
大口町告示第５７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。）建設部維持管理課において一般の縦覧に供する。 

 

 令和３年３月３０日 

 

大口町長 鈴 木  雅 博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道路の区域変更

下小口七丁目190番1地先から

下小口七丁目178番1地先まで

下小口七丁目190番1地先から

下小口七丁目178番1地先まで

丸一丁目72番地先から

大屋敷二丁目136番地先まで

丸一丁目72番地先から

大屋敷二丁目136番地先まで

二ツ屋二丁目119番地先から

二ツ屋二丁目189番1地先まで

二ツ屋二丁目119番地先から

二ツ屋二丁目189番1地先まで

秋田一丁目14番1地先から

伝右二丁目222番1地先まで

秋田一丁目14番1地先から

伝右二丁目222番1地先まで

御供所三丁目86番地先から

御供所二丁目219番地先まで

御供所三丁目86番地先から

御供所二丁目219番地先まで

57 内津々線

新 9.5～22.2ｍ 309.4ｍ

旧 9.5～19.5ｍ 309.4ｍ

62 布袋小牧線

新 8.1～8.7ｍ 45.2ｍ

旧 8.0～8.1ｍ 45.2ｍ

河北小牧線

新 7.5～9.3ｍ 312.2ｍ

旧 7.5～8.9ｍ 312.2ｍ

3 大口桃花台線

新 12.0～13.0ｍ 8.7ｍ

旧 12.0～13.6ｍ

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名

2 役場前線

新

旧 5.8～6.2ｍ

8.1～18.7ｍ

63.1ｍ

63.1ｍ

新旧

8.7ｍ

52



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44番1地先から

河北二丁目44番1地先まで

河北二丁目44番1地先から

河北二丁目44番1地先まで

河北二丁目44番1地先から

河北二丁目44番1地先まで

河北二丁目44番1地先から

河北二丁目44番1地先まで

中小口五丁目30番地先から

二ツ屋一丁目58番1地先まで

中小口五丁目30番地先から

二ツ屋一丁目58番1地先まで

二ツ屋二丁目47番1地先から

二ツ屋二丁目48番地先まで

二ツ屋二丁目47番1地先から

二ツ屋二丁目48番地先まで

二ツ屋二丁目138番地先から

二ツ屋二丁目139番地先まで

二ツ屋二丁目138番地先から

二ツ屋二丁目139番地先まで

179 河北７９号線

新 4.5～12.6ｍ 11.7ｍ

旧 4.5～12.6ｍ 11.7ｍ

181 河北８１号線

新 5.0～7.5ｍ 3.8ｍ

旧 5.0～7.5ｍ 3.8ｍ

135 河北３５号線

新 5.0～7.7ｍ 20.4ｍ

旧 4.0～6.8ｍ 21.1ｍ

173 河北７３号線

新 2.8～9.6ｍ 211.7ｍ

旧 3.0～9.6ｍ 211.7ｍ

131 河北３１号線

新 5.0～5.0ｍ 18.4ｍ

旧 5.0～5.0ｍ 18.4ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

上小口一丁目235番地先から

上小口一丁目235番地先まで

上小口一丁目235番地先から

上小口一丁目235番地先まで

上小口一丁目292番2地先から

上小口一丁目312番地先まで

上小口一丁目292番2地先から

上小口一丁目312番地先まで

上小口一丁目292番2地先から

上小口一丁目291番1地先まで

上小口一丁目292番2地先から

上小口一丁目291番1地先まで

上小口一丁目304番地先から

上小口一丁目304番地先まで

上小口一丁目304番地先から

上小口一丁目304番地先まで

萩島一丁目44番地先から

萩島一丁目45番地先まで

萩島一丁目44番地先から

萩島一丁目45番地先まで

375 上小口７５号線

新 2.4～2.4ｍ 4.4ｍ

