
起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
オオワダ・ゴウドウセン

大字人見１４３２番地先 20.0
ガラン・オオワダセン

大字中富９２４番２地先 53.3
サカダ・クジュウクボウセン

南子安九丁目１８番１１地先 47.6
ソトミノワ・ヒトミセン

大字人見６８５番３地先 40.8
ナカノ・サカダセン

東坂田四丁目３番７地先 71.2
キミツエキマエセン

大字下湯江８７番地先 32.8
クボヤマ・クボセン

陽光台三丁目２番１地先 46.0
キタコヤス・サダモトセン

大字貞元２８３番４地先 39.1
コイトガワエンガンホコウシャセンヨウドウ

その他 人見三丁目１１番地先 10.0
ムテ・サダモトセン

大字貞元１２６５番１地先　 41.8
キミツ・セイワセン

大字西粟倉１３２番１地先 50.3
４ゴウカンセン

富津市宝竜寺７８番１地先 26.5
７ゴウカンセン

大字北子安９７０番２地先 17.7
３ゴウカンセン

大字馬登６９４番１地先 15.0
８ゴウカンセン

大字小山野１６３番２地先 25.5
イズミ・ナカショウセン

大字中島９５９番１地先 10.7
フクオカ・イトガワセン

大字糸川１２１７番地先 8.7
イチジュク・オオノダイセン

大字糸川１５９７番１地先 26.8
ウエハタ・ヒガシヒカサセン

大字東日笠４８６番１地先 38.1
ウエハタ・ホウノクセン

大字平田４６９番内－３地先 14.9
マサキ・オクゴメセン

大字奥米３１３番５地先 11.1
タワラダ・ヤマモトセン

大字西原１１４番１地先 17.5
コクダイ・シュクセン

大字賀恵淵９３０番４地先 11.4
タワラダ・ミノワセン

大字俵田１５２３番地先 15.1
クルリマツオカセン

大字大中４５番地先 16.5
オオワダウラタセン

大字浦田２８７４番地先 10.5
カワヤツオビツセン

大字吉野１７８番１地先 18.5
クルリオオヤツセン

大字久留里大谷１６３番２地先 26.1
トミタクズハラセン

大字向郷９６３番２地先 12.3
ササフジバヤシセン

大字藤林２７３番２地先 20.9
ヒラヤマ・ヤマタキノセン

大字山滝野１０９９番２地先 28.0

備 考

一　級 101
大字人見１００１番１地先 20.0

大和田・神門線

一　級 102
大字大和田５６７番４地先 3.8

伽蘭・大和田線

一　級 103
西坂田三丁目１２番８地先 12.0

坂田・九十九坊線

一　級 104
中野三丁目１番１地先 18.0

外箕輪・人見線

路　　　線　　　名等級
路線
番号

幅 員 ｍ

一　級 107
久保二丁目１３番４地先 17.0

久保山・久保線

一　級 108
南子安二丁目１番１地先 17.0

北子安・貞元線

一　級 105
中野五丁目２番９地先 19.2

中野・坂田線

一　級 106
中野二丁目１番２地先 17.0

君津駅前線

一　級 111
中野一丁目１２番２地先 3.0

君津・清和線

一　級 112
大字下湯江９番３地先 6.9

４号幹線

109
外箕輪一丁目５番１２地先 3.0

小糸川沿岸歩行者専用道

一　級 110
大字泉３３６番地先 13.0

六手・貞元線

一　級

一　級 115
大字尾車１４１番地先 2.2

８号環線

一　級 116
大字泉１７５番１４地先 4.6

泉・中小線

一　級 113
外箕輪四丁目３１番地先 5.1

７号幹線

一　級 114
大字皿引１０７番４地先 2.5

３号幹線

一　級 119
大字植畑４９０番１地先 4.7

植畑・東日笠線

一　級 120
大字植畑８８３番１地先 4.0

植畑・法ノ木線

一　級 117
大字福岡１６６番１地先 3.5

福岡・糸川線

一　級 118
大字市宿６４番地先 9.8

市宿・大野台線

一　級 123
大字三田３７０番１地先 3.2

石代・宿線

一　級 124
大字箕輪８６６番５地先 4.0

俵田・箕輪線

一　級 121
大字正木２７番２地先 2.6

正木・奥米線

一　級 122
大字俵田１３１５番１地先 2.0

俵田・山本線

一　級 127
大字川谷４２２番地先 6.0

川谷小櫃線

一　級 128
大字久留里市場９４８番１地先 5.4

久留里大谷線

一　級 125
大字向郷１３００番１地先 3.5

久留里松丘線

一　級 126
大字向郷６２０番７地先 2.6

大和田浦田線

一　級 131
大字平山１０２８番３地先 12.0

平山・山滝野線

一　級 129
大字向郷８０４番１－３地先 2.7

富田久津原線

一　級 130
大字笹４４５番１地先 3.4

笹藤林線

市道路線認定調書
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

１ゴウカンセン５ゴウシセン

大字人見１５９３番３８地先 8.8
１ゴウカンセン６ゴウシセン

その他 大字人見１０５４番１１７地先 10.3
１ゴウカンセン１５ゴウシセン

大字人見１３２４番３地先 4.0
１０ゴウカンセン

大字人見１５９４番１地先 13.4
１ゴウカンセン

人見一丁目１４番地先 12.8
１４ゴウカンセン

人見三丁目２０番１地先 14.8
１ゴウカンセン

その他 人見五丁目１０番１地先 32.7
１ゴウカンセン４ゴウシセン

人見一丁目１５番地先 7.6
１ゴウカンセン２ゴウシセン

大字下湯江１１２８番地先 14.8
１０ゴウカンセン

大字下湯江５３８番地先 10.6
シセン１ゴウ

北子安字下西原１３４７番地先 24.6
２ゴウカンセン（ニシ）

南子安二丁目１７番地先 19.3
１８ゴウカンセン

杢師三丁目２０番１５地先 25.4
２ゴウカンセン（ヒガシ）

大字三直７０９番地先 12.7
２ゴウカンセン１５ゴウシセン

大字三直７６８番１地先 14.7
２ゴウカンセン

大字三直１２４２番地先 11.3
２ゴウカンセン５ゴウシセン

大字三直１２４５番３地先 8.9
２ゴウカンセン１４ゴウシセン

大字三直１５５２番５６地先 12.3
６ゴウカンセン

大字六手３３番６地先 12.0
６ゴウカンセン

大字小香１３７番３地先 16.2
１２ゴウカンセン

その他 大字大和田４２８番６地先 13.7
５ゴウカンセン

大字郡９２４番地先 11.3
ナカジマ・ネリキセン

大字練木６６番１地先 13.4
ナカジマ・オギサクセン

大字白駒３８４番地先 17.4
ネモト・ナガシセン

大字長石１６７番１地先 23.4
イトガワ・マノセン

大字糸川１２２３番地先 7.6
ウエハタ・イチイダナセン

大字東日笠５番２地先 11.2
マサキ・ヌタザワセン

大字怒田沢１４３番地先 16.6
ヤマモトセン

大字山本１５３６番地先 12.1
イチノサワセン

大字山本２４００番１地先 7.3
タワラダ・ヤマモトセン

大字山本１７４３番１地先 13.3
ヒラサワセン

大字西原１０４２番３地先 18.3
ニシバラ・イソベセン

大字西原９３５番２地先 13.0

二　級 201
大字人見１３４５番１地先 4.5

１号幹線５号支線

二　級 203
大字人見１２２２番２地先 8.0

１０号幹線

二　級 204-1
大字人見９１３番１地先 4.8

１号幹線

202-1
大字人見１２９４番９地先 3.0

１号幹線６号支線

二　級 202-2
大字人見１３２８番１７地先 2.4

１号幹線１５号支線

二　級

二　級 205-2
人見一丁目１９番地先 3.6

１号幹線４号支線

二　級 206
中野三丁目１７番２１地先 4.5

１号幹線２号支線

二　級 204-2
人見一丁目１３番地先 8.0

１４号幹線

205-1
大和田三丁目１番１２地先 2.2

１号環線

二　級

二　級 209
久保四丁目８番１６地先 6.0

２号幹線（西）

二　級 210
南子安六丁目１番１地先 11.9

１８号幹線

二　級 207
大字下湯江１０８５番３地先 4.5

１０号環線

208
陽光台三丁目１番５地先 6.0

支線１号
二　級

212-2
大字三直７６０番地先 7.7

２号幹線

二　級 212-3
大字三直１２６９番４地先 6.2

２号幹線５号支線

二　級

二　級 211
大字内箕輪１１７番１地先 7.2

２号幹線（東）

二　級 212-1
大字三直３６３番地先 10.8

２号幹線１５号支線

二　級 214
大字下湯江１番地先 4.2

６号幹線

215
大字坂田３６１番２地先 9.3

１２号環線

二　級

二　級 212-4
大字三直１２４３番１地先 6.4

２号幹線１４号支線

二　級 213
大字常代２０４番地先 3.7

６号環線

二　級 218
大字中島２９２番１地先 2.8

中島・荻作線

二　級 219
大字根本８６５番３地先 5.3

