
 

大口町告示第１１号 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区

域を次のように変更する。 

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。 

 

  令和２年３月２５日 

 

大 口 町 長  鈴 木  雅 博   



道路の区域変更

丸一丁目71番地先から

外坪二丁目14番5地先まで

丸一丁目71番地先から

外坪二丁目14番5地先まで

二ツ屋一丁目101番地先から

二ツ屋二丁目184番地先まで

二ツ屋一丁目101番地先から

二ツ屋二丁目184番地先まで

竹田二丁目347番地先から

竹田二丁目156番地先まで

竹田二丁目347番地先から

竹田二丁目156番地先まで

上小口一丁目3番40地先から

上小口一丁目53番5地先まで

上小口一丁目3番40地先から

上小口一丁目53番5地先まで

河北一丁目242番地先から

河北二丁目180番地先まで

河北一丁目242番地先から

河北二丁目180番地先まで

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名

3
町道
大口桃花台線

新

旧 12.8～16.0ｍ

12.0～16.0ｍ

51.3ｍ

51.3ｍ

新旧

440.9ｍ

58
町道
役場柏森線

新 7.8～7.8ｍ 35.2ｍ

旧 7.8～7.8ｍ 35.2ｍ

52
町道
河北小牧線

新 6.1～9.9ｍ 440.9ｍ

旧 5.5～8.0ｍ

61
町道
郷浦１号線

新 7.6～8.2ｍ 10.0ｍ

旧 7.6～8.2ｍ 10.0ｍ

106
町道
河北６号線

新 4.9～6.3ｍ 12.5ｍ

旧 4.8～6.0ｍ 12.5ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

河北二丁目181番地先から

河北二丁目184番地先まで

河北二丁目181番地先から

河北二丁目184番地先まで

河北二丁目144番地先から

河北二丁目180番地先まで

河北二丁目144番地先から

河北二丁目180番地先まで

二ツ屋二丁目48番地先から

二ツ屋二丁目52番地先まで

二ツ屋二丁目48番地先から

二ツ屋二丁目52番地先まで

二ツ屋一丁目98番地先から

二ツ屋一丁目85番6地先まで

二ツ屋一丁目98番地先から

二ツ屋一丁目85番6地先まで

二ツ屋二丁目47番1地先から

二ツ屋二丁目119番地先まで

二ツ屋二丁目47番1地先から

二ツ屋二丁目119番地先まで

114
町道
河北１４号線

新 3.5～6.3ｍ 42.9ｍ

旧 3.0～6.3ｍ 42.9ｍ

115
町道
河北１５号線

新 6.6～11.5ｍ 49.7ｍ

旧 5.6～11.7ｍ 49.7ｍ

156
町道
河北５６号線

新 7.8～8.6ｍ 9.0ｍ

旧 4.5～6.5ｍ 10.0ｍ

157
町道
河北５７号線

新 4.8～4.8ｍ 2.1ｍ

旧 3.9～5.4ｍ 2.5ｍ

179
町道
河北７９号線

新 4.5～12.6ｍ 19.1ｍ

旧 3.7～15.5ｍ 21.2ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

二ツ屋二丁目120番1地先から

二ツ屋二丁目142番地先まで

二ツ屋二丁目120番1地先から

二ツ屋二丁目142番地先まで

二ツ屋二丁目138番地先から

二ツ屋二丁目172番地先まで

二ツ屋二丁目138番地先から

二ツ屋二丁目172番地先まで

二ツ屋二丁目179番2地先から

二ツ屋二丁目186番地先まで

二ツ屋二丁目179番2地先から

二ツ屋二丁目186番地先まで

上小口一丁目339番1地先から

上小口一丁目333番地先まで

上小口一丁目339番1地先から

上小口一丁目333番地先まで

城屋敷一丁目298番地先から

城屋敷一丁目292番地先まで

城屋敷一丁目298番地先から

城屋敷一丁目292番地先まで

180
町道
河北８０号線

新 2.5～4.8ｍ 9.1ｍ

旧 2.5～4.8ｍ 11.7ｍ

181
町道
河北８１号線

新 5.0～7.5ｍ 11.4ｍ

旧 3.8～10.0ｍ 13.6ｍ