旧 3.0～3.5ｍ 4.4ｍ

347 上小口４７号線

新 3.3～4.8ｍ 41.2ｍ

旧 2.3～3.9ｍ 41.2ｍ

348 上小口４８号線

新 1.9～3.3ｍ 10.2ｍ

旧 2.5～2.5ｍ 10.2ｍ

325 上小口２５号線

新 5.0～6.0ｍ 2.0ｍ

旧 5.0～6.0ｍ 2.0ｍ

344 上小口４４号線

新 4.2～4.3ｍ 8.0ｍ

旧 4.2～4.3ｍ 8.0ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

仲沖二丁目53番1地先から

仲沖二丁目46番地先まで

仲沖二丁目53番1地先から

仲沖二丁目46番地先まで

上小口一丁目三丁目158番地先から

上小口一丁目三丁目158番地先まで

上小口一丁目三丁目158番地先から

上小口一丁目三丁目158番地先まで

城屋敷一丁目308番地先から

城屋敷一丁目308番地先まで

城屋敷一丁目308番地先から

城屋敷一丁目308番地先まで

中小口五丁目116番地先から

新宮一丁目13番地先まで

中小口五丁目116番地先から

新宮一丁目13番地先まで

新宮一丁目126番地先から

新宮一丁目109番地先まで

新宮一丁目126番地先から

新宮一丁目109番地先まで

582 中小口８２号線

新 4.2～7.4ｍ 41.1ｍ

旧 3.0～3.3ｍ 47.3ｍ

517 中小口１７号線

新 5.8～6.1ｍ 29.6ｍ

旧 4.3～4.3ｍ 29.6ｍ

578 中小口７８号線

新 4.0～6.7ｍ 2.9ｍ

旧 4.0～7.6ｍ 3.3ｍ

393 万願寺北線

新 11.9～12.2ｍ 6.0ｍ

旧 11.2～11.2ｍ 6.0ｍ

376 上小口７６号線

新 4.0～4.0ｍ 152.3ｍ

旧 3.0～5.0ｍ 152.3ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

下小口二丁目163番8地先から

下小口二丁目152番地先まで

下小口二丁目163番8地先から

下小口二丁目152番地先まで

下小口七丁目194番1地先から

下小口七丁目206番地先まで

下小口七丁目194番1地先から

下小口七丁目206番地先まで

下小口五丁目162番地先から

下小口五丁目157番地先まで

下小口五丁目162番地先から

下小口五丁目157番地先まで

竹田二丁目310番1地先から

竹田二丁目310番1地先まで

竹田二丁目310番1地先から

竹田二丁目310番1地先まで

下小口一丁目1番地先から

下小口一丁目2番地先まで

下小口一丁目1番地先から

下小口一丁目2番地先まで

793 下小口９３号線

新 3.0～5.1ｍ 32.5ｍ

旧 2.5～4.5ｍ 32.5ｍ

815 下小口１１５号線

新 4.3～6.0ｍ 30.3ｍ

旧 4.2～6.0ｍ 30.3ｍ

775 下小口７５号線

新 4.0～4.0ｍ 72.4ｍ

旧 4.0～4.0ｍ 72.4ｍ

722 下小口２２号線

新 3.3～3.7ｍ 52.2ｍ

旧 3.5～3.7ｍ 52.2ｍ

766 下小口６６号線

新 4.5～8.0ｍ 68.3ｍ

旧 4.5～6.7ｍ 68.3ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

下小口二丁目436番地先から

下小口二丁目425番地先まで

下小口二丁目436番地先から

下小口二丁目425番地先まで

下小口二丁目402番地先から

下小口二丁目401番地先まで

下小口二丁目402番地先から

下小口二丁目401番地先まで

大御堂一丁目1番地先から

大御堂一丁目8番地先まで

大御堂一丁目1番地先から

大御堂一丁目8番地先まで

大御堂一丁目401番地先から

大御堂一丁目376番地先まで

大御堂一丁目401番地先から

大御堂一丁目376番地先まで

大御堂一丁目386番地先から

大御堂一丁目401番地先まで

大御堂一丁目386番地先から

大御堂一丁目401番地先まで