根本・長石線

二　級 216
大字杉谷１番６地先 2.9

５号幹線

二　級 217
大字上２３７番地先 4.1

中島・練木線

二　級 222
大字正木１７７番９地先 4.0

正木・怒田沢線

二　級 223-1
大字山本１８５６番２地先 3.1

山本線

二　級 220
大字糸川１１４６番２地先 6.3

糸川・間野線

二　級 221
大字植畑２２３番１地先 3.8

植畑・市井棚線

二　級 225
大字西原１２０番１地先 3.5

平沢線

二　級 226
大字西原７４６番２地先 5.0

西原・磯辺線

223-2
大字山本１９４８番２地先 2.2

市ノ沢線

二　級 224
大字西原２２９番２地先 5.2

俵田・山本線

二　級
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

スエヨシ・カエフチセン

大字賀恵淵３０９番１地先 21.2
カエフチチュウオウセン

その他 大字賀恵淵１０１２番１地先 7.5
カワクボセン

大字戸崎１９９４番１地先 8.8
タガワセン

大字戸崎２４００番１地先 4.7
トザキセン

大字戸崎１５９２番地先 9.1
カミニッタセン

大字上新田１０２番１地先 10.8
サワヤナギセン

大字寺沢１５７番１地先 9.9
サンダ・オザワセン

大字山本２４５９番１地先 7.6
フクノカワヤツセン（キタ）

大字川谷７２３番地先 6.8
フクノカワヤツセン（ミナミ）

その他 大字怒田７２２番地先 7.3
コイチブサワムコウセン

大字小市部１３８番７地先 8.6
トバリカノウヤセン

大字浦田９４６番地先 19.0
オオテウチゴラクセン

その他 大字浦田８８３番１地先 10.3
ヒラヤマシノミヤセン

大字山滝野１６０７番４地先 17.6
ヤマタキノオサカセン

大字大坂２０２４番２地先 21.0
ヒロオカオオトミセン

大字大戸見１０３３番１地先 15.9
ヒロオカカナモリセン

大字加名盛３２０番３地先 13.3
ダイナカトヨダセン

大字豊田旧菅間田１７番１地先 22.3
イチネンボウニシノセン

大字山滝野１１８４番１地先 8.1
タカミズオオハシセン

大字利根４番２地先 8.1

二　級 227-3
大字賀恵淵３３８番１地先 4.0

川久保線

二　級 228
大字戸崎２４１２番１８地先 4.2

田川線

二　級 227-1
大字末吉９７１番１地先 3.5

末吉・賀恵淵線

227-2
大字賀恵淵８７番１地先 3.8

賀恵淵中央線

二　級

二　級 231
大字青柳８１９番３地先 2.8

沢柳線

二　級 232
大字三田３７６番地先 2.5

三田・小沢線

二　級 229
大字戸崎８９０番１地先 3.6

戸崎線

二　級 230
大字俵田１６４５番１地先 3.5

上新田線

234
大字久留里市場６１２番地先 3.0

小市部沢向線

二　級 235
大字久留里１番１地先 2.4

戸張叶谷線

二　級

二　級 233-1
大字川谷６０２番３地先 2.7

福野川谷線（北）

233-2
大字怒田１０２１番１地先 3.6

福野川谷線（南）

二　級

二　級 238
大字山滝野１０９９番２地先 5.6

山滝野大坂線

二　級 239
大字広岡１００５番１地先 3.6

広岡大戸見線

236
大字久留里８９番５地先 2.3

大手内後楽線

二　級 237
大字平山１０２８番３地先 3.0

平山四ノ宮線

二　級

242
大字向郷１５８０番３地先 2.5

一念坊西野線

二　級 243
大字高水５番１地先 2.8

高水大橋線

二　級

二　級 240
大字広岡１００６番２地先 4.0

広岡加名盛線

二　級 241
大字大中３５番２地先 3.6

大中豊田線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ホセン１ゴウセン

人見二丁目１３番１地先 4.0
ホセン２ゴウセン

人見二丁目１３番１地先 4.0
ホセン３ゴウセン

人見二丁目６番１５地先 4.0
ホセン４ゴウセン

人見二丁目７番１０地先 4.0
ホセン５ゴウセン

人見三丁目１７番１地先 3.9
ホセン６ゴウセン

人見三丁目１８番地先 4.0
ホセン７ゴウセン

人見三丁目１９番１地先 4.0
ホセン８ゴウセン

人見四丁目１２番２地先 4.0
ホセン９ゴウセン

人見四丁目６番１地先 4.0
ホセン１０ゴウセン

人見四丁目３番２地先 4.0
ホセン１１ゴウセン

人見五丁目８番２地先 4.0
ホセン１２ゴウセン

大字大和田３６３番３地先 4.4
ホセン１３ゴウセン

大和田一丁目１０番１地先 4.0
ホセン１４ゴウセン

大和田一丁目１７番１地先 4.1
ホセン１５ゴウセン

西坂田一丁目３番１地先 4.0
ホセン１６ゴウセン

西坂田四丁目１番３地先 4.0
ホセン１７ゴウセン

君津台一丁目２３０番４地先 5.0
ホセン１８ゴウセン

君津台一丁目１７０２番２６地先 5.0
ホセン１９ゴウセン

君津台一丁目１６８７番９８地先 5.6
ホセン２０ゴウセン

君津台一丁目１７４番７０地先 4.5
ホセン２１ゴウセン

君津台一丁目１６７１番２３地先 5.0
ホセン２２ゴウセン

君津台二丁目１６６４番３３地先 4.0
ホセン２３ゴウセン

君津台三丁目１６９番６４地先 4.9
ホセン２４ゴウセン

君津台三丁目１６４番１０地先 4.0
ホセン２５ゴウセン

君津台三丁目１５０番８地先 5.0
ホセン２６ゴウセン

君津台三丁目２６２番６９地先 5.0
ホセン２７ゴウセン

君津台三丁目１３８番３４地先 5.0
ホセン２８ゴウセン

君津台三丁目１３８番５４地先 4.0
ホセン２９ゴウセン

東坂田一丁目２番地先 6.0
ホセン３０ゴウセン

東坂田二丁目１１番１地先 8.6
ホセン３２ゴウセン

東坂田二丁目４番１地先 9.0
ホセン３３ゴウセン

東坂田二丁目２番地先 12.0
ホセン３４ゴウセン

東坂田三丁目７番１１地先 4.0

その他 503
人見二丁目７番２地先 4.0

歩専３号線

その他 504
人見二丁目１９番２地先 4.0

歩専４号線

その他 501
人見二丁目１４番２地先 4.0

歩専１号線

その他 502
人見二丁目１２番１２地先 4.0

歩専２号線

その他 507
人見三丁目１８番地先 4.0

歩専７号線

その他 508
人見四丁目９番１４地先 4.0

歩専８号線

その他 505
人見三丁目１６番１地先 3.7

歩専５号線

その他 506
人見三丁目１７番７地先 4.0

歩専６号線

その他 511
人見五丁目９番地先 4.0

歩専１１号線

その他 512
大字大和田３６３番４地先 4.0

歩専１２号線

その他 509
人見四丁目３番９地先 4.0

歩専９号線

その他 510
人見四丁目１番５地先 4.0

歩専１０号線

その他 515
西坂田一丁目２番７地先 4.0

歩専１５号線

その他 516
西坂田四丁目５番１地先 4.0

歩専１６号線

その他 513
大和田一丁目１１番３地先 4.0

歩専１３号線

その他 514
大和田一丁目１７番１１地先 4.1

歩専１４号線

その他 519
君津台一丁目１６６４番３０地先 5.0

歩専１９号線

その他 520
君津台三丁目１７４番７１地先 3.0

歩専２０号線

その他 517
君津台一丁目２３０番３５地先 5.0

歩専１７号線

その他 518
君津台一丁目１７０２番４８地先 5.0

歩専１８号線

その他 523
君津台三丁目１７４番１０地先 3.4

歩専２３号線

その他 524
君津台三丁目１６５番１３地先 4.0

歩専２４号線

その他 521
君津台一丁目１６６４番５１地先 5.0

歩専２１号線

その他 522
君津台二丁目１６４０番９６地先 4.0

歩専２２号線

その他 527
君津台三丁目１３８番９０地先 5.0

歩専２７号線

その他 528
君津台三丁目２１９番５６地先 2.9

歩専２８号線

その他 525
君津台三丁目１４７番３７地先 5.0

歩専２５号線

その他 526
君津台三丁目２６２番４１地先 5.0

歩専２６号線

その他 532
東坂田二丁目１番２地先 6.0

歩専３２号線

その他 533
東坂田二丁目５番１地先 6.0

歩専３３号線

その他 529
東坂田一丁目３番４地先 6.0

歩専２９号線

その他 530
東坂田一丁目１番１地先 3.8

歩専３０号線

その他 534
東坂田三丁目４番１３地先 4.0

歩専３４号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ホセン３５ゴウセン

東坂田四丁目２番１１地先 4.0
ホセン３６ゴウセン

東坂田四丁目６番１８地先 4.0
ホセン３７ゴウセン

