
大口町告示第３４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４年３月３１日 

 

大口町長 鈴 木 雅 博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道路の区域変更

下小口五丁目161番地先から

下小口五丁目164番地先まで

下小口五丁目161番地先から

下小口五丁目164番地先まで

堀尾跡二丁目25番地先から

御供所三丁目40番3地先まで

堀尾跡二丁目25番地先から

御供所三丁目40番3地先まで

外坪四丁目72番地先から

外坪四丁目72番地先まで

外坪四丁目72番地先から

外坪四丁目72番地先まで

御供所二丁目108番地先から

御供所二丁目1番地先まで

御供所二丁目108番地先から

御供所二丁目1番地先まで

萩島一丁目53番地先から

萩島一丁目45番地先まで

萩島一丁目53番地先から

萩島一丁目45番地先まで

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名

3 大口桃花台線

新

旧 12.0～12.1ｍ

12.2～12.6ｍ

84.4ｍ

84.4ｍ

新旧

503.6ｍ

57 内津々線

新 7.5～7.6ｍ 12.0ｍ

旧 6.7～6.7ｍ 12.0ｍ

56 豊三線

新 11.3～15.0ｍ 503.6ｍ

旧 11.3～15.0ｍ

62 布袋小牧線

新 7.1～7.3ｍ 52.7ｍ

旧 6.9～7.3ｍ 52.7ｍ

154 河北５４号線

新 4.5～5.7ｍ 120.8ｍ

旧 5.0～5.0ｍ 120.8ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

仲沖二丁目1番1地先から

仲沖二丁目56番1地先まで

仲沖二丁目1番1地先から

仲沖二丁目56番1地先まで

中小口三丁目430番2地先から

中小口三丁目429番2地先まで

中小口三丁目430番2地先から

中小口三丁目429番2地先まで

城屋敷二丁目48番地先から

城屋敷二丁目16番1地先まで

城屋敷二丁目48番地先から

城屋敷二丁目16番1地先まで

城屋敷二丁目21番地先から

城屋敷二丁目48番地先まで

城屋敷二丁目21番地先から

城屋敷二丁目48番地先まで

中小口三丁目476番1地先から

中小口三丁目477番2地先まで

中小口三丁目476番1地先から

中小口三丁目477番2地先まで

371 上小口７１号線

新 7.1～8.5ｍ 208.6ｍ

旧 6.5～9.0ｍ 211.4ｍ

398 上小口９８号線

新 4.8～6.6ｍ 11.5ｍ

旧 4.7～5.0ｍ 10.2ｍ

519 中小口１９号線

新 8.5～8.5ｍ 18.3ｍ

旧 8.5～8.5ｍ 18.3ｍ

555 中小口５５号線

新 6.0～14.2ｍ 68.6ｍ

旧 6.0～10.9ｍ 68.6ｍ

570 中小口７０号線

新 4.7～5.8ｍ 10.9ｍ

旧 4.0～4.0ｍ 10.9ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

中小口三丁目251番1地先から

中小口三丁目252番1地先まで

中小口三丁目251番1地先から

中小口三丁目252番1地先まで

下小口四丁目164番1地先から

下小口四丁目173番地先まで

下小口四丁目164番1地先から

下小口四丁目173番地先まで

竹田一丁目25番1地先から

竹田一丁目23番1地先まで

竹田一丁目25番1地先から

竹田一丁目23番1地先まで

竹田一丁目30番2地先から

竹田一丁目23番1地先まで

竹田一丁目30番2地先から

竹田一丁目23番1地先まで

大御堂一丁目415番地先から

大御堂一丁目406番地先まで

大御堂一丁目415番地先から

大御堂一丁目406番地先まで

598 中小口９８号線

新 10.2～17.3ｍ 16.1ｍ

旧 9.2～18.3ｍ 16.1ｍ

701 下小口１号線

新 4.0～14.2ｍ 103.6ｍ

旧 3.0～14.4ｍ 103.6ｍ

781 下小口８１号線

新 3.6～3.6ｍ 8.1ｍ

旧 3.6～3.6ｍ 3.4ｍ

787 下小口８７号線

新 4.0～8.7ｍ 77.9ｍ

旧 2.0～11.0ｍ 78.1ｍ

800 下小口１００号線

新 5.0～5.0ｍ 84.7ｍ