844 下小口１４４号線

新 4.0～4.0ｍ 17.4ｍ

旧 4.0～4.0ｍ 17.4ｍ

847 下小口１４７号線

新 4.0～8.0ｍ 14.6ｍ

旧 4.0～7.6ｍ 15.8ｍ

820 下小口１２０号線

新 5.0～5.0ｍ 9.3ｍ

旧 5.0～5.0ｍ 9.3ｍ

829 下小口１２９号線

新 4.6～9.0ｍ 120.2ｍ

旧 3.9～8.4ｍ 120.2ｍ

819 下小口１１９号線

新 5.0～9.4ｍ 107.8ｍ

旧 6.0～9.5ｍ 107.8ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

外坪三丁目40番地先から

外坪三丁目40番地先まで

外坪三丁目40番地先から

外坪三丁目40番地先まで

外坪一丁目70番2地先から

外坪一丁目75番地先まで

外坪一丁目70番2地先から

外坪一丁目75番地先まで

外坪五丁目25番1地先から

外坪五丁目28番1地先まで

外坪五丁目25番1地先から

外坪五丁目28番1地先まで

外坪二丁目12番5地先から

外坪二丁目27番地先まで

外坪二丁目12番5地先から

外坪二丁目27番地先まで

伝右二丁目1番2地先から

秋田二丁目64番1地先まで

伝右二丁目1番2地先から

秋田二丁目64番1地先まで

954 外坪５４号線

新 4.9～6.6ｍ 129.4ｍ

旧 4.5～5.3ｍ 129.4ｍ

1121 秋田２１号線

新 9.6～15.0ｍ 234.1ｍ

旧 6.5～12.1ｍ 234.1ｍ

909 外坪９号線

新 5.5～5.7ｍ 9.8ｍ

旧 5.5～5.7ｍ 9.8ｍ

936 外坪３６号線

新 4.5～4.5ｍ 66.5ｍ

旧 4.0～4.0ｍ 66.5ｍ

922 外坪２２号線

新 7.0～7.1ｍ 112.5ｍ

旧 5.0～6.5ｍ 112.5ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

秋田二丁目81番地先から

秋田二丁目106番3地先まで

秋田二丁目81番地先から

秋田二丁目106番3地先まで

秋田一丁目77番地先から

秋田一丁目68番地先まで

秋田一丁目77番地先から

秋田一丁目68番地先まで

秋田一丁目72番地先から

秋田一丁目71番地先まで

秋田一丁目72番地先から

秋田一丁目71番地先まで

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

秋田一丁目15番1地先から

秋田二丁目41番地先まで

秋田一丁目15番1地先から

秋田二丁目41番地先まで

6.0ｍ2.5～2.5ｍ旧

秋田３７号線1137

6.0ｍ2.1～2.9ｍ新

1135 南北線

新 8.5～20.3ｍ 30.7ｍ

旧 8.5～20.5ｍ 30.7ｍ

1134 秋田３４号線

新 1.8～3.5ｍ 10.8ｍ

旧 2.0～2.0ｍ 10.8ｍ

1124 秋田２４号線

新 6.2～8.5ｍ 18.5ｍ

旧 6.2～8.5ｍ 17.2ｍ

1132 秋田３２号線

新 1.5～4.7ｍ 12.0ｍ

旧 2.5～2.5ｍ 12.0ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

秋田一丁目70番地先から

秋田二丁目210番地先まで

秋田一丁目70番地先から

秋田二丁目210番地先まで

秋田一丁目63番地先から

秋田二丁目211番地先まで

秋田一丁目63番地先から

秋田二丁目211番地先まで

秋田二丁目38番1地先から

秋田二丁目211番地先まで

秋田二丁目38番1地先から

秋田二丁目211番地先まで

奈良子三丁目40番2地先から

秋田三丁目81番1地先まで

奈良子三丁目40番2地先から

秋田三丁目81番1地先まで

秋田三丁目179番地先から

秋田三丁目179番地先まで

秋田三丁目179番地先から

秋田三丁目179番地先まで

5.4ｍ3.0～3.0ｍ旧

秋田３８号線1138

5.4ｍ2.1～2.1ｍ新

