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二級 00100 畑内牧線 その他 05314 吹田団地南３号線 その他 10001 出村引水線 その他 14602 馬場中央線 その他 20003 つつじ台北２号線 その他 24400 宮本線 その他 30700 グランド東通線 その他 33144 美咲野４３号線

その他 00201 畑線 その他 05315 吹田団地南４号線 その他 10002 出村線 一級 14700 猿渡線 その他 20004 つつじ台北３号線 その他 24500 陣内引水線 その他 30800 護川小学校東通線 その他 33145 美咲野４４号線
その他 00202 内牧線 その他 05316 吹田団地南５号線 その他 10100 引水吐線 その他 14801 高尾上猿渡線 その他 20005 つつじ台北４号線 その他 24600 灰塚陣内線 その他 30900 護川小学校南通線 その他 33146 美咲野４５号線
その他 00203 内牧２号線 その他 05317 吹田団地南６号線 その他 10200 吐日吉町線 その他 14802 上猿渡線 その他 20006 つつじ台北５号線 その他 24700 東迫尻線 その他 31000 南部工業団地１号線 その他 33147 美咲野４６号線
その他 00300 内牧中央線 その他 05318 吹田団地西１号線 その他 10300 立石吐線 その他 14900 杉水猿渡線 その他 20007 つつじ台北６号線 その他 24800 西新田線 その他 31100 南部工業団地２号線 その他 33148 美咲野４７号線
その他 00400 内牧境目線 その他 05319 吹田団地西２号線 その他 10400 立石畦原線 二級 15000 新開猿渡線 その他 20008 つつじ台北７号線 その他 24900 楽善団地４号線 その他 31200 翔陽高校東線 その他 33149 美咲野４８号線
その他 00500 萩原線 その他 05320 吹田団地西３号線 その他 10501 大松山後迫線 二級 15100 源場水迫線 その他 20009 つつじ台南１号線 その他 25000 楽善団地５号線 その他 31300 上原２号線 その他 33150 美咲野４９号線
その他 00600 外牧線 その他 05321 吹田団地西４号線 その他 10502 後迫住宅線 一級 15201 杉水原水線 その他 20010 つつじ台南２号線 その他 25100 楽善団地６号線 その他 31500 環境美化センター線 その他 33151 美咲野５０号線
その他 00700 鳥子線 その他 05322 吹田団地西５号線 その他 10601 引水前田線 その他 15202 上の原線 その他 20011 つつじ台南３号線 その他 25200 楽善団地７号線 その他 31600 大津警察署南通線 その他 33152 美咲野５１線
その他 00800 長野線 その他 05323 吹田団地西６号線 その他 10602 前田１号線 その他 15203 長刀線 その他 20012 つつじ台南４号線 その他 25300 楽善団地８号線 その他 31700 灰塚下陣内２号線 その他 33153 美咲野５２号線
その他 00900 中栗線 その他 05325 吹田団地東１号線 その他 10603 前田２号線 その他 15300 中鶴北通線 その他 20100 杉水大津線 その他 25400 吹田団地東線 その他 31800 杉上上原線 その他 33154 美咲野 53 号線
その他 01000 錦野線 その他 05326 吹田団地東２号線 その他 10604 西鶴新屋敷線 その他 15400 中鶴中央線 その他 20201 緑ヶ丘団地北通線 その他 25500 大津中北通線 その他 31900 上尾迫２号線 その他 33155 美咲野 54 号線
その他 01100 中良地線 その他 05327 吹田団地東３号線 その他 10701 後迫前田線 その他 15501 杉水中央線 その他 20202 緑ヶ丘団地中通線 その他 25600 桜町５７号線 その他 32000 引水東線 その他 33156 美咲野 55 号線
その他 01200 裏田線 その他 05328 吹田団地東４号線 その他 10702 上大津後迫線 その他 15502 杉下１号線 その他 20203 緑ヶ丘団地南通線 その他 25700 大林居屋敷線 その他 32100 岩坂南線 その他 33200 美咲野後迫線
その他 01300 迫中島線 その他 05329 吹田団地南７号線 その他 10800 アルコール前線 その他 15503 杉下２号線 その他 20204 緑ヶ丘団地東通線 その他 25800 空港大橋線 その他 32200 宮本東線 その他 33400 法務局線