東坂田四丁目９番３地先 4.0
ホセン３８ゴウセン

中野一丁目１番１地先 8.5
ホセン３９ゴウセン

中野一丁目１２番２地先 4.5
ホセン４０ゴウセン

中野一丁目７番３地先 4.0
ホセン４１ゴウセン

中野一丁目８番１９地先 6.0
ホセン４２ゴウセン

中野一丁目２６番６地先 4.0
ホセン４３ゴウセン

中野二丁目３番２地先 6.0
ホセン４４ゴウセン

中野二丁目５番１地先 6.0
ホセン４５ゴウセン

中野二丁目１３番４地先 7.1
ホセン４６ゴウセン

中野三丁目１６番２地先 6.0
ホセン４７ゴウセン

中野三丁目１５番地先 6.7
ホセン４８ゴウセン

中野三丁目１０番４地先 4.0
ホセン４９ゴウセン

中野三丁目１番１３地先 6.0
ホセン５０ゴウセン

中野四丁目１６番１地先 6.0
ホセン５１ゴウセン

中野四丁目１６番９地先 4.0
ホセン５２ゴウセン

中野四丁目１５番１７地先 6.0
ホセン５３ゴウセン

中野四丁目１９番１地先 11.9
ホセン５４ゴウセン

中野四丁目１９番１地先 6.8
ホセン５５ゴウセン

中野四丁目２番１３地先 6.0
ホセン５６ゴウセン

中野五丁目１番１６地先 6.0
ホセン５７ゴウセン

中野五丁目２番１１地先 6.0
ホセン５８ゴウセン

中野六丁目１１番１地先 6.0
ホセン５９ゴウセン

陽光台一丁目７番１８地先 4.0
ホセン６０ゴウセン

陽光台三丁目１番１地先 4.0
ホセン６１ゴウセン

陽光台三丁目３番３地先 4.0
ホセン６２ゴウセン

北久保一丁目１番５地先 6.0
ホセン６３ゴウセン

北久保一丁目５番１０地先 4.0
ホセン６４ゴウセン

北久保二丁目１番地先 4.0
ホセン６５ゴウセン

北久保二丁目２番９地先 4.0
ホセン６６ゴウセン

北久保二丁目７番１６地先 4.0
ホセン６７ゴウセン

久保一丁目５番４地先 4.0

その他 536
東坂田四丁目５番１地先 4.0

歩専３６号線

その他 537
東坂田四丁目８番１地先 4.0

歩専３７号線

その他 535
東坂田四丁目３番１地先 4.0

歩専３５号線

その他 540
中野一丁目６番９地先 4.0

歩専４０号線

その他 541
中野一丁目７番１７地先 6.0

歩専４１号線

その他 538
中野一丁目１番１地先 6.0

歩専３８号線

その他 539
中野一丁目１３番１地先 3.0

歩専３９号線

その他 544
中野二丁目４番１地先 6.0

歩専４４号線

その他 545
中野二丁目１４番１地先 6.0

歩専４５号線

その他 542
中野一丁目２５番１４地先 4.0

歩専４２号線

その他 543
中野二丁目１番５地先 6.0

歩専４３号線

その他 548
中野三丁目１番１９地先 4.0

歩専４８号線

その他 549
中野三丁目３番１地先 6.0

歩専４９号線

その他 546
中野三丁目１１番１９地先 6.0

歩専４６号線

その他 547
中野三丁目１４番２２地先 3.0

歩専４７号線

その他 552
中野四丁目１６番２０地先 6.0

歩専５２号線

その他 553
中野四丁目１番２６地先 1.4

歩専５３号線

その他 550
中野四丁目１８番９地先 6.0

歩専５０号線

その他 551
中野四丁目１７番地先 4.0

歩専５１号線

その他 556
中野五丁目２番１地先 6.0

歩専５６号線

その他 557
中野五丁目３番２地先 6.0

歩専５７号線

その他 554
中野一丁目２番１２地先 6.0

歩専５４号線

その他 555
中野四丁目３番１地先 6.0

歩専５５号線

その他 560
陽光台三丁目２番３地先 4.0

歩専６０号線

その他 561
陽光台三丁目４番地先 4.0

歩専６１号線

その他 558
中野六丁目１番２３地先 6.0

歩専５８号線

その他 559
陽光台一丁目１３番１３地先 4.0

歩専５９号線

その他 564
北久保二丁目３番２地先 4.0

歩専６４号線

その他 565
北久保二丁目５番２地先 4.0

歩専６５号線

その他 562
北久保一丁目１番１地先 6.0

歩専６２号線

その他 563
北久保一丁目６番地先 4.0

歩専６３号線

その他 566
北久保二丁目６番８地先 4.0

歩専６６号線

その他 567
久保一丁目８番１地先 4.0

歩専６７号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ホセン６８ゴウセン

久保一丁目７番１地先 4.0
ホセン６９ゴウセン

久保二丁目３番地先 4.0
ホセン７０ゴウセン

北子安二丁目２番地先 10.9
ホセン７２ゴウセン

台一丁目１番８地先 4.0
ホセン７３ゴウセン

台二丁目３番５地先 4.0
ホセン７４ゴウセン

南久保一丁目２番５地先 4.0
ホセン７５ゴウセン

南久保一丁目１番１４地先 4.0
ホセン７６ゴウセン

南久保一丁目４番１２地先 6.0
ホセン７７ゴウセン

北子安一丁目４番２地先 4.0
ホセン７８ゴウセン

北子安二丁目９番１地先 4.0
ホセン７９ゴウセン

北子安二丁目１５番１２地先 4.0
ホセン８０ゴウセン

北子安二丁目２１番６地先 4.0
ホセン８１ゴウセン

北子安二丁目２２番８地先 4.0
ホセン８２ゴウセン

北子安三丁目９番１地先 4.0
ホセン８３ゴウセン

北久保二丁目５番６地先 4.0
ホセン８４ゴウセン

北子安四丁目１番２８地先 4.0
ホセン８５ゴウセン

北子安四丁目２８番１地先 4.0
ホセン８６ゴウセン

北子安五丁目６番１２地先 4.0
ホセン８７ゴウセン

北子安五丁目２番４地先 4.0
ホセン８８ゴウセン

北子安五丁目２２番１７地先 4.3
ホセン８９ゴウセン

北子安六丁目４番地先 5.0
ホセン９０ゴウセン

北子安六丁目４番地先 4.0
ホセン９１ゴウセン

南子安八丁目８番１８地先 4.0
ホセン９２ゴウセン

北子安六丁目１８番１９地先 5.0
ホセン９３ゴウセン

北子安六丁目１７番地先 4.0
ホセン９４ゴウセン

南子安一丁目２３番地先 4.0
ホセン９５ゴウセン

南子安一丁目１６番地先 5.3
ホセン９６ゴウセン

南子安一丁目１５番地先 4.4
ホセン９７ゴウセン

南子安一丁目６番地先 4.0
ホセン９８ゴウセン

南子安一丁目９番地先 4.0
ホセン９９ゴウセン

南子安二丁目３番地先 4.0
ホセン１００ゴウセン

南子安二丁目１番地先 4.0
ホセン１０１ゴウセン

南子安二丁目１７番地先 4.1

その他 568
久保一丁目６番１１地先 4.0

歩専６８号線

その他 569
久保二丁目６番１地先 4.0

歩専６９号線

その他 573
台二丁目１１４番１地先 4.0

歩専７３号線

その他 574
南久保一丁目３番地先 4.0

歩専７４号線

その他 570
久保三丁目１２番３地先 6.0

歩専７０号線

その他 572
台一丁目５番１地先 4.0

歩専７２号線

その他 577
北子安一丁目７番５地先 4.0

歩専７７号線

その他 578
北子安二丁目７番６地先 4.0

歩専７８号線

その他 575
南久保一丁目４番１地先 4.0

歩専７５号線

その他 576
南久保一丁目１３番１地先 6.0

歩専７６号線

その他 581
北子安二丁目１９番９地先 4.0

歩専８１号線

その他 582
北子安三丁目１０番２地先 4.0

歩専８２号線

その他 579
北子安二丁目１６番１地先 4.0

歩専７９号線

その他 580
北子安二丁目２２番１地先 4.0

歩専８０号線

その他 585
北子安四丁目２１番１６地先 4.0

歩専８５号線

その他 586
北子安五丁目１４番１地先 4.0

歩専８６号線

その他 583
北子安三丁目１番地先 4.0

歩専８３号線

その他 584
北子安四丁目１３番１地先 4.0

歩専８４号線

その他 589
北子安六丁目５番１地先 5.0

歩専８９号線

その他 590
北子安六丁目１４番地先 4.0

歩専９０号線

その他 587
北子安五丁目１番１９地先 4.0

歩専８７号線

その他 588
北子安五丁目２３番３地先 4.0

歩専８８号線

その他 593
南子安七丁目９番２地先 4.0

歩専９３号線

その他 594
南子安一丁目２０番地先 4.0

歩専９４号線

その他 591
北子安六丁目１９番１１地先 4.0

歩専９１号線

その他 592
北子安六丁目１７番２地先 5.0

歩専９２号線

その他 597
南子安一丁目８番地先 4.0

歩専９７号線

その他 598
南子安一丁目８番地先 4.0

歩専９８号線

その他 595
南子安一丁目５番地先 4.0

歩専９５号線

その他 596
南子安一丁目１４番地先 4.0

歩専９６号線

その他 601