旧 5.0～5.0ｍ 84.7ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

大御堂一丁目421番地先から

大御堂一丁目421番地先まで

大御堂一丁目421番地先から

大御堂一丁目421番地先まで

大御堂一丁目405番地先から

大御堂一丁目405番地先まで

大御堂一丁目405番地先から

大御堂一丁目405番地先まで

外坪一丁目2番地先から

外坪五丁目1番地先まで

外坪一丁目2番地先から

外坪五丁目1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

外坪五丁目259番2地先から

外坪五丁目259番2地先まで

外坪五丁目259番2地先から

外坪五丁目259番2地先まで

847 下小口１４７号線

新 4.0～8.0ｍ 2.0ｍ

旧 4.0～7.7ｍ 2.1ｍ

829 下小口１２９号線

新 5.0～8.9ｍ 1.9ｍ

旧 5.0～8.6ｍ 2.6ｍ

939 外坪３９号線

新 8.8～10.5ｍ 22.1ｍ

旧 7.6～10.8ｍ 22.1ｍ

934 外坪３４号線

新 2.0～3.8ｍ 153.9ｍ

旧 1.5～2.5ｍ 153.9ｍ

936 外坪３６号線

新 4.6～4.8ｍ 69.5ｍ

旧 4.0～4.5ｍ 69.5ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

外坪五丁目154番4地先から

外坪五丁目154番1地先まで

外坪五丁目154番4地先から

外坪五丁目154番1地先まで

新宮二丁目149番1地先から

新宮二丁目157番2地先まで

新宮二丁目149番1地先から

新宮二丁目157番2地先まで

新宮二丁目149番1地先から

新宮二丁目157番2地先まで

新宮二丁目149番1地先から

新宮二丁目157番2地先まで

秋田二丁目64番3地先から

秋田二丁目266番1地先まで

秋田二丁目64番3地先から

秋田二丁目266番1地先まで

秋田二丁目235番地先から

秋田二丁目236番地先まで

秋田二丁目235番地先から

秋田二丁目236番地先まで

1106 秋田６号線

新 3.0～3.3ｍ 132.0ｍ

旧 2.3～3.5ｍ 132.0ｍ

946 外坪４６号線

新 4.0～6.7ｍ 42.4ｍ

旧 4.0～8.8ｍ 42.4ｍ

1105 秋田５号線

新 4.0～8.9ｍ 132.0ｍ

旧 5.0～5.0ｍ 132.0ｍ

1124 秋田２４号線

新 4.5～18.3ｍ 16.2ｍ

旧 4.5～8.0ｍ 21.3ｍ

1121 秋田２１号線

新 9.7～11.7ｍ 413.9ｍ

旧 6.0～7.5ｍ 417.6ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

伝右二丁目349番2地先から

伝右二丁目354番地先まで

伝右二丁目349番2地先から

伝右二丁目354番地先まで

秋田一丁目174番1地先から

秋田一丁目174番1地先まで

秋田一丁目174番1地先から

秋田一丁目174番1地先まで

秋田二丁目58番2地先から

秋田二丁目58番2地先まで

秋田二丁目58番2地先から

秋田二丁目58番2地先まで

秋田二丁目197番地先から

秋田二丁目197番地先まで

秋田二丁目197番地先から

秋田二丁目197番地先まで

秋田二丁目196番地先から

秋田二丁目196番地先まで

秋田二丁目196番地先から

秋田二丁目196番地先まで

1125 秋田２５号線

新 2.3～2.7ｍ 111.6ｍ

旧 2.0～3.0ｍ 111.6ｍ

1132 秋田３２号線

新 2.0～3.4ｍ 1.4ｍ

旧 2.0～4.0ｍ 8.8ｍ

1137 秋田３７号線

新 2.5～2.5ｍ 0.0ｍ

旧 2.5～2.5ｍ 2.8ｍ

1138 秋田３８号線

新 3.0～3.0ｍ 208.2ｍ

旧 3.0～3.0ｍ 211.1ｍ

1139 秋田３９号線

新 6.0～7.9ｍ 5.1ｍ

旧 6.0～9.0ｍ 7.3ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

秋田一丁目94番3地先から

秋田一丁目75番地先まで

秋田一丁目94番3地先から

秋田一丁目75番地先まで

秋田二丁目216番地先から

秋田二丁目228番2地先まで

秋田二丁目216番地先から