その他 01400 山西線 その他 05330 吹田団地南８号線 その他 10901 田町線 その他 15504 杉下３号線 その他 20301 日吉ヶ丘団地１号線 その他 25900 上町中央線 その他 32300 引水大津線 その他 33500 後迫北通線
その他 01500 中島宮前線 その他 05331 吹田団地南９号線 その他 10902 東塘町線 一級 15600 片川瀬杉水線 その他 20302 日吉ヶ丘団地２号線 その他 26000 立石団地中央線 その他 32400 美咲野大津線 その他 33600 大津区画１１号線
その他 01600 中島中央線 その他 06101 下森線 その他 11000 松古閑塘町線 その他 15700 尾足今村線 その他 20303 日吉ヶ丘団地３号線 その他 26100 立石団地東線 その他 32500 瀬田線 その他 33700 大津区画１２号線
その他 01700 寺崎線 その他 06102 下森南通線 その他 11100 松古閑本町線 その他 15800 今村中央線 その他 20304 日吉ヶ丘団地４号線 その他 26200 東津留線 その他 32601 立石1号線 その他 33800 岩坂南2号線
その他 02000 日暮線 その他 06200 田尾線 その他 11201 室塘町線 その他 15901 杉水今村線 その他 20305 日吉ヶ丘団地５号線 その他 26300 下源場２号線 その他 32602 立石2号線 その他 33900 外牧２号線
その他 02100 岩坂１号線 その他 06301 上森１号線 その他 11202 中小路線 その他 15902 今村中道線 その他 20306 日吉ヶ丘団地６号線 その他 26400 陣内原口２号線 その他 32700 本田技研３２５号線 その他 34000 駅前楽善線
その他 02200 岩坂２号線 その他 06302 上森２号線 その他 11203 三軒屋通線 その他 16000 尾足小林線 その他 20307 日吉ヶ丘団地７号線 その他 26500 東彌護免線 その他 33000 門出２号線 その他 34100 平川室２号線
その他 02300 岩坂３号線 その他 06401 森居島線 その他 11204 片平線 その他 16100 小林護川線 その他 20308 日吉ヶ丘団地８号線 その他 26600 森山西大津線 その他 33101 美咲野中央線 その他 34200 新生町東通線
その他 02400 中島坂線 その他 06402 北の迫線 その他 11301 平川室線 その他 16200 小林325号線 その他 20309 日吉ヶ丘団地９号線 その他 26700 下森北通線 その他 33102 美咲野１号線 その他 34300 水谷下無田線
その他 02501 阿原目中通１号線 その他 06500 玉岡線 その他 11302 平川線 その他 16300 小林今村線 その他 20310 日吉ヶ丘団地１０号線 その他 26800 御所原線 その他 33103 美咲野２号線 その他 34500 室工業団地４号線
その他 02502 阿原目中通２号線 その他 06600 中通線 その他 11400 東道免線 その他 16400 杉上東通線 その他 20311 日吉ヶ丘団地１１号線 その他 26900 駅南２号線 その他 33104 美咲野３号線 その他 34700 北側復旧ルート取付線
その他 02600 迫東通線 その他 06700 上園線 その他 11500 井手上線 その他 16500 小林中央線 その他 20312 日吉ヶ丘団地１２号線 その他 27000 大津区画１号線 その他 33105 美咲野４号線
その他 02701 切畑坂線 その他 06801 中村線 その他 11601 室住宅北通線 その他 16600 多々良七曲線 その他 20400 室工業団地幹線 その他 27100 大津区画２号線 その他 33106 美咲野５号線
その他 02702 古閑線 その他 06802 中村東通線 その他 11602 室住宅南通線 その他 16700 源場二の迫線 一級 20500 高尾野線 その他 27200 大津区画３号線 その他 33107 美咲野６号線
その他 02900 寺崎中島線 その他 06900 陣内原口線 その他 11700 塔ノ坂線 その他 16800 西上原線 その他 20600 三吉原北出口線 その他 27300 大津区画４号線 その他 33108 美咲野７号線