南子安二丁目１８番地先 4.1

歩専１０１号線

その他 599
南子安二丁目１番地先 4.0

歩専９９号線

その他 600
南子安二丁目８番地先 4.0

歩専１００号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ホセン１０２ゴウセン

南子安二丁目１５番地先 4.0
ホセン１０３ゴウセン

南子安二丁目１４番地先 2.0
ホセン１０４ゴウセン

南子安三丁目３番１地先 4.0
ホセン１０５ゴウセン

南子安三丁目４番２地先 4.0
ホセン１０６ゴウセン

南子安三丁目２０番１地先 4.0
ホセン１０７ゴウセン

南子安三丁目２７番３地先 4.0
ホセン１０８ゴウセン

南子安三丁目６番１地先 4.0
ホセン１０９ゴウセン

南子安三丁目２６番１１地先 4.0
ホセン１１０ゴウセン

南子安四丁目３番地先 4.0
ホセン１１１ゴウセン

南子安四丁目８番地先 4.0
ホセン１１２ゴウセン

南子安四丁目１０番地先 4.0
ホセン１１３ゴウセン

南子安四丁目１８番５地先 7.0
ホセン１１４ゴウセン

南子安四丁目２０番地先 4.0
ホセン１１５ゴウセン

南子安四丁目１９番地先 4.0
ホセン１１６ゴウセン

南子安四丁目２１番地先 4.0
ホセン１１７ゴウセン

南子安四丁目２８番地先 4.0
ホセン１１８ゴウセン

南子安四丁目３２番地先 4.0
ホセン１１９ゴウセン

南子安五丁目３番２地先 4.0
ホセン１２０ゴウセン

南子安五丁目９番１地先 4.0
ホセン１２１ゴウセン

南子安五丁目１１番１地先 4.0
ホセン１２２ゴウセン

南子安五丁目８番１地先 4.0
ホセン１２３ゴウセン

南子安五丁目１１番１地先 7.0
ホセン１２４ゴウセン

南子安五丁目１１番４地先 4.0
ホセン１２５ゴウセン

南子安五丁目２９番５地先 4.0
ホセン１２６ゴウセン

南子安六丁目１番１０地先 4.0
ホセン１２７ゴウセン

南子安六丁目１９番１地先 4.0
ホセン１２８ゴウセン

南子安六丁目２０番１８地先 4.0
ホセン１２９ゴウセン

南子安六丁目２４番９地先 4.0
ホセン１３０ゴウセン

南子安六丁目２５番地先 4.0
ホセン１３１ゴウセン

南子安六丁目８番１地先 4.0
ホセン１３２ゴウセン

南子安六丁目１２番１地先 4.0
ホセン１３３ゴウセン

南子安七丁目３番１地先 6.0
ホセン１３４ゴウセン

南子安七丁目８番１地先 4.0

その他 602
南子安二丁目１４番地先 4.0

歩専１０２号線

その他 605
南子安三丁目３番１２地先 4.0

歩専１０５号線

その他 606
南子安三丁目１１番１７地先 4.0

歩専１０６号線

その他 603
南子安二丁目１３番地先 2.0

歩専１０３号線

その他 604
南子安三丁目２番５地先 4.0

歩専１０４号線

その他 609
南子安三丁目２５番８地先 4.0

歩専１０９号線

その他 610
南子安四丁目１番地先 4.0

歩専１１０号線

その他 607
南子安三丁目２６番１地先 4.0

歩専１０７号線

その他 608
南子安三丁目５番８地先 4.0

歩専１０８号線

その他 613
南子安四丁目２１番地先 4.0

歩専１１３号線

その他 614
南子安四丁目１６番地先 4.0

歩専１１４号線

その他 611
南子安四丁目９番地先 4.0

歩専１１１号線

その他 612
南子安四丁目１６番地先 4.0

歩専１１２号線

その他 617
南子安四丁目３１番地先 4.0

歩専１１７号線

その他 618
南子安四丁目３５番地先 4.0

歩専１１８号線

その他 615
南子安四丁目１７番地先 4.0

歩専１１５号線

その他 616
南子安四丁目２７番地先 4.0

歩専１１６号線

その他 621
南子安五丁目８番１地先 4.0

歩専１２１号線

その他 622
南子安五丁目９番１地先 4.0

歩専１２２号線

その他 619
南子安五丁目２番２地先 4.0

歩専１１９号線

その他 620
南子安五丁目７番１５地先 4.0

歩専１２０号線

その他 625
南子安五丁目１３番９地先 4.0

歩専１２５号線

その他 626
南子安六丁目２０番１地先 4.0

歩専１２６号線

その他 623
南子安五丁目１０番２地先 4.0

歩専１２３号線

その他 624
南子安五丁目１２番２地先 4.0

歩専１２４号線

その他 629
南子安六丁目２５番地先 4.0

歩専１２９号線

その他 630
外箕輪三丁目６番２地先 4.0

歩専１３０号線

その他 627
南子安六丁目３番７地先 4.0

歩専１２７号線

その他 628
南子安六丁目２１番２地先 4.0

歩専１２８号線

その他 633
南子安七丁目１番１８地先 6.0

歩専１３３号線

その他 634
南子安七丁目４番７地先 3.0

歩専１３４号線

その他 631
南子安六丁目７番８地先 4.0

歩専１３１号線

その他 632
南子安六丁目８番６地先 4.0

歩専１３２号線

DAXX －　7　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ホセン１３５ゴウセン

南子安七丁目６番１地先 2.0
ホセン１３６ゴウセン

南子安七丁目９番１７地先 3.0
ホセン１３７ゴウセン

南子安八丁目１０番７地先 4.0
ホセン１３８ゴウセン

南子安八丁目１１番１地先 4.0
ホセン１３９ゴウセン

南子安八丁目２番１地先 4.0
ホセン１４０ゴウセン

南子安八丁目３番５地先 4.0
ホセン１４１ゴウセン

南子安九丁目２番１地先 4.0
ホセン１４２ゴウセン

南子安九丁目１４番１５地先 4.0
ホセン１４３ゴウセン

南子安九丁目６番２地先 4.0
ホセン１４４ゴウセン

南子安九丁目７番１１地先 4.0
ホセン１４５ゴウセン

杢師一丁目７番３地先 4.0
ホセン１４６ゴウセン

杢師一丁目１１番２７地先 4.0
ホセン１４７ゴウセン

杢師二丁目２番７地先 4.0
ホセン１４８ゴウセン

杢師二丁目９番１地先 4.0
ホセン１４９ゴウセン

杢師二丁目７番４地先 4.0
ホセン１５０ゴウセン

杢師二丁目８番８地先 4.0
ホセン１５１ゴウセン

杢師二丁目１４番１地先 4.0
ホセン１５２ゴウセン

杢師三丁目９番２１地先 4.0
ホセン１５３ゴウセン

杢師三丁目２番６地先 4.0
ホセン１５４ゴウセン

杢師三丁目１３番４地先 4.0
ホセン１５５ゴウセン

杢師三丁目１６番１地先 5.0
ホセン１５６ゴウセン

杢師三丁目８番２４地先 4.0
ホセン１５７ゴウセン

杢師三丁目２０番１８地先 4.0
ホセン１５８ゴウセン

杢師三丁目２２番地先 4.0
ホセン１５９ゴウセン

杢師四丁目２０番１地先 4.0
ホセン１６０ゴウセン

杢師四丁目２番５地先 4.0
ホセン１６１ゴウセン

杢師四丁目２６番４地先 4.0
ホセン１６２ゴウセン

杢師四丁目９番地先 4.0
ホセン１６３ゴウセン

大字内箕輪２８番２地先 4.0
ホセン１６４ゴウセン

法木作一丁目２番２地先 4.0
ホセン１６５ゴウセン

法木作一丁目３番２地先 4.0
ホセン１６６ゴウセン

外箕輪一丁目１番６地先 4.0
ホセン１６７ゴウセン

外箕輪一丁目１３番４地先 4.0

その他 637
南子安八丁目１１番１地先 4.0

歩専１３７号線

その他 638
南子安八丁目１３番１地先 3.2

歩専１３８号線

その他 635
南子安七丁目５番５地先 2.0

歩専１３５号線

その他 636
南子安七丁目８番７地先 3.0

歩専１３６号線

その他 641
南子安九丁目１番１３地先 4.0

歩専１４１号線

その他 642
南子安九丁目１５番２地先 4.0

歩専１４２号線

その他 639
南子安八丁目１番１６地先 4.0

歩専１３９号線

その他 640
南子安八丁目２番１６地先 4.0

歩専１４０号線

その他 645
杢師一丁目１１番１地先 4.0

歩専１４５号線

その他 646
杢師一丁目１３番１地先 4.0

歩専１４６号線

その他 643
南子安九丁目２番１０地先 4.0

歩専１４３号線

その他 644
南子安九丁目１０番２２地先 4.0

歩専１４４号線

その他 649
杢師二丁目６番地先 4.0

歩専１４９号線

その他 650
杢師二丁目１７番１地先 4.0

歩専１５０号線

その他 647
杢師二丁目８番１地先 4.0

歩専１４７号線

その他 648
杢師二丁目１番１２地先 4.0

歩専１４８号線

その他 653
杢師三丁目８番１地先 4.0

歩専１５３号線

その他 654
杢師三丁目１４番１地先 4.0

歩専１５４号線

その他 651
杢師二丁目１６番８地先 4.0

歩専１５１号線

その他 652
