板］表示 

公共施設 土庄町立中央公民館 平面 1 土庄町甲 559番地 2 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 土庄町やすらぎプラザ 平面 1 土庄町渕崎甲 1400-25 
 

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 土庄町立中央図書館 平面 1 土庄町渕崎甲 1400-1 
 

            ［看板］表示 

保健･医療施

設 土庄中央病院 平面 1 土庄町渕崎甲 1400-2 
 

            ［看板］表示 

 スポーツ・

文化施設 土庄町総合会館 平面 1 土庄町甲 267-78 
 

             ［看板］表示 

店舗 サンクスオリーブタウン店 平面 1 土庄町渕崎甲 1447-1 
 

               路面表示 

店舗 サンクス土庄店 平面 1 土庄町字王子前甲 36-14 
 

               路面表示 

店舗 ザグザグ土庄店 平面 1 土庄町字王子前甲３６－１ 
 

            看板］表示 

店舗 くすりのレデイ小豆島店 平面 1 土庄町渕崎甲 1447番地 1 
 

               路面表示 

宿泊 小豆島国際ホテル   
土庄町甲 24番地 67 

 
               路面表示 

公共施設 小豆島町役場内海庁舎 平面 1 小豆島町安田甲 144-90 
 

               路面表示 

公共施設 小豆島町役場池田庁舎 平面 1 小豆島町池田甲 2100-4 
 

               路面表示 

公共施設 イマージュセンター 平面 1 小豆島町池田甲 2124 
 

               路面表示 



公共施設 池田保健センター 平面 1 小豆島町坂手甲 1834-6 
 

               路面表示 

店舗 小豆島オリーブ園 平面 3 小豆郡小豆島町西村甲 2171 
 

            ［看板］表示 

店舗 つくだに屋さん 平面 1 小豆郡小豆島町片城甲 44-

270  
            ［看板］表示 

店舗 佃煮販売処 京宝亭 平面 1 小豆郡小豆島町苗羽 2211 番地

28  
               路面表示 

店舗 サンクス池田店 平面 1 小豆島町蒲生 1451 
 

               路面表示 

宿泊 ネオオリエンタルリゾート小豆島 平面 1 小豆島町古江乙 16-3 
 

            [看板]表示 

保健･医療施

設 内海病院 平面 3 小豆島町片城甲 44-95 
 

              路面表示 

東 讃 地

域 公共施設 香川県長尾土木事務所 平面 1 さぬき市長尾東 1538-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 さぬき市寒川図書館 平面 1 さぬき市寒川町石田東甲 329番

地  
              路面表示 

公共施設 さぬき市志度図書館 平面 3 さぬき市志度 561番地 1 
 

              路面表示 

公共施設 さぬき市役所 平面 7 さぬき市志度 5385-8 
 

 

       路面表示 

公共施設 さぬき市寒川庁舎 平面 5 
さぬき市寒川町石田東甲 

935-1  
 

［看板］表示 

公共施設 
さぬき市大川出張所・大川農村改善セン

ター 
平面 2 さぬき市大川町富田中 2095 

      路面表示 

公共施設 さぬき市鴨庄出張所・生涯学習館 平面 3 さぬき市鴨庄 1973-3 
 

 

路面表示 

公共施設 
さぬき市鴨部出張所・鴨部ふれあいプラ

ザ 
平面 3 さぬき市鴨部 6090-1 

 
 

[看板]表示 

公共施設 寒川ふれあいプラザ 平面 2 
さぬき市寒川町石田西 1037-

1  
 

[看板]表示 

公共施設 造田ふれあいプラザ 平面 2 さぬき市造田野間田 693-10 
 

 

[看板]表示 

公共施設 さぬき市民病院 平面 18 
さぬき市寒川町石田東甲 

387-1  

 

路面表示 

公共施設 津田診療所 平面 １ さぬき市津田町津田 1673-1          路面表示 

公共施設 大川公民館・大川保健センター 平面 １ 
さぬき市大川町富田中 2215-

1        [看板]表示 

公共施設 
寒川公民館・寒川農村環境改善センタ

ー・寒川町 B＆Ｇ体育館 
平面 2 さぬき市寒川町石田東甲 931 

         路面表示 

スポーツ・

文化施設 
志度武道館 平面 2 さぬき市志度 2214-1 

        路面表示 

スポーツ・

文化施設 
志度音楽ホール 平面 2 さぬき市鴨庄 4610-44 

 
 