秋田二丁目228番2地先まで

秋田一丁目94番3地先から

秋田二丁目228番2地先まで

秋田一丁目94番3地先から

秋田二丁目228番2地先まで

秋田二丁目246番2地先から

秋田二丁目246番2地先まで

秋田二丁目246番2地先から

秋田二丁目246番2地先まで

秋田二丁目186番1地先から

秋田二丁目186番1地先まで

秋田二丁目186番1地先から

秋田二丁目186番1地先まで

1140 秋田４０号線

新 2.9～4.1ｍ 181.9ｍ

旧 2.7～3.3ｍ 178.2ｍ

1142 秋田４２号線

新 2.8～7.6ｍ 426.2ｍ

旧 2.7～7.5ｍ 427.6ｍ

1141 秋田４１号線

新 3.2～4.0ｍ 206.1ｍ

旧 2.5～3.0ｍ 210.7ｍ

1143 秋田４３号線

新 5.0～5.0ｍ 34.3ｍ

旧 5.0～8.5ｍ 38.0ｍ

1145 秋田４５号線

新 5.6～10.3ｍ 7.1ｍ

旧 6.0～9.2ｍ 8.9ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

秋田二丁目187番2地先から

秋田二丁目187番2地先まで

秋田二丁目187番2地先から

秋田二丁目187番2地先まで

秋田一丁目94番3地先から

秋田一丁目154番地先まで

秋田一丁目94番3地先から

秋田一丁目154番地先まで

秋田二丁目253番地先から

秋田二丁目253番地先まで

秋田二丁目253番地先から

秋田二丁目253番地先まで

秋田三丁目216番地先から

秋田三丁目204番地先まで

秋田三丁目216番地先から

秋田三丁目204番地先まで

秋田一丁目350番地先から

秋田二丁目360番3地先まで

秋田一丁目350番地先から

秋田二丁目360番3地先まで

1152 秋田５２号線

新 4.9～5.3ｍ 59.0ｍ

旧 4.9～4.9ｍ 59.0ｍ

1151 秋田５１号線

新 3.0～3.0ｍ 13.1ｍ

旧 2.0～2.0ｍ 15.5ｍ

1170 秋田７０号線

新 4.2～5.6ｍ 56.5ｍ

旧 4.2～5.5ｍ 56.5ｍ

1163 秋田６３号線

新 5.6～6.4ｍ 8.7ｍ

旧 6.5～6.5ｍ 8.7ｍ

49.5ｍ4.8～5.1ｍ旧

秋田１２０号線1220

49.5ｍ5.5～5.7ｍ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

御供所三丁目284番1地先から

御供所三丁目27番地先まで

御供所三丁目284番1地先から

御供所三丁目27番地先まで

御供所三丁目278番2地先から

御供所三丁目288番1地先まで

御供所三丁目278番2地先から

御供所三丁目288番1地先まで

御供所三丁目246番1地先から

御供所三丁目247番地先まで

御供所三丁目246番1地先から

御供所三丁目247番地先まで

奈良子三丁目99番地先から

御供所三丁目244番1地先まで

奈良子三丁目99番地先から

御供所三丁目244番1地先まで

御供所三丁目188番1地先から

御供所三丁目185番1地先まで

御供所三丁目188番1地先から

御供所三丁目185番1地先まで

105.3ｍ5.3～7.5ｍ旧

豊田５号線1305

105.3ｍ5.0～6.8ｍ新

16.4ｍ3.0～4.5ｍ旧

豊田４号線1304

16.4ｍ2.5～4.0ｍ新

12.2ｍ4.0～4.0ｍ旧

豊田３号線1303

12.2ｍ2.5～3.0ｍ新

42.5ｍ4.5～5.8ｍ旧

豊田２号線1302

42.5ｍ4.5～6.4ｍ新

29.8ｍ4.0～6.0ｍ旧

豊田６号線1306

29.8ｍ4.0～5.8ｍ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

御供所三丁目154番1地先から

御供所三丁目175番地先まで

御供所三丁目154番1地先から

御供所三丁目175番地先まで

奈良子三丁目29番地先から

御供所三丁目407番地先まで

奈良子三丁目29番地先から

御供所三丁目407番地先まで

御供所三丁目119番地先から

御供所三丁目120番1地先まで

御供所三丁目119番地先から

御供所三丁目120番1地先まで

御供所三丁目58番1地先から

御供所三丁目57番1地先まで

御供所三丁目58番1地先から

御供所三丁目57番1地先まで

御供所二丁目52番1地先から