杢師三丁目１番２０地先 4.0

歩専１５２号線

その他 657
杢師三丁目１６番１４地先 4.0

歩専１５７号線

その他 658
杢師三丁目２３番１地先 4.0

歩専１５８号線

その他 655
杢師三丁目９番１０地先 5.0

歩専１５５号線

その他 656
杢師三丁目２１番１地先 4.0

歩専１５６号線

その他 661
杢師四丁目２０番１５地先 4.0

歩専１６１号線

その他 662
杢師四丁目１４番５地先 4.0

歩専１６２号線

その他 659
杢師四丁目１番１１地先 4.0

歩専１５９号線

その他 660
杢師四丁目１９番１地先 4.0

歩専１６０号線

その他 665
法木作一丁目２番１０地先 4.0

歩専１６５号線

その他 666
外箕輪一丁目２番１地先 4.0

歩専１６６号線

その他 663
内箕輪一丁目２２番地先 4.0

歩専１６３号線

その他 664
法木作一丁目１番１２地先 4.0

歩専１６４号線

その他 667
外箕輪一丁目１４番地先 4.0

歩専１６７号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ホセン１６８ゴウセン

外箕輪一丁目２７番地先 4.0
ホセン１６９ゴウセン

外箕輪二丁目２６番１地先 4.0
ホセン１７０ゴウセン

外箕輪三丁目７番１４地先 4.0
ホセン１７１ゴウセン

外箕輪三丁目１７番１５地先 4.0
ホセン１７２ゴウセン

外箕輪四丁目３番１１地先 4.0
ホセン１７３ゴウセン

外箕輪四丁目７番１地先 4.0
ホセン１７４ゴウセン

外箕輪四丁目２４番地先 4.0
ホセン１７５ゴウセン

常代六丁目２番４地先 4.0
ホセン１７６ゴウセン

常代９２４番２地先 4.0
ホセン１７７ゴウセン

常代六丁目１０番１地先 4.0
ホセン１７８ゴウセン

宮下二丁目１１番地先 4.2
ホセン１７９ゴウセン

宮下二丁目２３番地先 7.1
ホセン１８０ゴウセン

宮下二丁目２３番地先 7.8
ホセン１８１ゴウセン

外箕輪四丁目２２番１地先 4.0
ホセン１８２ゴウセン

郡一丁目６番２２地先 4.0
ホセン１８３ゴウセン

郡一丁目１２番４地先 4.0
ホセン１８４ゴウセン

郡一丁目１１番４地先 4.0
ホセン１８５ゴウセン

郡一丁目１６番５地先 4.0
ホセン１８６ゴウセン

郡一丁目２３番２９地先 4.0
ホセン１８７ゴウセン

郡二丁目７番２０地先 4.0
ホセン１８８ゴウセン

郡二丁目９番１９地先 4.0
ホセン１８９ゴウセン

郡三丁目１１番２２地先 4.0
ホセン１９０ゴウセン

郡二丁目１０番１８地先 4.0
ホセン１９１ゴウセン

郡二丁目１１番７地先 4.0
ホセン１９２ゴウセン

常代一丁目１４番３地先 4.0
ホセン１９３ゴウセン

常代二丁目２０番８地先 4.0
ホセン１９４ゴウセン

常代一丁目１１番１９地先 4.0
ホセン１９５ゴウセン

常代二丁目４番１６地先 4.0
ホセン１９６ゴウセン

常代二丁目１６番２６地先 4.0
ホセン１９７ゴウセン

常代一丁目９番地先 4.0
ホセン１９８ゴウセン

常代三丁目１番２４地先 4.0
ホセン１９９ゴウセン

常代三丁目３番１５地先 4.0
ホセン２００ゴウセン

常代三丁目６番５地先 4.0

その他 669
外箕輪二丁目７番１３地先 4.0

歩専１６９号線

その他 670
外箕輪三丁目１７番１地先 4.0

歩専１７０号線

その他 668
外箕輪一丁目２８番１地先 4.0

歩専１６８号線

その他 673
外箕輪四丁目４番地先 4.0

歩専１７３号線

その他 674
外箕輪四丁目２５番５地先 4.0

歩専１７４号線

その他 671
外箕輪三丁目１６番４地先 4.0

歩専１７１号線

その他 672
外箕輪四丁目５番１地先 4.0

歩専１７２号線

その他 677
常代六丁目７番７地先 4.0

歩専１７７号線

その他 678
宮下二丁目１２番地先 4.0

歩専１７８号線

その他 675
常代六丁目１番８地先 4.0

歩専１７５号線

その他 676
常代六丁目８番４地先 4.0

歩専１７６号線

その他 681
外箕輪四丁目１３番１１地先 4.0

歩専１８１号線

その他 682
郡一丁目５番１３地先 4.0

歩専１８２号線

その他 679
宮下二丁目２１番地先 3.4

歩専１７９号線

その他 680
宮下二丁目２０番地先 3.0

歩専１８０号線

その他 685
常代一丁目２２番地先 4.0

歩専１８５号線

その他 686
郡一丁目２２番１８地先 4.0

歩専１８６号線

その他 683
郡一丁目１０番２２地先 4.0

歩専１８３号線

その他 684
郡一丁目９番地先 4.0

歩専１８４号線

その他 689
郡三丁目１１番１８地先 4.0

歩専１８９号線

その他 690
郡二丁目１０番２１地先 4.0

歩専１９０号線

その他 687
郡二丁目８番２９地先 4.0

歩専１８７号線

その他 688
郡二丁目９番１６地先 4.0

歩専１８８号線

その他 693
常代二丁目１７番５６地先 4.0

歩専１９３号線

その他 694
常代一丁目１５番３６地先 4.0

歩専１９４号線

その他 691
郡二丁目１２番３４地先 4.0

歩専１９１号線

その他 692
常代一丁目１２番２２地先 4.0

歩専１９２号線

その他 697
常代一丁目１７番３２地先 4.0

歩専１９７号線

その他 698
常代三丁目９番６地先 4.0

歩専１９８号線

その他 695
常代二丁目１６番４６地先 4.0

歩専１９５号線

その他 696
常代二丁目１１番７地先 4.0

歩専１９６号線

その他 699
常代三丁目２番３１地先 4.0

歩専１９９号線

その他 700
常代三丁目１番４３地先 4.0

歩専２００号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ホセン２０１ゴウセン

常代三丁目２番１９地先 4.0
ホセン２０２ゴウセン

常代五丁目３番１地先 4.0
ホセン２０３ゴウセン

常代三丁目１２番８地先 4.0
ホセン２０４ゴウセン

常代四丁目７番３９地先 4.0
ホセン２０５ゴウセン

常代三丁目１０番地先 5.0
ホセン２０６ゴウセン

常代二丁目１０番２７地先 4.0
ホセン２０７ゴウセン

郡一丁目２４番２２地先 4.0
ホセン２０８ゴウセン

郡三丁目２番１８地先 4.0
ホセン２０９ゴウセン

郡二丁目１２番１０地先 4.0
ホセン２１０ゴウセン

郡二丁目１５番１０地先 4.0
ホセン２１１ゴウセン

郡三丁目４番１４地先 4.0
ホセン２１２ゴウセン

八重原１７２番２３地先 4.0
ホセン２１３ゴウセン

八重原１７２番７１地先 4.0
ホセン２１４ゴウセン

八重原１７２番５７地先 4.1
ホセン２１５ゴウセン

八重原１７２番９０地先 4.0
ホセン２１６ゴウセン

八重原１７２番１８４地先 5.0
ホセン２１７ゴウセン

八重原１７２番１３５地先 4.0
ホセン２１８ゴウセン

八重原１７２番１４２地先 4.0
ホセン２１９ゴウセン

八重原１７２番１５４地先 4.0
ホセン２２０ゴウセン

八重原１７２番２２０地先 4.0
ホセン２２１ゴウセン

坂田字岩井５２３番５地先 4.0

その他 701
常代三丁目５番３地先 4.0

歩専２０１号線

その他 702
常代三丁目１１番４地先 4.0

歩専２０２号線

その他 705
常代三丁目１０番地先 5.0

歩専２０５号線

その他 706
郡一丁目２４番５地先 4.0

歩専２０６号線

その他 703
常代五丁目４番２９地先 4.0

歩専２０３号線

その他 704
常代四丁目７番４２地先 4.0

歩専２０４号線

その他 709
郡二丁目１５番４地先 4.0

歩専２０９号線

その他 710
郡二丁目１６番４地先 4.0

歩専２１０号線

その他 707
郡一丁目２３番５地先 4.0

歩専２０７号線

その他 708
郡三丁目１番３６地先 4.0

歩専２０８号線

その他 713
八重原１７２番２７地先 4.0

歩専２１３号線

その他 714
八重原１７２番３３地先 4.1

歩専２１４号線

その他 711
郡三丁目３番４５地先 4.0

歩専２１１号線

その他 712
八重原１７２番１８地先 4.0

歩専２１２号線

その他 717
八重原１７２番１０６地先 4.0

歩専２１７号線

その他 718
八重原１７２番１４５地先 4.0

歩専２１８号線

その他 715
八重原１７２番８２地先 4.0

歩専２１５号線

その他 716
八重原１７２番１７９地先 5.0

歩専２１６号線

その他 719
八重原１７２番１５３地先 4.0

歩専２１９号線

その他 720