[看板]表示 

スポーツ・

文化施設 
志度東体育館 平面 2 さぬき市鴨庄 2550-39 

         路面表示 

スポーツ・

文化施設 
辛立文化センター 平面 １ さぬき市長尾西 1694 

 
 

路面表示 

スポーツ・

文化施設 

おへんろ交流サロン・前山地区活性化セ

ンター 
平面 １ さぬき市前山 936-3          路面表示 

スポーツ・

文化施設 
ツインパルながお 平面 5 さぬき市長尾名 1494-1 

 
 

［看板］・路面表示 

スポーツ・

文化施設 
クアパーク津田 平面 2 さぬき市津田町松原地内 

         路面表示 



店舗 サンクス長尾東店 平面 1 さぬき市長尾東字笠堂 867-1 
 

               路面表示 

店舗 サンクスみろく公園前店 平面 1 さぬき市大川町富田中字弥勒 3423-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマートさぬき寒川町店 平面 1 さぬき市寒川町石田西 1991-

1  
               路面表示 

店舗 ファミリーマートさぬき津田店 平面 1 さぬき市津田町津田 2885-4 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマートさぬき長尾店 平面 1 さぬき市長尾西 1404-3 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ志度店 平面 1 さぬき市志度 1020番地 1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ長尾店 平面 1 さぬき市長尾西字仲 1002 番

地 3  
               路面表示 

公共施設 ベッセルおおち 平面 1 東かがわ市馬篠 1200番地 
 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市丹生公民館 平面 1 東かがわ市土井 82番地 1 
 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市大内庁舎 平面 1 東かがわ市三本松 1172番地 
 

               路面表示 

公共施設 とらまる人形劇ミュージアム 平面 1 東かがわ市西村 1155番地 
 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市誉水公民館 平面 1 東かがわ市中筋 469番地 
 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市大内公民館 平面 1 東かがわ市三本松 1296 番地

36  
               路面表示 

 
公共施設 東かがわ市白鳥庁舎 平面 1 東かがわ市港 1847番地 1 

 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市白鳥中央公園体育館 平面 1 東かがわ市帰来 1101番地 
 

               路面表示 

公共施設 マーレリッコ 平面 1 東かがわ市引田 4373番地 
 

               路面表示 

公共施設 大池オートキャンプ場 平面 1 東かがわ市引田 3066番地 1 
 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市引田庁舎 平面 1 東かがわ市引田 513番地 1 
 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市歴史民俗資料館 平面 1 東かがわ市引田 1000番地 4 
 

               路面表示 

公共施設 東かがわ市温水プール 平面 1 東かがわ市引田 991番地 13 
 

               路面表示 

公共施設 翼山温泉 平面 1 東かがわ市引田 991番地 
 

               路面表示 

店舗 サンクス白鳥動物園口店 平面 1 東かがわ市伊座 579 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ香川株式会社東かがわ店 平面 1 東かがわ市落合 123-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート東かがわ中筋店 平面 1 東かがわ市中筋 20-2 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ東かがわ店 平面 1 東かがわ市湊 817番地 1 
 

               路面表示 

公共施設 サンサン館みき 平面 1 木田郡三木町大字氷上 2940 番

地 1  
               路面表示 

店舗 株式会社香川ダイハツモータース三木店 平面 1 木田郡三木町氷上 87-4 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート三木町氷上店 平面 1 木田郡三木町氷上 2564 
 

