
 

大口町告示第１８号 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供

用を次のように開始する。 

その関係図面は、告示の日から１週間（ただし、大口町の休日を定める条例（平

成元年大口町条例第１９号）第１条第１項各号に規定する町の休日を除く。）産業建

設部維持管理課において一般の縦覧に供する。 

 

  平成３１年３月２７日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始

53
町道
住宅２号線

さつきヶ丘二丁目223番地先から

さつきヶ丘二丁目281番地先まで

52
町道
河北小牧線

仲沖二丁目34番1地先から

二ツ屋一丁目66番地先まで
平成31年3月29日

平成31年3月29日

58
町道
役場柏森線

竹田一丁目131番地先から

竹田一丁目198番地先まで

路線番号 路　線　名 区　間

63
町道
西武線

豊田三丁目260番地先から

豊田三丁目616番地先まで

62
町道
布袋小牧線

御供所二丁目20番地先から

御供所一丁目151番地先まで

134
町道
河北３４号線

河北二丁目2番地先から

河北二丁目8番地先まで

130
町道
河北３０号線

仲沖二丁目29番地先から

仲沖二丁目31番地先まで

154
町道
河北５４号線

仲沖一丁目145番地先から

仲沖一丁目142番2地先まで

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

156
町道
河北５６号線

二ツ屋二丁目84番地先から

二ツ屋二丁目76番1地先まで

173
町道
河北７３号線

萩島一丁目132番地先から

二ツ屋二丁目35番地先まで

163
町道
河北６３号線

仲沖二丁目30番1地先から

仲沖二丁目41番地先まで

333
町道
上小口３３号線

上小口一丁目339番地先から

上小口一丁目281番2地先まで

326
町道
上小口２６号線

上小口一丁目270番6地先から

上小口一丁目273番地先まで

384
町道
上小口８４号線

萩島二丁目83番地先から

萩島二丁目11番地先まで

336
町道
上小口３６号線

上小口一丁目339番1地先から

上小口一丁目337番地先まで

386
町道
上小口８６号線

萩島二丁目128番地先から

萩島二丁目122番地先まで

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

534
町道
中小口３４号線

城屋敷一丁目267番地先から

城屋敷一丁目150番地先まで

551
町道
中小口５１号線

中小口三丁目56番1地先から

中小口三丁目57番2地先まで

539
町道
中小口３９号線

中小口三丁目244番1地先から

中小口三丁目255番1地先まで

586
町道
中小口８６号線

新宮二丁目74番地先から

新宮二丁目72番2地先まで

585
町道
中小口８５号線

新宮二丁目56番1地先から

新宮二丁目71番2地先まで

728
町道
下小口２８号線

下小口一丁目62番1地先から

下小口一丁目109番地先まで

600
町道
中小口１００号線

城屋敷一丁目267番地先から

城屋敷一丁目262番地先まで

758
町道
下小口５８号線

伝右二丁目62番地先から

伝右二丁目52番地先まで

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

784
町道
下小口８４号線

竹田一丁目36番地先から

余野六丁目244番地先まで

815
町道
下小口１１５号線

下小口一丁目61番地先から

下小口一丁目162番地先まで

800
町道
下小口１００号線

竹田三丁目428番地先から

竹田三丁目456番地先まで

842
町道
下小口１４２号線

竹田三丁目787番地先から

竹田三丁目455番地先まで

840
町道
下小口１４０号線

竹田三丁目785番地先から

竹田三丁目776番地先まで

854
町道
下小口１５４号線

竹田一丁目105番地先から

竹田一丁目106番地先まで

853
町道
下小口１５３号線

竹田一丁目98番地先から

竹田一丁目105番地先まで

858
町道
下小口１５８号線

下小口一丁目166番1地先から

下小口一丁目168番地先まで

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

901
町道
外坪１号線

萩島二丁目32番1地先から

萩島二丁目32番1地先まで

922
町道
外坪２２号線

外坪一丁目68番地先から

外坪一丁目87番地先まで

909
町道
外坪９号線

外坪一丁目206番3地先から

新宮二丁目68番1地先まで