182
町道
河北８２号線

新 4.0～4.0ｍ 90.3ｍ

旧 2.7～5.5ｍ 92.5ｍ

336
町道
上小口３６号線

新 4.0～12.4ｍ 55.3ｍ

旧 3.5～12.5ｍ 55.3ｍ

515
町道
中小口１５号線

新 3.8～6.3ｍ 59.4ｍ

旧 3.9～6.2ｍ 59.4ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

新宮一丁目35番地先から

新宮一丁目35番地先まで

新宮一丁目35番地先から

新宮一丁目35番地先まで

新宮一丁目135番地先から

新宮一丁目35番地先まで

新宮一丁目135番地先から

新宮一丁目35番地先まで

下小口四丁目174番地先から

下小口四丁目144番地先まで

下小口四丁目174番地先から

下小口四丁目144番地先まで

下小口四丁目107番2地先から

下小口四丁目77番地先まで

下小口四丁目107番2地先から

下小口四丁目77番地先まで

下小口四丁目77番地先から

下小口四丁目113番地先まで

下小口四丁目77番地先から

下小口四丁目113番地先まで

602
町道
中小口１０２号線

新 4.3～10.8ｍ 319.7ｍ

旧 3.5～3.8ｍ 319.7ｍ

570
町道
中小口７０号線

新 5.5～8.7ｍ 15.0ｍ

旧 5.0～5.5ｍ 15.0ｍ

748
町道
下小口４８号線

新 3.0～7.5ｍ 19.4ｍ

旧 6.0～7.5ｍ 19.4ｍ

737
町道
下小口３７号線

新 5.0～7.5ｍ 46.6ｍ

旧 5.0～6.0ｍ 46.6ｍ

745
町道
下小口４５号線

新 6.1～6.6ｍ 42.9ｍ

旧 6.5～7.0ｍ 42.9ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

伝右二丁目135番2地先から

伝右二丁目1番2地先まで

伝右二丁目135番2地先から

伝右二丁目1番2地先まで

下小口六丁目114番地先から

下小口六丁目66番地先まで

下小口六丁目114番地先から

下小口六丁目66番地先まで

竹田二丁目74番地先から

竹田二丁目81番地先まで

竹田二丁目74番地先から

竹田二丁目81番地先まで

外坪五丁目143番地先から

外坪五丁目204番地先まで

外坪五丁目143番地先から

外坪五丁目204番地先まで

外坪五丁目189番地先から

外坪五丁目190番地先まで

外坪五丁目189番地先から

外坪五丁目190番地先まで

825
町道
下小口１２５号線

新 4.0～4.6ｍ 66.3ｍ

旧 4.0～4.6ｍ 66.3ｍ

758
町道
下小口５８号線

新 5.0～7.3ｍ 97.6ｍ

旧 4.5～7.5ｍ 97.6ｍ

773
町道
下小口７３号線

新 5.7～6.5ｍ 37.2ｍ

旧 6.5～6.5ｍ 37.2ｍ

942
町道
外坪４２号線

新 2.6～3.8ｍ 1.3ｍ

旧 2.3～2.3ｍ 1.3ｍ

939
町道
外坪３９号線

新 2.8～4.3ｍ 26.7ｍ

旧 2.5～3.5ｍ 27.2ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

外坪五丁目163番1地先から

外坪五丁目148番2地先まで

外坪五丁目163番1地先から

外坪五丁目148番2地先まで

下小口六丁目66番地先から

下小口六丁目70番地先まで

下小口六丁目66番地先から

下小口六丁目70番地先まで

高橋二丁目113番地先から

高橋二丁目136番地先まで

高橋二丁目113番地先から

高橋二丁目136番地先まで

伝右二丁目1番2地先から

秋田二丁目265番地先まで

伝右二丁目1番2地先から

秋田二丁目265番地先まで

高橋二丁目147番2地先から

高橋二丁目7番地先まで

高橋二丁目147番2地先から

高橋二丁目7番地先まで

946
町道
外坪４６号線

新 4.0～6.8ｍ 1.2ｍ

旧 4.0～8.0ｍ 1.9ｍ

1102
町道
秋田２号線

新 6.5～9.7ｍ 99.3ｍ

旧 6.5～9.8ｍ 99.6ｍ

1118
町道
秋田１８号線

新 4.1～5.0ｍ 39.6ｍ

旧 4.1～4.1ｍ 39.6ｍ

1121
町道