               路面表示 

中 讃 地

域 公共施設 丸亀市役所 平面 4 丸亀市大手町 2-3-1 
 

            ［看板］表示 

公共施設 丸亀市市民広場 平面 2 丸亀市大手町 2-4-1 
 

            ［看板］表示 



公共施設 丸亀市飯山南コミュニティセンター   丸亀市飯山町上法軍寺 1167-

5  
               路面表示 

公共施設 丸亀市岡田コミュニティセンター   
丸亀市綾歌町岡田下 516‐1 

 
               路面表示 

公共施設 丸亀市城北コミュニティセンター   
丸亀市御供所町 1-5-20 

 
            ［看板］表示 

保健･医療施

設 県立丸亀病院 平面 2 丸亀市土器町東 9-291 
 

            ［看板］表示 

保健･医療施

設 丸亀市保健福祉センター 平面 5 丸亀市大手町 2-1-7 
 

            ［看板］表示 

保健･医療施

設 香川県中讃保健福祉事務所 平面 3 丸亀市土器町東 8-526 
 

           ［看板］表示 

保健･医療施

設 丸亀市綾歌保健福祉センター 平面 5 丸亀市綾歌町栗熊西 782番

地  
            ［看板］表示 

保健･医療施

設 丸亀市飯山総合保健福祉センター 平面 3 
丸亀市飯山町上法軍寺 581番地 1  

            ［看板］表示 

スポーツ・

文化施設 県立丸亀競技場 平面 8 丸亀市金倉町 830 
 

            ［看板］表示 

店舗 ゆめタウン丸亀 
平面立

体屋上 
4 
6 
2 

丸亀市新田町 150  
           

 路面・［看板］表示 

店舗 ザグザグ蓬莱店 平面 1 丸亀市蓬莱町 56-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 ザグザグ川西店 平面 1 丸亀市川西町南 428-3 
 

           ［看板］表示 

店舗 日産プリンス香川販売株式会社丸亀店 平面 1 丸亀市土器町東 6丁目 138 
 

               路面表示 

店舗 株式会社オカウチアピー 丸亀店 平面 2 丸亀市土器町東 2丁目 114 
 

                 路面表示 

店舗 おすとあんでーる 平面 1 丸亀市綾歌町栗熊東 55 番地

18  
                 路面表示 

 
店舗 株式会社香川ダイハツモータース丸亀原田

店 平面 1 丸亀市原田町 1923-1 
 

                 路面表示 

店舗 サンクス綾歌町栗熊店 平面 1 丸亀市綾歌町栗熊東 1150-1 
 

               路面表示 

店舗 サンクス丸亀田村町店 平面 1 丸亀市田村町 1774-2 
 

               路面表示 

店舗 
ネッツトヨタ香川株式会社まるがめ田村

店 平面 1 丸亀市田村町 750 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ香川株式会社まるがめ土器

店 平面 1 丸亀市土器町東 6 丁目 40 番

地  
               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀今津店 平面 1 丸亀市今津町 270 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀金倉町店 平面 1 丸亀市金倉町 1435-5 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀川西北店 平面 1 丸亀市川西町北 1370-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀郡家店 平面 1 丸亀市郡家町 593-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀三条町店 平面 1 丸亀市三条町 969-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀垂水町店 平面 1 丸亀市垂水町 979 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀土居町店 平面 1 丸亀市土居町二丁目 2-16 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀港町店 平面 1 丸亀市港町 307-75 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート丸亀山北町店 平面 1 丸亀市山北町 480-1 
 