35.5ｍ4.7～4.9ｍ旧

秋田６７号線1167

35.5ｍ4.8～4.9ｍ新

195.6ｍ6.5～9.0ｍ旧

秋田６３号線1163

194.8ｍ6.5～10.0ｍ新

97.7ｍ5.0～5.8ｍ旧

秋田３９号線1139

95.9ｍ5.3～7.0ｍ新

15.3ｍ4.0～9.0ｍ旧

秋田６４号線1164

15.3ｍ4.0～8.8ｍ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

替地二丁目131番地先から

替地二丁目129番地先まで

替地二丁目131番地先から

替地二丁目129番地先まで

替地二丁目377番地先から

替地二丁目407番地先まで

替地二丁目377番地先から

替地二丁目407番地先まで

替地二丁目367番地先から

替地二丁目368番地先まで

替地二丁目367番地先から

替地二丁目368番地先まで

秋田三丁目80番地先から

秋田三丁目215番1地先まで

秋田三丁目80番地先から

秋田三丁目215番1地先まで

奈良子三丁目116番地先から

奈良子三丁目116番地先まで

奈良子三丁目116番地先から

奈良子三丁目116番地先まで

115.2ｍ4.3～4.5ｍ旧

秋田７９号線1179

115.2ｍ3.9～4.5ｍ新

54.8ｍ6.5～6.5ｍ旧

秋田７６号線1176

54.8ｍ9.0～9.0ｍ新

68.6ｍ4.9～12.0ｍ旧

秋田９５号線1195

69.3ｍ5.1～12.8ｍ新

7.8ｍ5.3～5.3ｍ旧

秋田８２号線1182

5.7ｍ5.3～7.3ｍ新

26.5ｍ5.2～7.6ｍ旧

豊田３号線1303

26.5ｍ6.0～7.5ｍ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

豊田三丁目259番地先から

豊田三丁目259番地先まで

豊田三丁目259番地先から

豊田三丁目259番地先まで

奈良子三丁目40番2地先から

奈良子三丁目39番地先まで

奈良子三丁目40番2地先から

奈良子三丁目39番地先まで

豊田三丁目86番地先から

豊田三丁目80番地先まで

豊田三丁目86番地先から

豊田三丁目80番地先まで

豊田二丁目127番地先から

豊田二丁目129番2地先まで

豊田二丁目127番地先から

豊田二丁目129番2地先まで

御供所二丁目78番地先から

御供所二丁目68番1地先まで

御供所二丁目78番地先から

御供所二丁目68番1地先まで

1311 豊田１１号線

新 4.6～6.0ｍ 8.7ｍ

旧 4.5～6.5ｍ 8.7ｍ

1314 豊田１４号線

新 4.8～5.0ｍ 5.2ｍ

旧 5.0～5.0ｍ 5.2ｍ

8.9ｍ9.4～21.2ｍ旧

豊田５号線1305

8.9ｍ14.6～23.4ｍ新

104.2ｍ5.3～5.5ｍ旧

豊田１０号線1310

104.2ｍ5.1～5.3ｍ新

74.8ｍ6.0～8.0ｍ旧

豊田８号線1308

74.8ｍ6.3～9.8ｍ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187番地先から

御供所一丁目182番地先まで

御供所一丁目187番地先から

御供所一丁目182番地先まで

御供所二丁目78番地先から

御供所二丁目72番1地先まで

御供所二丁目78番地先から

御供所二丁目72番1地先まで

豊田二丁目114番地先から

豊田二丁目114番地先まで

豊田二丁目114番地先から

豊田二丁目114番地先まで

奈良子二丁目114番1地先から

奈良子二丁目114番1地先まで

奈良子二丁目114番1地先から

奈良子二丁目114番1地先まで

高橋一丁目136番地先から

高橋一丁目143番1地先まで

高橋一丁目136番地先から

高橋一丁目143番1地先まで

1374 豊田７４号線

新 5.3～6.8ｍ 44.5ｍ

旧 5.2～6.7ｍ 44.5ｍ

1399 豊田９９号線

新 2.0～2.2ｍ 24.2ｍ

旧 4.0～4.0ｍ 24.2ｍ