八重原１７２番１９９地先 4.0

歩専２２０号線

その他 721
坂田字岩井５２３番４０地先 4.0

歩専２２１号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヒトミ、ソトノ１ゴウセン

大字西君津１１番２地先 9.4
ヒトミ、ソトノ２ゴウセン

大字人見１４６２番４９地先 13.2
ヒトミ、ソトノ３ゴウセン

大字人見１４６２番２０地先 7.3
ヒトミ、ソトノ４ゴウセン

大字人見１４６２番１７地先 7.4
ヒトミ、ソトノ５ゴウセン

大字人見１４６２番３９地先 7.1
ヒトミ、ニラズカセン

大字人見１３９５番２地先 9.5
ヒトミ、ハシムコウセン

大字人見１３８２番１地先 4.1
ヒトミ、カワベ１ゴウセン

大字人見１５９３番５４地先 8.8
ヒトミ、カワベ２ゴウセン

大字人見１５９３番５地先 4.2
ヒトミ、ネヤマ１ゴウセン

大字人見１０５９番１地先 15.8
ヒトミ、ネヤマ２ゴウセン

大字人見１０７５番１地先 14.3
ヒトミ、ネヤマ３ゴウセン

大字人見１０４１番５地先 13.6
ヒトミ、ハマダ１ゴウセン

大字人見１０６３番１地先 10.5
ヒトミ、ハマダ２ゴウセン

大字人見１１７４番地先 9.7
ヒトミ、ゴウドウセン

大字人見１１５４－１、１１５４－２合番１地先 9.0
ヒトミ、ハマミチセン

大字人見１１６３番１地先 4.6
ヒトミ、タカヤマ１ゴウセン

大字人見１０４０番３４地先 12.1
ヒトミ、タカヤマ２ゴウセン

大字大和田６６３番２４地先 8.9
ヒトミ、マゴメセン

大字人見９２５番２地先 5.4
ヒトミ、テンノウシタ１ゴウセン

大字人見１２５６番内－１地先 6.3
ヒトミ、テンノウシタ２ゴウセン

大字人見１２８０番地先 7.5
ヒトミ、ナカサクセン

大字人見９５９番１地先 7.0
ヒトミ・オオワダセン

人見一丁目８７９番１地先 6.1
ヒトミ１チョウメ１ゴウセン

人見一丁目１４番地先 5.3
ヒトミ１チョウメ２ゴウセン

大字人見８９７番１地先 11.7
ヒトミ１チョウメ３ゴウセン

人見一丁目２番４地先 10.5
ヒトミ１チョウメ４ゴウセン

人見一丁目５番２６地先 11.0
ヒトミ１チョウメ５ゴウセン

人見一丁目３番４地先 11.8
ヒトミ１チョウメ６ゴウセン

人見一丁目１番９地先 7.4
ヒトミ２チョウメ１ゴウセン

人見二丁目１２番１地先 8.0
ヒトミ２チョウメ２ゴウセン

人見二丁目１１番１地先 10.0
ヒトミ２チョウメ３ゴウセン

人見二丁目２４番７地先 8.9
ヒトミ２チョウメ４ゴウセン

人見二丁目２３番９地先 8.9

その他 1001
大字人見１４６５番３地先 6.0

人見、外野１号線

その他 1002
大字人見１４６２番３２地先 6.0

人見、外野２号線

その他 1005
大字人見１４６２番３２地先 5.0

人見、外野５号線

その他 1006
大字人見１４１９番１地先 5.0

人見、韮塚線

その他 1003
大字人見１４６２番３８地先 5.0

人見、外野３号線

その他 1004
大字人見１４６２番２１地先 5.0

人見、外野４号線

その他 1009
大字人見１５９３番５５地先 3.5

人見、川辺２号線

その他 1010
大字人見１０４０番２１地先 5.4

人見、根山１号線

その他 1007
大字人見１３５１番１地先 3.7

人見、橋向線

その他 1008
大字人見１３５８、１３５９合番３地先 3.3

人見、川辺１号線

その他 1013
大字人見１２０４番３地先 6.0

人見、浜田１号線

その他 1014
大字人見１２９４番７地先 3.4

人見、浜田２号線

その他 1011
大字人見１０５０番１地先 5.8

人見、根山２号線

その他 1012
大字人見１０４１番３地先 5.6

人見、根山３号線

その他 1017
大字人見１０１３番５地先 8.0

人見、高山１号線

その他 1018
大字人見１０３１番１地先 3.8

人見、高山２号線

その他 1015
大字人見１３２８番１１地先 2.8

人見、神門線

その他 1016
大字人見１３０２番１地先 2.0

人見、浜道線

その他 1021
大字人見１２３４番３地先 4.0

人見、天王下２号線

その他 1022
大字人見１２３０番１地先 2.0

人見、中作線

その他 1019
大字人見９１３番１地先 4.0

人見、馬込線

その他 1020
大字人見９１２番１地先 2.0

人見、天王下１号線

その他 1025
人見一丁目１３番地先 5.6

人見一丁目２号線

その他 1026
人見一丁目５番１０地先 6.0

人見一丁目３号線

その他 1023
大字人見１２７９番５地先 2.0

人見・大和田線

その他 1024
人見一丁目１６番地先 3.3

人見一丁目１号線

その他 1029
人見一丁目３番１５地先 5.7

人見一丁目６号線

その他 1030
人見二丁目２５番２０地先 5.7

人見二丁目１号線

その他 1027
人見一丁目４番８地先 6.0

人見一丁目４号線

その他 1028
人見一丁目１番２６地先 6.0

人見一丁目５号線

その他 1033
人見二丁目９番１地先 6.0

人見二丁目４号線

その他 1031
人見二丁目２５番１９地先 6.0

人見二丁目２号線

その他 1032
人見二丁目１０番１地先 6.0

人見二丁目３号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヒトミ２チョウメ５ゴウセン

人見二丁目３番５地先 9.1
ヒトミ２チョウメ６ゴウセン

人見二丁目５番２７地先 10.3
ヒトミ２チョウメ７ゴウセン

人見二丁目２６番１０地先 10.3
ヒトミ２チョウメ８ゴウセン

人見二丁目１４番１４地先 17.4
ヒトミ２チョウメ９ゴウセン

人見二丁目１１番１０地先 11.8
ヒトミ２チョウメ１０ゴウセン

人見二丁目２番５地先 8.8
ヒトミ２チョウメ１１ゴウセン

人見二丁目２番３地先 8.9
ヒトミトウザイセン

大字中富９８９番１地先 21.9
ヒトミ３チョウメ１ゴウセン

人見三丁目２１番１地先 13.0
ヒトミ３チョウメ２ゴウセン

人見三丁目２６番６地先 14.8
ヒトミ３チョウメ３ゴウセン

人見三丁目２２番１地先 10.3
ヒトミ３チョウメ４ゴウセン

人見三丁目２４番２地先 8.8
ヒトミ３チョウメ５ゴウセン

人見三丁目２５番７地先 10.3
ヒトミ３チョウメ６ゴウセン

人見三丁目１番１地先 10.3
ヒトミ３チョウメ７ゴウセン

人見三丁目１５番１１地先 10.3
ヒトミ３チョウメ８ゴウセン

人見三丁目１４番７地先 10.3
ヒトミ３チョウメ９ゴウセン

人見三丁目１３番１１地先 10.3
ヒトミ３チョウメ１０ゴウセン

人見三丁目１１番１４地先 11.7
ヒトミ３チョウメ１１ゴウセン

人見三丁目９番８地先 12.6
ヒトミ３チョウメ１２ゴウセン

人見三丁目６番１２地先 12.5
ヒトミ３チョウメ１３ゴウセン

人見三丁目１０番２地先 12.5
ヒトミ３チョウメ１４ゴウセン

人見三丁目９番７地先 14.5
ヒトミ３チョウメ１５ゴウセン

人見三丁目８番１１地先 11.3
ヒトミチュウオウセン

人見一丁目５番１４地先 20.5
ヒトミ４チョウメ１ゴウセン

人見四丁目１３番１１地先 9.0
ヒトミ４チョウメ２ゴウセン

人見四丁目１２番１１地先 9.0
ヒトミ４チョウメ３ゴウセン

人見四丁目１１番３地先 8.9
ヒトミ４チョウメ４ゴウセン

人見四丁目８番１３地先 17.5
ヒトミ４チョウメ５ゴウセン

人見四丁目７番３地先 8.8
ヒトミ４チョウメ６ゴウセン

人見四丁目５番地先 8.9
ヒトミ４チョウメ７ゴウセン

大字中富８７９番１地先 6.0
ヒトミ４チョウメ８ゴウセン

人見四丁目２番６地先 9.4
ヒトミ５チョウメ１ゴウセン

人見五丁目７番１地先 13.0

その他 1034
人見二丁目１番１地先 6.0

人見二丁目５号線

その他 1037
人見二丁目２０番１地先 6.0

人見二丁目８号線

その他 1038
人見二丁目１８番１地先 6.0

人見二丁目９号線

その他 1035
人見二丁目２１番１７地先 5.7

人見二丁目６号線

その他 1036
人見二丁目２４番１１地先 6.0

人見二丁目７号線

その他 1041
人見三丁目１６番１２地先 12.0

人見東西線

その他 1042
人見三丁目２６番１地先 5.7

人見三丁目１号線

その他 1039
人見二丁目６番１３地先 6.0

人見二丁目１０号線

その他 1040
人見二丁目３番１地先 6.0

人見二丁目１１号線

その他 1045
人見三丁目２３番１０地先 6.0

人見三丁目４号線

その他 1046
人見三丁目２２番２地先 5.6

人見三丁目５号線

その他 1043