秋田２１号線

新 6.0～10.8ｍ 234.5ｍ

旧 6.0～10.8ｍ 234.8ｍ

1122
町道
秋田２２号線

新 5.0～9.0ｍ 139.1ｍ

旧 4.5～9.0ｍ 138.7ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

秋田二丁目81番地先から

秋田二丁目80番1地先まで

秋田二丁目81番地先から

秋田二丁目80番1地先まで

伝右二丁目172番1地先から

伝右二丁目173番1地先まで

伝右二丁目172番1地先から

伝右二丁目173番1地先まで

伝右二丁目172番1地先から

伝右二丁目173番1地先まで

伝右二丁目172番1地先から

伝右二丁目173番1地先まで

伝右二丁目100番地先から

伝右二丁目222番1地先まで

伝右二丁目100番地先から

伝右二丁目222番1地先まで

秋田二丁目254番地先から

秋田二丁目265番地先まで

秋田二丁目254番地先から

秋田二丁目265番地先まで

1124
町道
秋田２４号線

新 6.2～6.2ｍ 24.0ｍ

旧 6.2～6.2ｍ 25.0ｍ

1133
町道
秋田３３号線

新 3.0～3.0ｍ 0.0ｍ

旧 3.0～3.0ｍ 14.3ｍ

1132
町道
秋田３２号線

新 8.4～8.4ｍ 9.4ｍ

旧 3.0～3.0ｍ 13.6ｍ

1135
町道
南北線

新 8.4～20.5ｍ 82.1ｍ

旧 8.4～17.3ｍ 83.4ｍ

1143
町道
秋田４３号線

新 5.0～9.2ｍ 211.2ｍ

旧 3.0～9.9ｍ 211.2ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

伝右二丁目202番8地先から

秋田二丁目95番1地先まで

伝右二丁目202番8地先から

秋田二丁目95番1地先まで

秋田二丁目143番地先から

秋田二丁目142番1地先まで

秋田二丁目143番地先から

秋田二丁目142番1地先まで

秋田二丁目254番地先から

秋田一丁目174番4地先まで

秋田二丁目254番地先から

秋田一丁目174番4地先まで

秋田三丁目215番1地先から

秋田四丁目81番地先まで

秋田三丁目215番1地先から

秋田四丁目81番地先まで

秋田三丁目238番地先から

秋田三丁目238番地先まで

秋田三丁目238番地先から

秋田三丁目238番地先まで

1147
町道
秋田４７号線

新 4.8～6.0ｍ 18.4ｍ

旧 5.0～5.5ｍ 19.4ｍ

1146
町道
秋田４６号線

新 4.7～7.6ｍ 2.3ｍ

旧 4.7～8.5ｍ 2.7ｍ

1170
町道
秋田７０号線

新 4.0～5.0ｍ 62.0ｍ

旧 3.4～5.0ｍ 62.0ｍ

1163
町道
秋田６３号線

新 6.0～6.5ｍ 10.8ｍ

旧 6.5～7.0ｍ 10.8ｍ

8.6ｍ6.0～6.0ｍ旧

町道
秋田９０号線

1190

8.6ｍ6.0～6.0ｍ新



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

秋田四丁目47番1地先から

秋田四丁目41番地先まで

秋田四丁目47番1地先から

秋田四丁目41番地先まで

秋田四丁目56番1地先から

秋田四丁目47番1地先まで

秋田四丁目56番1地先から

秋田四丁目47番1地先まで

秋田四丁目72番1地先から

替地二丁目25番地先まで

秋田四丁目72番1地先から

替地二丁目25番地先まで

秋田三丁目204番地先から

秋田三丁目215番1地先まで

秋田三丁目204番地先から

秋田三丁目215番1地先まで

伝右二丁目202番9地先から

伝右二丁目203番地先まで

伝右二丁目202番9地先から

伝右二丁目203番地先まで

2.4ｍ3.0～4.0ｍ旧

町道
秋田９４号線

1194

2.4ｍ3.0～4.1ｍ新

9.1ｍ4.5～5.0ｍ旧

町道
秋田９３号線

1193

9.1ｍ3.8～4.5ｍ新

21.9ｍ9.0～16.0ｍ旧

町道
秋田９２号線

1192

21.5ｍ9.1～17.0ｍ新

126.3ｍ3.6～4.1ｍ旧

町道
秋田９１号線

1191

126.3ｍ4.6～5.1ｍ新

1.9ｍ5.0～9.3ｍ旧

町道