               路面表示 



店舗 くすりのレデイ丸亀中央店 平面 1 丸亀市中府町 1丁目 6番 28

号  
               路面表示 

店舗 くすりのレデイ丸亀土器店 平面 1 丸亀市飯野町西分甲584番地

1  

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ丸亀南店 平面 1 丸亀市郡家町 3278 
 

               路面表示 

店舗 ケーズデンキ丸亀店 平面 1 丸亀市蓬莱町 56-1 
 

               路面表示 

公共施設 坂出市役所庁舎 平面  
坂出市室町 2丁目 3番 5号 

 
            ［看板］表示 

公共施設 瀬戸大橋記念公園及び瀬戸大橋記念館 平面  
坂出市番の州緑町 6番 13 

 
            ［看板］表示 

店舗 イオン坂出店 立体 4 階

３ 坂出市京町 1-4-18 
 

            ［看板］表示 

店舗 ピポット坂出 平面 2 坂出市江尻町 1580番地 
 

               路面表示 

店舗 癒しの里さらい 平面 2 坂出市西大浜北 1-1-22 
 

             ［看板］表示 

店舗 サクラ美容室 平面 1 坂出市林田町 3302-8 
 

               路面表示 

店舗 株式会社香川ダイハツモータース坂出店 平面 1 坂出市西庄町池田 732-12 
 

               路面表示 

店舗 サンクス坂出江尻店 平面 1 坂出市江尻町字江尻新開 1721-10 
 

               路面表示 

店舗 サンクス坂出加茂店 平面 1 坂出市加茂町甲字志福寺 62-

6  

               路面表示 

店舗 サンクス坂出川津店 平面 1 坂出市川津町 129-6 
 

               路面表示 

店舗 サンクス坂出北インター店 平面 1 坂出市築港町 1-8-33 
 

               路面表示 

店舗 ジョイフル坂出駅前店 平面 1 坂出市駒止町 1丁目 3742-3 
 

            ［看板］表示 

店舗 ネッツトヨタ香川株式会社坂出店 平面 1 坂出市築港町 1丁目 1-5 
 

                 路面表示 

店舗 ファミリーマート坂出加茂町店 平面 1 坂出市加茂町 620-4 
 

               路面表示 

 
店舗 ファミリーマート坂出川津町店 平面 1 坂出市川津町 2809-5 

 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート坂出工業団地店 平面 1 坂出市林田町 3514-59 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート坂出昭和町店 平面 1 坂出市昭和町 1-2-27 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート坂出林田町店 平面 1 坂出市林田町 3093-2 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート坂出番の州公園店 平面 1 坂出市御供所町 3-413-4 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート坂出府中店 平面 1 坂出市府中町字前谷上所 245-

1  
               路面表示 

店舗 ファミリーマート坂出文京町店 平面 1 坂出市文京町 1丁目 3580-

25  
               路面表示 

店舗 くすりのレデイ坂出店 平面 1 坂出市江尻町 1300-1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ坂出南店 平面 1 坂出市川津町 4894-1 
 

               路面表示 

公共施設 善通寺市子ども・家庭支援センター 平面 1 善通寺市文京町二丁目 2番 2

号  
           ［看板］表示 

店舗 日産プリンス香川販売株式会社善通寺

店 平面 1 善通寺市稲木町 1289 
 

               路面表示 

店舗 サンクス善通寺吉原町店 平面 1 善通寺市吉原町字上官坊 6-

1  
               路面表示 



店舗 ファミリーマート善通寺稲木店 平面 1 善通寺市稲木町 101-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート善通寺吉原店 平面 1 善通寺市吉原町 2433-1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ善通寺店 平面 1 善通寺市上吉田町 564-1 
 

               路面表示 

公共施設 宇多津町役場 平面 2 宇多津町 1881 
 

                路面表示 

公共施設 宇多津町サポートセンター 平面 2 宇多津町浜五番丁 49番地 7 
 

                路面表示 

公共施設 宇多津町やすらぎプラザ 平面 2 宇多津町 1188番地 
 

                路面表示 

スポーツ・

文化施設 ユープラザうたづ 平面 2 宇多津町浜 6番丁 88 
 

                路面表示 

スポーツ・

文化施設 うたづ海ホタル 平面 2 宇多津町浜一番丁 4番地 
 

                路面表示 

スポーツ・

文化施設 キッズプラザうたづ 平面 2 宇多津町浜八番丁 113番地

1  
                路面表示 

店舗 スーパーセンター宇多津 平面 5 宇多津町 2419-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 chez Mo～ryシェモーリー 平面 1 宇多津町浜四番丁 46-31 
 

               路面表示 

店舗 ジョイフル宇多津店 平面 1 宇多津町平山 2628番 705 
 

            ［看板］表示 

店舗 ファミリーマート宇多津浜店 平面 1 宇多津町浜二番丁 15-12 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート宇多津浜八番丁店 平面 1 宇多津町浜八番丁 131-1 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ高松株式会社もみの木店 平面 1 宇多津町大字東分 1547-1 
 

               路面表示 

店舗 ママのための笑顔サロン Le ange 平面 1 宇多津町大橋 2628-388 
 

            ［看板］表示 

店舗 くすりのレデイ宇多津店 平面 1 宇多津町浜六番丁 83番地 2 
 

               路面表示 

宿泊 宇多津グランドホテル 平面 1 宇多津町浜 3番丁 22-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 イオン綾川ショッピングセンター 
平面立