人見三丁目２４番１地先 6.0

人見三丁目２号線

その他 1044
人見三丁目２４番６地先 6.0

人見三丁目３号線

その他 1049
人見三丁目３番１地先 6.0

人見三丁目８号線

その他 1050
人見三丁目４番１地先 6.0

人見三丁目９号線

その他 1047
人見三丁目１６番１１地先 5.7

人見三丁目６号線

その他 1048
人見三丁目２番１地先 6.0

人見三丁目７号線

その他 1053
人見三丁目２０番７地先 5.8

人見三丁目１２号線

その他 1054
人見三丁目９番１６地先 6.0

人見三丁目１３号線

その他 1051
人見三丁目６番１地先 6.0

人見三丁目１０号線

その他 1052
人見三丁目６番２２地先 6.0

人見三丁目１１号線

その他 1057
人見三丁目６番３地先 8.0

人見中央線

その他 1058
人見四丁目２番１地先 6.0

人見四丁目１号線

その他 1055
人見三丁目１番９地先 6.0

人見三丁目１４号線

その他 1056
人見三丁目７番地先 6.0

人見三丁目１５号線

その他 1061
人見四丁目６番４地先 9.0

人見四丁目４号線

その他 1062
人見四丁目５番地先 6.0

人見四丁目５号線

その他 1059
人見四丁目１１番２地先 6.0

人見四丁目２号線

その他 1060
人見四丁目８番２５地先 6.0

人見四丁目３号線

その他 1065
人見四丁目１３番１３地先 6.0

人見四丁目８号線

その他 1066
人見五丁目１番１地先 3.9

人見五丁目１号線

その他 1063
人見四丁目４番５地先 6.0

人見四丁目６号線

その他 1064
大字中富８８３番１１地先 4.5

人見四丁目７号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヒトミ５チョウメ２ゴウセン

人見五丁目４番９地先 11.8
ヒトミ５チョウメ３ゴウセン

人見五丁目５番９地先 9.2
ヒトミ５チョウメ４ゴウセン

人見五丁目３番１３地先 8.9
ヒトミ５チョウメ５ゴウセン

人見五丁目１１番１地先 9.5
ヒトミ５チョウメ６ゴウセン

人見五丁目１２番１７地先 9.0
ヒトミ５チョウメ７ゴウセン

人見五丁目１番６地先 10.5
オオワダチュウオウセン

大和田二丁目６番１５地先 20.8
オオワダ１チョウメ１ゴウセン

大和田一丁目４番４地先 8.9
オオワダ１チョウメ２ゴウセン

大和田一丁目６番１地先 8.0
オオワダ１チョウメ３ゴウセン

大和田一丁目７番２０地先 9.0
オオワダ１チョウメ４ゴウセン

大和田一丁目８番９地先 6.0
オオワダ１チョウメ５ゴウセン

大和田三丁目１０番２地先 10.8
オオワダ１チョウメ６ゴウセン

大和田一丁目８番４地先 5.3
オオワダ１チョウメ７ゴウセン

大和田一丁目１０番１地先 8.4
オオワダ１チョウメ８ゴウセン

大和田一丁目９番１地先 15.6
オオワダ１チョウメ９ゴウセン

大和田一丁目１６番１１地先 10.9
オオワダ１チョウメ１０ゴウセン

大和田一丁目９番５地先 10.8
オオワダ２チョウメ１ゴウセン

大和田二丁目１番８地先 11.8
オオワダ２チョウメ２ゴウセン

大和田二丁目１番１１地先 7.1
オオワダ２チョウメ３ゴウセン

大和田一丁目７番１２地先 10.9
オオワダ２チョウメ４ゴウセン

大和田二丁目３番７地先 10.0
オオワダ３チョウメ１ゴウセン

大和田三丁目１０番７地先 12.5
オオワダ３チョウメ２ゴウセン

大和田三丁目９番地先 10.1
オオワダ３チョウメ３ゴウセン

大和田三丁目３番１８地先 8.1
オオワダ３チョウメ４ゴウセン

大和田三丁目２番１地先 10.1
オオワダ３チョウメ５ゴウセン

大字人見１７０３番７地先 7.8
オオワダ３チョウメ６ゴウセン

大和田三丁目９番地先 8.6
オオワダ３チョウメ７ゴウセン

大和田三丁目６番１地先 6.8
オオワダ３チョウメ８ゴウセン

大和田三丁目３番１地先 8.5
オオワダ４チョウメ１ゴウセン

大和田四丁目１番１４地先 10.2
オオワダ４チョウメ２ゴウセン

大和田四丁目３番２８地先 8.1
オオワダ４チョウメ３ゴウセン

大和田四丁目４番２９地先 8.4
オオワダ４チョウメ４ゴウセン

大和田四丁目５番１６地先 8.0

その他 1069
人見五丁目２番１６地先 6.0

人見五丁目４号線

その他 1070
人見五丁目８番６地先 6.0

人見五丁目５号線

その他 1067
人見五丁目８番７地先 5.7

人見五丁目２号線

その他 1068
人見五丁目６番３地先 6.0

人見五丁目３号線

その他 1073
大和田五丁目６番３地先 4.0

大和田中央線

その他 1074
大和田一丁目３番１地先 6.0

大和田一丁目１号線

その他 1071
人見五丁目１１番１１地先 6.0

人見五丁目６号線

その他 1072
人見五丁目３番６地先 6.0

人見五丁目７号線

その他 1077
大和田一丁目７番１地先 3.1

大和田一丁目４号線

その他 1078
大和田一丁目２番９地先 6.0

大和田一丁目５号線

その他 1075
大和田一丁目５番７地先 6.0

大和田一丁目２号線

その他 1076
大和田一丁目５番１地先 4.0

大和田一丁目３号線

その他 1081
大和田一丁目１４番７地先 8.0

大和田一丁目８号線

その他 1082
大和田一丁目１２番７地先 5.0

大和田一丁目９号線

その他 1079
大和田一丁目８番５地先 3.7

大和田一丁目６号線

その他 1080
大和田一丁目８番１地先 4.7

大和田一丁目７号線

その他 1085
大和田二丁目１番４地先 4.0

大和田二丁目２号線

その他 1086
大和田二丁目３番１地先 8.0

大和田二丁目３号線

その他 1083
大和田一丁目１番３５地先 5.8

大和田一丁目１０号線

その他 1084
大和田二丁目４番１地先 5.5

大和田二丁目１号線

その他 1089
大和田三丁目４番１地先 4.0

大和田三丁目２号線

その他 1090
大和田三丁目４番８地先 6.0

大和田三丁目３号線

その他 1087
大和田二丁目５番１２地先 6.0

大和田二丁目４号線

その他 1088
大和田三丁目５番１地先 6.0

大和田三丁目１号線

その他 1093
大和田三丁目８番１３地先 6.0

大和田三丁目６号線

その他 1094
大和田三丁目１番１０地先 4.0

大和田三丁目７号線

その他 1091
大和田三丁目３番１２地先 7.6

大和田三丁目４号線

その他 1092
大和田三丁目１０番８地先 6.0

大和田三丁目５号線

その他 1097
大和田四丁目２番１４地先 6.0

大和田四丁目２号線

その他 1098
大和田四丁目３番１５地先 6.0

大和田四丁目３号線

その他 1095
大和田三丁目２番８地先 6.0

大和田三丁目８号線

その他 1096
大和田四丁目２番１４地先 7.9

大和田四丁目１号線

その他 1099
大和田四丁目４番１１地先 6.0

大和田四丁目４号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

オオワダ４チョウメ５ゴウセン

大和田四丁目１番１３地先 8.6
オオワダ５チョウメ１ゴウセン

大和田五丁目５番１３地先 18.7
オオワダ５チョウメ２ゴウセン

大和田五丁目２番１６地先 8.1
オオワダ５チョウメ３ゴウセン

大和田五丁目３番１１地先 8.3
オオワダ５チョウメ４ゴウセン

大和田五丁目４番１１地先 8.5
オオワダ５チョウメ５ゴウセン

大和田五丁目７番１地先 10.3
オオワダ５チョウメ６ゴウセン

大和田五丁目６番４地先 7.9
ヒトミ、ニシカヤノ１ゴウセン

大字人見１７００番５地先 10.1
ヒトミ、ニシカヤノ２ゴウセン

大字人見１７０４番４地先 8.2
ヒトミ、ニシカヤノ３ゴウセン

大字人見１７０７番１地先 12.0
ヒトミ、ニシカヤノ４ゴウセン

大字人見１７０２番１地先 8.5
ヒトミ、ニシカヤノ５ゴウセン

大字人見１７０４番５地先 8.2
ヒトミ、ニシカヤノ６ゴウセン

大字人見１７０４番１地先 8.0
ヒトミ、ニシカヤノ７ゴウセン

大字人見１７０５番１地先 8.6
ヒトミ、ニシカヤノ８ゴウセン

大字人見１７１３番３地先 10.0
ヒトミ、ニシカヤノ９ゴウセン

大字人見１７１２番８地先 8.4
ヒトミ、ニシカヤノ１０ゴウセン

大字人見１７１０番１地先 8.1
ナカトミ、ガラン１ゴウセン

大字中富１０３６番１１地先 11.1
ナカトミ、ガラン２ゴウセン

大字中富９７８番５地先 8.0
ナカトミ、ガラン３ゴウセン

大字中富１０５０番１０地先 10.1
ナカトミ、ガラン４ゴウセン