御供所二丁目52番2地先まで

御供所二丁目52番1地先から

御供所二丁目52番2地先まで

55.6ｍ5.5～6.0ｍ旧

豊田１５号線1315

55.6ｍ6.3～6.5ｍ新

17.9ｍ5.1～5.5ｍ旧

豊田１０号線1310

17.9ｍ4.2～5.5ｍ新

23.4ｍ5.5～7.0ｍ旧

豊田９号線1309

23.4ｍ5.4～6.5ｍ新

234.3ｍ5.4～6.5ｍ旧

豊田８号線1308

234.3ｍ6.4～6.8ｍ新

15.8ｍ3.0～3.8ｍ旧

豊田７号線1307

15.3ｍ2.5～3.8ｍ新
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延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

御供所三丁目25番2地先から

御供所三丁目284番地先まで

御供所三丁目25番2地先から

御供所三丁目284番地先まで

堀尾跡二丁目65番1地先から

奈良子三丁目99番地先まで

堀尾跡二丁目65番1地先から

奈良子三丁目99番地先まで

奈良子三丁目83番地先から

奈良子三丁目93番1地先まで

奈良子三丁目83番地先から

奈良子三丁目93番1地先まで

御供所三丁目58番3地先から

御供所三丁目58番3地先まで

御供所三丁目58番3地先から

御供所三丁目58番3地先まで

御供所二丁目108番地先から

御供所二丁目108番地先まで

御供所二丁目108番地先から

御供所二丁目108番地先まで

85.9ｍ2.5～3.5ｍ旧

豊田２７号線1327

85.9ｍ3.5～5.1ｍ新

108.4ｍ6.0～9.4ｍ旧

豊田２５号線1325

107.2ｍ6.2～10.2ｍ新

673.5ｍ6.5～15.0ｍ旧

豊田２２号線1322

672.7ｍ7.0～16.3ｍ新

1343 豊田４３号線

新 3.5～6.0ｍ 10.4ｍ

旧 2.8～2.8ｍ 10.4ｍ

1337 豊田３７号線

新 3.0～4.8ｍ 1.5ｍ

旧 3.0～4.8ｍ 2.9ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

堀尾跡一丁目80番1地先から

堀尾跡一丁目96番1地先まで

堀尾跡一丁目80番1地先から

堀尾跡一丁目96番1地先まで

高橋一丁目27番地先から

高橋一丁目32番地先まで

高橋一丁目27番地先から

高橋一丁目32番地先まで

高橋一丁目105番地先から

高橋一丁目111番1地先まで

高橋一丁目105番地先から

高橋一丁目111番1地先まで

中小口一丁目506番地先から

中小口一丁目504番地先まで

中小口一丁目506番地先から

中小口一丁目504番地先まで

余野三丁目440番4地先から

余野三丁目437番1地先まで

余野三丁目440番4地先から

余野三丁目437番1地先まで

1703 余野３号線

新 6.0～10.3ｍ 87.8ｍ

旧 5.0～10.2ｍ 87.5ｍ

1701 余野１号線

新 4.2～4.3ｍ 74.5ｍ

旧 4.2～4.2ｍ 74.5ｍ

1344 豊田４４号線

新 3.0～4.4ｍ 70.4ｍ

旧 2.8～34.0ｍ 86.8ｍ

1525 大屋敷２５号線

新 2.2～2.6ｍ 42.6ｍ

旧 2.5～2.6ｍ 42.6ｍ

1533 大屋敷３３号線

新 3.6～8.0ｍ 42.0ｍ

旧 3.0～8.0ｍ 42.1ｍ



道路の区域変更

延長区　間 敷地幅員
路線
番号

路線名 新旧

余野三丁目172番6地先から

余野三丁目168番地先まで

余野三丁目172番6地先から

余野三丁目168番地先まで

余野三丁目454番1地先から

余野三丁目454番3地先まで

余野三丁目454番1地先から

余野三丁目454番3地先まで

1738 余野３８号線

新 6.0～10.6ｍ 23.7ｍ

旧 5.7～10.0ｍ 23.7ｍ

1737 余野３７号線

新 6.0～10.2ｍ 28.6ｍ

旧 6.0～10.0ｍ 28.6ｍ




















































































































































