その他 03200 後谷池ノ原線 その他 07000 弓立中陣内線 その他 11800 老人ホーム線 その他 16900 上原３２５号線 その他 20800 西前原御願所線 その他 27400 大津区画５号線 その他 33109 美咲野８号線
二級 03500 石坂線 その他 07101 鍛冶迫線 その他 11900 桜町駅前線 その他 17000 杉水源場線 その他 20900 北出口昭和園線 その他 27500 大津区画６号線 その他 33110 美咲野９号線

その他 03600 瀬田中央線 その他 07102 鍛冶村線 その他 12001 下道１号線 その他 17100 飛宮源場線 その他 21000 桜ヶ丘１号線 その他 27600 大津区画７号線 その他 33111 美咲野１０号線
その他 03700 瀬田大林線 その他 07200 井手下線 その他 12002 下道２号線 その他 17200 上中上の原線 その他 21100 上森３号線 その他 27700 大津区画８号線 その他 33112 美咲野１１号線
その他 03801 山線 その他 07301 下区中通１号線 その他 12003 下道３号線 その他 17301 矢護線 その他 21200 馬場坂線 その他 27800 大津区画９号線 その他 33113 美咲野１２号線
その他 03802 上方橋線 その他 07302 下区中通２号線 その他 12100 南楽善線 その他 17302 真木上場線 その他 21300 東小学校線 その他 27900 大津区画１０号線 その他 33114 美咲野１３号線
その他 03901 大林神宮線 その他 07400 下区鍛冶迫線 その他 12200 椋天神線 その他 17401 東前原線 その他 21400 室小学校南通線 その他 28000 古閑原西鶴線 その他 33115 美咲野１４号線
その他 03902 六里木橋線 その他 07500 田中線 その他 12300 高尾野引水線 その他 17402 前原南通線 その他 21500 中鶴団地３号線 その他 28100 つつじ台南通線 その他 33116 美咲野１５号線
その他 04000 大林本分線 二級 07600 日暮町区線 一級 12400 新小屋桜山線 その他 17501 西前原線 その他 21600 下町室１号線 二級 28200 吹田団地57号線 その他 33117 美咲野１６号線
その他 04100 不動石線 その他 07700 町区西通線 二級 12501 多々良高尾野線 その他 17502 前原北通線 その他 21700 下町室２号線 その他 28300 源場南通線 その他 33118 美咲野１７号線
その他 04200 上尾迫線 その他 07800 町区中通線 その他 12502 新多々良高尾野線 その他 17600 護川従貫線 その他 21800 杉水中鶴線 その他 28400 森中鶴線 その他 33119 美咲野１８号線
その他 04300 大林中央線 その他 07900 下町出分線 その他 12600 松ノ本桜山線 その他 17700 御願所線 その他 21900 古閑原３２５号線 その他 28500 あけぼの団地５７号線 その他 33120 美咲野１９号線
その他 04400 大林中央２号線 その他 08001 下町線 その他 12701 旭町３２５号線 二級 17800 湯舟御願所線 その他 22000 引水前鶴線 その他 28600 年ノ神線 その他 33121 美咲野２０号線
その他 04500 大林５７号線 その他 08002 下町西線 その他 12702 水源町線 その他 17900 中野線 その他 22100 門出中学通線 その他 28700 桜丘２号線 その他 33122 美咲野２１号線
その他 04600 瀬田駅吹田線 その他 08101 大堀線 その他 12801 引水中央線 その他 18000 開拓１号線 その他 22200 瀬田中学校線 その他 28800 居島北通線 その他 33123 美咲野２２号線
二級 04700 吹田大津線 その他 08102 下町団地線 その他 12802 引水中鶴線 その他 18100 開拓２号線 その他 22300 桜丘線 その他 28901 西嶽団地東通線 その他 33124 美咲野２３号線

その他 04800 吹田横断線 その他 08200 上方線 その他 12900 八窪線 その他 18200 開拓３号線 その他 22400 西鶴前田線 その他 28902 西嶽団地西通線 その他 33125 美咲野２４号線
その他 04900 吹田中央線 その他 08400 グランド線 その他 13001 楽善団地１号線 その他 18300 中平線 その他 22600 持矢倉線 その他 28903 西嶽団地中通線 その他 33126 美咲野２５号線