秋田１２２号線

1222

1.9ｍ5.0～8.7ｍ新



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

秋田三丁目239番地先から

秋田三丁目239番地先まで

秋田三丁目239番地先から

秋田三丁目239番地先まで

御供所三丁目206番地先から

御供所三丁目207番地先まで

御供所三丁目206番地先から

御供所三丁目207番地先まで

御供所一丁目178番地先から

御供所一丁目177番地先まで

御供所一丁目178番地先から

御供所一丁目177番地先まで

御供所一丁目211番3地先から

御供所一丁目180番1地先まで

御供所一丁目211番3地先から

御供所一丁目180番1地先まで

高橋一丁目143番1地先から

高橋一丁目146番1地先まで

高橋一丁目143番1地先から

高橋一丁目146番1地先まで

79.6ｍ2.5～4.0ｍ旧

町道
豊田１０４号線

1404

79.6ｍ2.5～4.7ｍ新

2.4ｍ2.4～4.0ｍ旧

町道
豊田５１号線

1351

2.0ｍ2.1～6.6ｍ新

3.5ｍ2.7～5.5ｍ旧

町道
豊田４９号線

1349

2.2ｍ2.4～6.7ｍ新

1.8ｍ2.5～3.0ｍ旧

町道
豊田３３号線

1333

1.8ｍ3.0～5.0ｍ新

2.6ｍ5.0～6.5ｍ旧

町道
豊田２５号線

1325

2.6ｍ5.0～8.6ｍ新



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

御供所一丁目445番地先から

御供所一丁目446番地先まで

御供所一丁目445番地先から

御供所一丁目446番地先まで

丸一丁目98番地先から

丸一丁目97番地先まで

丸一丁目98番地先から

丸一丁目97番地先まで

大屋敷一丁目154番4地先から

大屋敷一丁目243番地先まで

大屋敷一丁目154番4地先から

大屋敷一丁目243番地先まで

大屋敷一丁目175番1地先から

大屋敷一丁目261番地先まで

大屋敷一丁目175番1地先から

大屋敷一丁目261番地先まで

丸一丁目82番地先から

丸一丁目79番地先まで

丸一丁目82番地先から

丸一丁目79番地先まで

11.6ｍ8.0～8.0ｍ旧

町道
大屋敷５号線

1505

11.6ｍ8.0～8.8ｍ新

21.9ｍ3.3～3.3ｍ旧

町道
大屋敷２号線

1502

20.4ｍ3.3～3.3ｍ新

30.0ｍ3.5～4.6ｍ旧

町道
豊田１２８号線

1428

29.6ｍ3.8～4.5ｍ新

1514
町道
大屋敷１４号線

新 2.5～3.7ｍ 42.2ｍ

旧 2.4～4.8ｍ 46.4ｍ

1506
町道
大屋敷６号線

新 4.8～5.4ｍ 68.1ｍ

旧 5.0～5.1ｍ 68.1ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

高橋一丁目1番地先から

大屋敷一丁目235番地先まで

高橋一丁目1番地先から

大屋敷一丁目235番地先まで

大屋敷一丁目192番地先から

大屋敷一丁目236番地先まで

大屋敷一丁目192番地先から

大屋敷一丁目236番地先まで

丸一丁目98番地先から

丸一丁目71番地先まで

丸一丁目98番地先から

丸一丁目71番地先まで

高橋一丁目16番2地先から

大屋敷一丁目125番1地先まで

高橋一丁目16番2地先から

大屋敷一丁目125番1地先まで

1602
町道
大屋敷１０２号線

新 6.0～8.0ｍ 7.8ｍ

旧 6.3～7.3ｍ 7.8ｍ

1537
町道
大屋敷３７号線

新 5.0～8.4ｍ 34.6ｍ

旧 5.0～9.0ｍ 32.7ｍ

1545
町道
大屋敷４５号線

新 3.3～11.6ｍ 9.2ｍ

旧 3.3～12.5ｍ 10.5ｍ

1562
町道
大屋敷６２号線

新 6.7～12.5ｍ 223.5ｍ

旧 4.5～11.0ｍ 223.4ｍ
















































































































































