
⑤
起点：字道崎３５番地 地先
終点：向陽二丁目５５番地 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：５.８ｍ
キロ程：５００ｍ

⑥
起点：向陽二丁目５５番地 地先
終点：字南中根１６番地６ 地先
道路種別：県道(一般県道半田環状線)
最小幅員：１２.８ｍ
キロ程：５５０ｍ

コミュニティバス　青ルート　廃止区間・廃止バス停（１/４）
（起点・終点、道路種別、最小（道路）幅員、キロ程）

①
起点：字長尾山２番地
終点：字長尾山５０番地１ 地先
道路種別：町道(山ノ神線)
最小幅員：５.５ｍ
キロ程：５０ｍ

②
起点：字長尾山５０番地１ 地先
終点：字長尾山１０３番地１ 地先
道路種別：町道(武豊港線)
最小幅員：８.０ｍ
キロ程：５０ｍ

③
起点：字長尾山１０３番地１ 地先
終点：字道崎４３番８ 地先
道路種別：町道（迎戸第１号線）
最小幅員：５.７ｍ
キロ程：５０ｍ

④
起点：字道崎４３番８地先
終点：字道崎３５番地 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：５０ｍ

⑦
起点：字南中根１６番地６ 地先
終点：字中根二丁目９４番地３ 地先
道路種別：町道(武豊港線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：２５０ｍ

⑧
起点：字中根二丁目９４番地３
終点：字中根二丁目９４番地３
道路種別：町有地
キロ程：１００ｍ

⑨
起点：字中根二丁目９４番地３ 地先
終点：字中根二丁目１９番地１ 地先
道路種別：町道(武豊港線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：３５０ｍ

⑩
起点：字中根二丁目１９番地１ 地先
終点：字山ノ神１３５番地４ 地先
道路種別：町道(寺坂線)
最小幅員：５.２ｍ
キロ程：８５０ｍ

⑪
起点：字山ノ神１３５番地４ 地先
終点：字山ノ神１５５番地１ 地先
道路種別：町道(山ノ神線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：４００ｍ

⑫
起点：字山ノ神１５５番地１ 地先
終点：字長尾山５０番地１ 地先
道路種別：町道(山ノ神線)
最小幅員：５.１ｍ
キロ程：３６０ｍ

⑬
起点：字長尾山５０番地１ 地先
終点：字長尾山１０３番地１ 地先
道路種別：町道(武豊港線)
最小幅員：８.０ｍ
キロ程：５０ｍ

⑭
起点：字長尾山１０３番地１ 地先
終点：字道崎４３番地８ 地先
道路種別：町道（迎戸第１号線）
最小幅員：５.７ｍ
キロ程：５０ｍ

資料２－４（別紙）

（議案第２号）



⑰
起点：字道崎３５番地 地先
終点：字川尻９０番地１ 地先
道路種別：町道(武冨線)
最小幅員：６.３ｍ
キロ程：５８０ｍ

⑱
起点：字川尻９０番地１ 地先
終点：字下起５番地１ 地先
道路種別：町道(川尻線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：６８０ｍ

コミュニティバス　青ルート　廃止区間・廃止バス停（２/４）
（起点・終点、道路種別、最小（道路）幅員、キロ程）

⑮
起点：字道崎４３番地８
終点：字道崎４３番地８
道路種別：民地
キロ程：８０ｍ

⑯
起点：字道崎４３番地８ 地先
終点：字道崎３５番 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：５０ｍ

⑲
起点：字下起５番地１ 地先
終点：字大門田１９４番地１ 地先
道路種別：町道(大門田線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：７００ｍ

⑳
起点：字大門田１９４番地１ 地先
終点：字大門田２０番地３ 地先
道路種別：町道(大門田第５号線）
最小幅員：６.３ｍ
キロ程：２００ｍ

㉑
起点：字大門田２０番地３ 地先
終点：大字東大高字清水７４番地 地先
道路種別：町道(嶋田・白山第１号線）
最小幅員：６.４ｍ
キロ程：５０ｍ

㉒
起点：大字東大高字清水７４番地 地先
終点：大字東大高字清水１０１番地１ 地先
道路種別：町道(大門田線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：２００ｍ

㉓
起点：大字東大高字清水１０１番地１ 地先
終点：大字東大高字清水１２８番地 地先
道路種別：町道(大門田線）
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：２００ｍ