その他 05000 八迫線 その他 08500 工業団地線 その他 13002 楽善団地東通線 その他 18400 片俣御願所線 その他 22700 大林尾迫線 その他 29000 中尾室線 その他 33127 美咲野２６号線
その他 05100 吹田森線 その他 08601 中鶴団地１号線 その他 13003 楽善団地西通線 一級 18500 湯舟片俣線 その他 22800 中核工業団地線 その他 29100 新村西通線 その他 33128 美咲野２７号線
その他 05201 菊阿中学校通１号線 その他 08602 中鶴団地２号線 その他 13100 上鶴団地１号線 その他 18601 片俣北通線 その他 22900 村下線 その他 29200 灰塚猫尾線 その他 33129 美咲野２８号線
その他 05202 菊阿中学校通２号線 その他 08701 上鶴団地２号線 その他 13200 猫尾新村線 その他 18602 片俣西通線 その他 23000 室工業団地２号線 その他 29300 中尾村下線 その他 33130 美咲野２９号線
その他 05301 吹田団地大通１号線 その他 08702 上鶴団地３号線 その他 13300 室５７号線 その他 18700 古閑中央線 その他 23100 あけぼの団地１号線 二級 29400 中尾４４３号線 その他 33131 美咲野３０号線
その他 05302 吹田団地大通２号線 その他 08801 楽善団地２号線 その他 13400 村西北通線 その他 18900 上中縦貫線 その他 23200 あけぼの団地２号線 二級 29500 下町田地線 その他 33132 美咲野３１号線
その他 05303 吹田団地中央１号線 その他 08802 楽善団地３号線 その他 13500 若草学園通線 その他 19000 真木伊勢線 その他 23300 あけぼの団地３号線 二級 29600 灰塚下陣内線 その他 33133 美咲野３２号線
その他 05304 吹田団地中央２号線 その他 08900 引水村西線 その他 13600 引水５７号線 その他 19100 古閑屋敷線 その他 23400 あけぼの団地４号線 二級 29700 岡園古屋敷線 その他 33134 美咲野３３号線
その他 05305 吹田団地中央３号線 その他 09000 南出口老人ホーム線 その他 13700 七曲線 その他 19200 杉水水迫線 その他 23500 下源場線 その他 29800 新村差原線 その他 33135 美咲野３４号線
その他 05306 吹田団地中央４号線 その他 09200 灰塚中通線 その他 13800 御所原高尾線 その他 19300 上中中央線 その他 23600 新田線 二級 29900 榎鶴鍛冶迫線 その他 33136 美咲野３５号線
その他 05307 吹田団地中央５号線 その他 09300 灰塚１号線 二級 13900 古城線 その他 19400 源場長刀線 その他 23700 南小学校線 その他 30000 鍛冶迫南通線 その他 33137 美咲野３６号線
その他 05308 吹田団地中央６号線 その他 09400 灰塚２号線 その他 14000 古城真木線 その他 19500 本田技研北通線 その他 23800 室新生通線 その他 30100 東鶴高校前線 その他 33138 美咲野３７号線
その他 05309 吹田団地北１号線 その他 09500 灰塚３号線 一級 14100 真木線 その他 19600 本田技研南通線 その他 23900 割子線 その他 30200 上森陣内線 その他 33139 美咲野３８号線
その他 05310 吹田団地北２号線 その他 09600 灰塚室線 その他 14200 峠平川線 その他 19700 居島三吉原線 その他 24000 彌護免線 その他 30300 前田中学校線 その他 33140 美咲野３９号線
その他 05311 吹田団地北３号線 その他 09700 新村中学校線 その他 14300 仮宿線 その他 19800 立石出村線 その他 24100 古荘谷線 その他 30400 室工業団地3号線 その他 33141 美咲野４０号線
その他 05312 吹田団地南１号線 その他 09800 新村古宮線 その他 14400 多々良中央線 その他 20001 つつじ台中央線 その他 24200 迎原古閑線 その他 30500 大津北中線 その他 33142 美咲野４１号線
その他 05313 吹田団地南２号線 その他 09900 引水高校前線 その他 14601 葉山馬場坂線 その他 20002 つつじ台北１号線 その他 24300 下町門出線 その他 30600 鍛冶ノ上門出線 その他 33143 美咲野４２号線