体屋上 
29 
8 
9 

綾川町萱原 822-1  
            ［看板］表示 

店舗 トヨタカローラ香川株式会社 綾南店 平面 1 綾川町陶 2501-1 
 

               路面表示 

 
店舗 くすりのレデイ綾川店 平面 1 綾川町萱原 745番地 1 

 

                

路面表示 

店舗 ケーズデンキ綾川店 平面 1 綾川町萱原 541番地 
 

                路面表示 

保健･医療施

設 琴平町法人福祉センター 平面 1 琴平町榎井 817番地 10 
 

                 路面表示 

店舗 サンクスこんぴら店 平面 1 琴平町苗田 957-5 
 

                

路面表示 

店舗 イオンタウン多度津 平面 12 多度津町北鴨 2-10-1 
 

            ［看板］表示 

店舗 ジョイフル多度津店 平面 1 多度津町北鴨 3丁目 3-43 
 

      

       ［看板］表示 

西 讃 地

域 店舗 ファミリーマート多度津南鴨店 平面 1 多度津町南鴨 199-1 
 

             

   路面表示 

店舗 ファミリーマート仲南町佐文店 平面 1 まんのう町佐文 802-1 
 

               

 路面表示 

店舗 ファミリーマート満濃町公文店 平面 1 まんのう町公文 411-1 
 

               路面表示 

福祉施設 すくすくセンター 平面 1 観音寺市豊浜町和田浜 1531-

1  
               路面表示 



店舗 サンクス観音寺粟井町店 平面 1 観音寺市粟井町 1174-1 
 

               路面表示 

店舗 ジェムスクール観音寺駅前校 平面 1 観音寺市栄町 1-4-10 
 

            ［看板］表示 

店舗 ファミリーマート観音寺植田店 平面 1 観音寺市植田町 397-5 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート観音寺中田井店 平面 1 観音寺市中田井町 690-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート観音寺流岡店 平面 1 観音寺市流岡町 1517-3 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート豊浜町姫浜店 平面 1 観音寺市豊浜町姫浜 1517-3 
 

               路面表示 

店舗 ネッツトヨタ高松株式会社まつの木店 平面 1 観音寺市吉岡町 223 
 

                 路面表示 

店舗 高松信用金庫観音寺支店 平面 1 観音寺市坂本町 6丁目 3-18 
 

                 路面表示 

店舗 ケーズデンキ観音寺店 平面 1 観音寺市坂本町 5丁目 9番 60

号  
                 路面表示 

公共施設 三豊市役所本庁 平面 1 三豊市高瀬町下勝間 2373 
 

                 路面表示 

公共施設 三豊市役所仁尾支所 平面 1 三豊市仁尾町仁尾辛 34番地

2  
                 路面表示 

福祉施設 つどいの広場すくすくランド 平面 1 三豊市詫間町詫間 1338-13 
 

               路面表示 

店舗 ゆめタウン三豊 
平面立

体屋上 
4 
4 
2 

三豊市豊中町本山甲 22番地  
         

   路面・［看板］表示 

店舗 有限会社真鍋モータース 平面 1 三豊市詫間町詫間 614-8 
 

               路面表示 

店舗 トヨタカローラ香川株式会社 観音寺店 平面 1 観音寺市出作町字大道上 350 
 

               

路面表示 

店舗 
日産プリンス香川販売株式会社さぬき豊

中店 平面 1 三豊市豊中町笠田笠岡 2308 
 

               路面表示 

店舗 サンクス財田町店 平面 1 三豊市財田町財田 537-2 
 

               路面表示 

店舗 サンクス詫間町浜田店 平面 1 三豊市詫間町詫間 6823-9 
 

               路面表示 

店舗 サンクス三豊豊中店 平面 1 三豊市豊中町比地大 983-1 
 

               路面表示 

店舗 ファミリーマート三野町店 平面 1 三豊市三野町吉津甲 607-1 
 

               路面表示 

店舗 くすりのレデイ高瀬店 平面 1 三豊市高瀬町上高瀬 1455 番

地  
               路面表示 

店舗 高松信用金庫高瀬支店 平面 1 三豊市高瀬町新名 956-1 
 

               路面表示 

 

 

 スポーツ・

文化施設 香川用水記念公園 水の資料館 平面 2 三豊市財田町財田中 2355 
 

             ［看板］表示 