㉔
起点：大字東大高字清水１２８番地 地先
終点：大字東大高字清水１３９番地 地先
道路種別：県道(主要地方道半田・南知多線)
最小幅員：８.０ｍ
キロ程：９０ｍ

㉕
起点：大字東大高字清水１３９番地 地先
終点：大字東大高字清水９４番地 地先
道路種別：町道（清水第３号線）
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：２００ｍ

㉖
起点：大字東大高字清水９４番地 地先
終点：大字東大高字清水１０１番地１ 地先
道路種別：町道(大門田線）
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：９０ｍ

㉗
起点：大字東大高字清水１０１番地１ 地先
終点：字大門田１２４番地 地先
道路種別：町道(大門田・清水第２号線）
最小幅員：４.６ｍ
キロ程：４００ｍ

㉘
起点：字大門田１２４番地 地先
終点：字嶋田６９番地 地先
道路種別：町道(嶋田・白山第１号線）
最小幅員：３.６ｍ
キロ程：７５０ｍ



㉙
起点：字嶋田６９番地 地先
終点：大字冨貴字西迎４２番地 地先
道路種別：県道(一般県道大谷・冨貴線)
最小幅員：５.８ｍ
キロ程：９００ｍ

㉚
起点：大字冨貴字西迎４２番地 地先
終点：大字冨貴字新薄里２２７番地 地先
道路種別：町道(市原・冨貴線)
最小幅員：５.８ｍ
キロ程：１,１００ｍ

コミュニティバス　青ルート　廃止区間・廃止バス停（３/４）
（起点・終点、道路種別、最小（道路）幅員、キロ程）

㉛
起点：大字冨貴字新薄里２２７番地 地先
終点：大字冨貴字新薄里１９５番地 地先
道路種別：町道(新薄里第１５号線）
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：１５０ｍ

㉜
起点：大字冨貴字新薄里１９５番地 地先
終点：大字冨貴字前田９８番地 地先
道路種別：県道(主要地方道半田・南知多線)
最小幅員：６.５ｍ
キロ程：１５０ｍ

㉝
起点：大字冨貴字前田９８番地 地先
終点：大字冨貴字市場２３番地１ 地先
道路種別：県道(一般県道大谷・冨貴線)
最小幅員：４.７ｍ
キロ程：１,０００ｍ

㉞
起点：大字冨貴字市場２３番地１ 地先
終点：字里中２６番地 地先
道路種別：国道(２４７号)
最小幅員：６.４ｍ
キロ程：１,８５０ｍ

㉟
起点：字里中２６番地 地先
終点：字忠白田１１番地１ 地先
道路種別：町道(目堀線)
最小幅員：７.１ｍ
キロ程：１００ｍ

㊱
起点：字忠白田１１番地１
終点：字忠白田１１番地１
道路種別：民地
キロ程：１００ｍ

㊲
起点：字忠白田１１番地１ 地先
終点：字里中２６番地 地先
道路種別：町道(目堀線)
最小幅員：７.１ｍ
キロ程：１００ｍ

㊳
起点：字里中２６番地 地先
終点：字金下５５番地１ 地先
道路種別：国道(２４７号)
最小幅員：６.５ｍ
キロ程：８５０ｍ

㊴
起点：字金下５５番地１ 地先
終点：字金下３番地６ 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：６.５ｍ
キロ程：１００ｍ

㊵
起点：字金下３番地６
終点：字金下３番地６
道路種別：民地
キロ程：５０ｍ

㊶
起点：字金下３番地６ 地先
終点：字金下４４番地３ 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：６.３ｍ
キロ程：１００ｍ

㊷
起点：字金下４４番地３ 地先
終点：字長尾山１０１番地 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：５.５ｍ
キロ程：４００ｍ



コミュニティバス　青ルート　廃止区間・廃止バス停（４/４）
（起点・終点、道路種別、最小（道路）幅員、キロ程）

㊸
起点：字長尾山１０１番地 地先
終点：字道崎４３番地８ 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：４.７ｍ
キロ程：５０ｍ

㊹
起点：字道崎４３番地８
終点：字道崎４３番地８
道路種別：民地
キロ程：８０ｍ

㊺
起点：字道崎４３番地８ 地先
終点：字道崎３５番地 地先
道路種別：県道(主要地方道武豊小鈴谷線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：５０ｍ

㊻
起点：字道崎３５番地 地先
終点：字長尾山２番地 地先
道路種別：町道(山ノ神線)
最小幅員：６.０ｍ
キロ程：５０ｍ