1349 豊田４９号線

新 2.4～3.6ｍ 107.0ｍ

旧 3.0～3.7ｍ 107.0ｍ

1362 豊田６２号線

新 5.5～5.5ｍ 74.3ｍ

旧 5.5～5.5ｍ 74.3ｍ

1404 豊田１０４号線

新 3.6～6.1ｍ 100.6ｍ

旧 2.5～4.0ｍ 100.6ｍ



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166番地先から

高橋一丁目166番地先まで

高橋一丁目166番地先から

高橋一丁目166番地先まで

奈良子一丁目126番地先から

奈良子一丁目126番地先まで

奈良子一丁目126番地先から

奈良子一丁目126番地先まで

堀尾跡一丁目46番地先から

堀尾跡一丁目46番地先まで

堀尾跡一丁目46番地先から

堀尾跡一丁目46番地先まで

御供所一丁目167番地先から

御供所一丁目167番地先まで

御供所一丁目167番地先から

御供所一丁目167番地先まで

大屋敷一丁目270番地先から

大屋敷一丁目270番地先まで

大屋敷一丁目270番地先から

大屋敷一丁目270番地先まで

1405 豊田１０５号線

新 2.5～3.0ｍ 6.1ｍ

旧 2.5～3.5ｍ 6.1ｍ

1409 豊田１０９号線

新 4.5～4.5ｍ 1.0ｍ

旧 4.5～4.5ｍ 1.0ｍ

1434 豊田１３４号線

新 5.0～7.8ｍ 45.3ｍ

旧 5.0～6.3ｍ 45.3ｍ

1439 豊田１３９号線

新 4.4～5.7ｍ 1.7ｍ

旧 4.4～6.4ｍ 1.7ｍ

1537 大屋敷３７号線

新 5.0～5.0ｍ 14.9ｍ

旧 4.5～5.0ｍ 14.9ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

大屋敷二丁目136番地先から

大屋敷二丁目135番地先まで

大屋敷二丁目136番地先から

大屋敷二丁目135番地先まで

大屋敷三丁目166番地先から

大屋敷三丁目174番地先まで

大屋敷三丁目166番地先から

大屋敷三丁目174番地先まで

中小口一丁目254番地先から

中小口一丁目259番地先まで

中小口一丁目254番地先から

中小口一丁目259番地先まで

余野一丁目80番地先から

余野一丁目81番地先まで

余野一丁目80番地先から

余野一丁目81番地先まで

余野三丁目160番地先から

余野三丁目160番地先まで

余野三丁目160番地先から

余野三丁目160番地先まで

1736 余野３６号線

新 6.0～10.2ｍ 2.3ｍ

旧 6.0～10.2ｍ 2.3ｍ

1562 大屋敷６２号線

新 8.2～9.9ｍ 31.6ｍ

旧 4.3～4.3ｍ 31.6ｍ

1582 大屋敷線

新 8.5～9.6ｍ 8.7ｍ

旧 9.8～9.8ｍ 8.7ｍ

1701 余野１号線

新 4.4～6.0ｍ 40.7ｍ

旧 4.2～4.2ｍ 40.7ｍ

1712 余野１２号線

新 5.4～5.4ｍ 11.0ｍ

旧 5.4～5.4ｍ 11.0ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

さつきヶ丘二丁目23番3地先から

さつきヶ丘二丁目23番3地先まで

さつきヶ丘二丁目23番3地先から

さつきヶ丘二丁目23番3地先まで

垣田8番地先から

垣田8番地先まで

垣田8番地先から

垣田8番地先まで

1902 垣田２号線

新 6.8～6.8ｍ 45.7ｍ

旧 5.4～6.8ｍ 45.7ｍ

1753 余野５３号線

新 4.7～9.3ｍ 2.7ｍ

旧 4.7～8.0ｍ 2.7ｍ
























































































































































