941
町道
外坪４１号線

外坪五丁目219番地先から

外坪五丁目244番地先まで

939
町道
外坪３９号線

外坪五丁目194番地先から

外坪五丁目235番地先まで

1114
町道
秋田１４号線

伝右一丁目235番地先から

伝右一丁目205番地先まで

942
町道
外坪４２号線

外坪五丁目184番地先から

外坪五丁目196番地先まで

1118
町道
秋田１８号線

伝右一丁目203番地先から

伝右一丁目205番地先まで

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

1305
町道
豊田５号線

豊田三丁目259番地先から

平成31年3月29日
豊田三丁目259番地先まで

1306
町道
豊田６号線

御供所三丁目212番地先から

平成31年3月29日
御供所三丁目202番地先まで

1173
町道
秋田７３号線

替地二丁目101番2地先から

平成31年3月29日
替地二丁目101番4地先まで

1174
町道
秋田７４号線

替地二丁目103番地先から

平成31年3月29日
替地二丁目112番地先まで

1145
町道
秋田４５号線

秋田二丁目111番地先から

平成31年3月29日
秋田二丁目182番地先まで

1170
町道
秋田７０号線

秋田四丁目132番地先から

平成31年3月29日
秋田四丁目160番地先まで

1126
町道
秋田２６号線

伝右二丁目83番地先から

伝右二丁目90番1地先まで

1124
町道
秋田２４号線

伝右二丁目78番地先から

秋田二丁目183番地先まで

平成31年3月29日

平成31年3月29日



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

1518
町道
大屋敷１８号線

大屋敷三丁目52番地先から

平成31年3月29日
大屋敷三丁目47番地先まで

1520
町道
大屋敷２０号線

大屋敷三丁目187番地先から

平成31年3月29日
大屋敷三丁目180番2地先まで

1354
町道
豊田５４号線

御供所一丁目538番地先から

平成31年3月29日
御供所一丁目494番地先まで

1398
町道
豊田９８号線

奈良子二丁目180番1地先から

平成31年3月29日
奈良子二丁目119番地先まで

1333
町道
豊田３３号線

御供所三丁目203番地先から

平成31年3月29日
御供所三丁目207番地先まで

1351
町道
豊田５１号線

御供所一丁目204番地先から

平成31年3月29日
御供所一丁目180番地先まで

1320
町道
豊田２０号線

御供所一丁目489番地先から

平成31年3月29日
御供所一丁目482番地先まで

1322
町道
豊田２２号線

御供所二丁目20番地先から

平成31年3月29日
替地二丁目101番2地先まで



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

1712
町道
余野１２号線

余野一丁目107番地先から

平成31年3月29日
余野一丁目131番地先まで

1713
町道
余野１３号線

余野一丁目38番地先から

平成31年3月29日
余野一丁目109番地先まで

1701
町道
余野１号線

大字小口字下之段69番16地先から

平成31年3月29日
余野三丁目174番地先まで

1703
町道
余野３号線

余野三丁目441番地先から

平成31年3月29日
余野三丁目176番1地先まで

1525
町道
大屋敷２５号線

高橋一丁目22番2地先から

平成31年3月29日
高橋一丁目53番地先まで

1536
町道
大屋敷３６号線

大屋敷一丁目113番1地先から

平成31年3月29日
大屋敷一丁目120番1地先まで

1522
町道
大屋敷２２号線

大屋敷三丁目187番地先から

平成31年3月29日
大屋敷三丁目169番地先まで

1523
町道
大屋敷２３号線

大屋敷三丁目247番地先から

平成31年3月29日
大屋敷三丁目238番地先まで



　　　　　　　町道路線の供用開始

供用開始路線番号 路　線　名 区　間

1771
町道
余野７１号線

余野六丁目237番地先から

平成31年3月29日
竹田一丁目106番地先まで

1773
町道
余野７３号線

余野四丁目67番1地先から

平成31年3月29日
余野四丁目158番2地先まで

1719
町道
余野１９号線

さつきヶ丘二丁目275番地先から

平成31年3月29日
さつきヶ丘二丁目259番地先まで

1720
町道
余野２０号線

余野三丁目255番地先から

平成31年3月29日
余野三丁目256番地先まで
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