大字中富１０５０番１地先 7.9
ナカトミ、ガラン５ゴウセン

大字中富１０５２番１地先 8.3
ナカトミ・ナカノセン

大字中野８６６番１地先 8.0
ナカノ、オオハラセン

大字中野８３３番７地先 9.5
ナカノ、ミタケセン

大字中野２３番１地先 10.0
ナカノ、シンカワダセン

大字中野８７６番２地先 8.4
サカダ、ハマオオツセン

大字坂田６７３番６地先 27.9
サカダ、ハマダイサクセン

大字坂田６０８番１地先 9.8
サカダガッコウダンチ１ゴウセン

大字坂田７３５番地先 8.2
サカダガッコウダンチ２ゴウセン

大字坂田８５１番２地先 12.1
サカダガッコウダンチ３ゴウセン

大字坂田５３６番地先 6.2
サカダガッコウダンチ４ゴウセン

大字坂田８６９番２地先 9.9
サカダガッコウダンチ５ゴウセン

大字坂田８６９番５地先 6.0

その他 1101
大和田五丁目１番１４地先 7.9

大和田五丁目１号線

その他 1102
大和田五丁目３番２３地先 5.9

大和田五丁目２号線

その他 1100
大和田四丁目４番２９地先 6.0

大和田四丁目５号線

その他 1105
大和田五丁目２番１７地先 6.0

大和田五丁目５号線

その他 1106
中野五丁目１７番４地先 7.5

大和田五丁目６号線

その他 1103
大和田五丁目４番１９地先 6.0

大和田五丁目３号線

その他 1104
大和田五丁目５番１１地先 6.0

大和田五丁目４号線

その他 1109
大字人見１７００番６地先 5.8

人見、西茅野３号線

その他 1110
大字人見１７０３番６地先 6.0

人見、西茅野４号線

その他 1107
大字人見１７０３番７地先 8.0

人見、西茅野１号線

その他 1108
大字人見１７０７番２１地先 6.0

人見、西茅野２号線

その他 1113
大字人見１７０７番１２地先 6.0

人見、西茅野７号線

その他 1114
大字人見１７１１番１４地先 6.0

人見、西茅野８号線

その他 1111
大字人見１７０３番１地先 6.0

人見、西茅野５号線

その他 1112
大字人見１７０６番８地先 6.0

人見、西茅野６号線

その他 1117
大字中富９８４番１地先 8.9

中富、伽蘭１号線

その他 1118
大字中富９８７番６地先 6.0

中富、伽蘭２号線

その他 1115
大字人見１７１２番１５地先 6.0

人見、西茅野９号線

その他 1116
大字人見１７１１番８地先 6.0

人見、西茅野１０号線

その他 1121
大字中富１０５３番５地先 6.0

中富、伽蘭５号線

その他 1122
大字中富８９０番地先 3.9

中富・中野線

その他 1119
大字中富１０５２番６地先 6.0

中富、伽蘭３号線

その他 1120
大字中富１０５１番地先 6.0

中富、伽蘭４号線

その他 1125
中野六丁目１５番１地先 5.0

中野、新川田線

その他 1126
大字坂田６７３番７地先 13.1

坂田、浜大津線

その他 1123
大字中富３１番５地先 4.0

中野、大原線

その他 1124
大字中富３１番８地先 4.6

中野、御丈線

その他 1129
大字坂田５５８番地先 5.3

坂田学校団地２号線

その他 1130
大字坂田５２４番１地先 5.9

坂田学校団地３号線

その他 1127
大字坂田５１２番１地先 6.0

坂田、濱大作線

その他 1128
大字坂田９０１番１地先 3.0

坂田学校団地１号線

その他 1131
大字坂田５３４番１０地先 5.5

坂田学校団地４号線

その他 1132
大字坂田３７５番２地先 3.3

坂田学校団地５号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

サカダ、オオサクセン

大字坂田４５６番１地先 5.2
ニシサカダキタセン

西坂田三丁目１１番１４地先 9.2
ニシサカダミナミセン

西坂田二丁目１５番２地先 18.0
ニシサカダ１チョウメ１ゴウセン

西坂田一丁目７番１地先 11.3
ニシサカダ１チョウメ２ゴウセン

西坂田一丁目５番１地先 9.0
ニシサカダ１チョウメ３ゴウセン

西坂田一丁目６番２０地先 9.0
ニシサカダ１チョウメ４ゴウセン

西坂田一丁目７番２７地先 9.1
ニシサカダ１チョウメ５ゴウセン

西坂田一丁目２番１地先 9.0
ニシサカダ１チョウメ６ゴウセン

西坂田一丁目８番１地先 13.1
ニシサカダ２チョウメ１ゴウセン

西坂田二丁目１４番７地先 9.0
ニシサカダ２チョウメ２ゴウセン

西坂田二丁目１５番３１地先 9.1
ニシサカダ２チョウメ３ゴウセン

西坂田二丁目８番１２地先 9.0
ニシサカダ２チョウメ４ゴウセン

西坂田二丁目９番２２地先 9.0
ニシサカダ２チョウメ５ゴウセン

西坂田二丁目１５番３２地先 9.0
ニシサカダ２チョウメ６ゴウセン

西坂田二丁目１５番２９地先 12.1
ニシサカダ２チョウメ７ゴウセン

西坂田二丁目１１番２地先 13.1
ニシサカダ２チョウメ８ゴウセン

西坂田二丁目１０番１地先 14.0
ニシサカダ２チョウメ９ゴウセン

西坂田二丁目１番３４地先 9.0
ニシサカダ３チョウメ１ゴウセン

西坂田三丁目８番１地先 7.3
ニシサカダ３チョウメ２ゴウセン

西坂田三丁目９番１４地先 7.5
ニシサカダ３チョウメ３ゴウセン

西坂田三丁目８１９番地先 10.7
ニシサカダ３チョウメ４ゴウセン

西坂田三丁目５番８地先 9.0
ニシサカダ３チョウメ５ゴウセン

西坂田三丁目３番１８地先 9.0
ニシサカダ３チョウメ６ゴウセン

西坂田三丁目２番１２地先 9.0
ニシサカダ３チョウメ７ゴウセン

西坂田三丁目５番９地先 8.0
ニシサカダ３チョウメ８ゴウセン

西坂田三丁目５番１地先 9.0
ニシサカダ３チョウメ９ゴウセン

西坂田四丁目９番４地先 7.5
ニシサカダ３チョウメ１０ゴウセン

西坂田三丁目１１番１２地先 9.1
ニシサカダ４チョウメ１ゴウセン

西坂田四丁目９番４地先 9.2
ニシサカダ４チョウメ２ゴウセン

西坂田四丁目１１番１地先 9.2
ニシサカダ４チョウメ３ゴウセン

西坂田四丁目３番１３地先 9.1
ニシサカダ４チョウメ４ゴウセン

西坂田四丁目１１番４地先 10.0
ニシサカダ４チョウメ５ゴウセン

西坂田四丁目９番１６地先 9.0

その他 1133
大字坂田３６４番１地先 2.6

坂田、大作線

その他 1134
西坂田四丁目１番１０地先 4.1

西坂田北線

その他 1137
西坂田一丁目１１番９地先 6.0

西坂田一丁目２号線

その他 1138
西坂田一丁目１０番２０地先 6.0

西坂田一丁目３号線

その他 1135
西坂田一丁目１番１地先 5.7

西坂田南線

その他 1136
西坂田一丁目１２番１１地先 6.0

西坂田一丁目１号線

その他 1141
西坂田一丁目３番１０地先 6.0

西坂田一丁目６号線

その他 1142
西坂田二丁目４番２５地先 6.0

西坂田二丁目１号線

その他 1139
西坂田一丁目９番１８地先 6.0

西坂田一丁目４号線

その他 1140
西坂田一丁目１番９地先 6.0

西坂田一丁目５号線

その他 1145
西坂田二丁目１番１地先 6.0

西坂田二丁目４号線

その他 1146
西坂田二丁目１５番１地先 6.0

西坂田二丁目５号線

その他 1143
西坂田二丁目３番２６地先 6.0

西坂田二丁目２号線

その他 1144
西坂田二丁目２番２６地先 6.0

西坂田二丁目３号線

その他 1149
西坂田二丁目５番１５地先 6.0

西坂田二丁目８号線

その他 1150
西坂田一丁目１２番１３地先 6.0

西坂田二丁目９号線

その他 1147
西坂田二丁目１３番１０地先 6.0

西坂田二丁目６号線

その他 1148
西坂田二丁目６番１０地先 6.0

西坂田二丁目７号線

その他 1153
西坂田三丁目９番１地先 6.0

西坂田三丁目３号線

その他 1154
西坂田三丁目３番１地先 6.0

西坂田三丁目４号線

その他 1151
西坂田三丁目１０番１０地先 3.5

西坂田三丁目１号線

その他 1152
西坂田三丁目１２番１地先 6.0

西坂田三丁目２号線

その他 1157
西坂田三丁目８番１地先 6.0

西坂田三丁目７号線

その他 1158
西坂田三丁目４番９地先 6.0

西坂田三丁目８号線

その他 1155
西坂田三丁目２番１８地先 6.0

西坂田三丁目５号線

その他 1156
西坂田三丁目１番２４地先 6.0

西坂田三丁目６号線

その他 1161
西坂田四丁目３番２８地先 6.0

西坂田四丁目１号線

その他 1162
西坂田四丁目１０番６地先 6.0

西坂田四丁目２号線

その他 1159
西坂田三丁目１番１地先 6.0

西坂田三丁目９号線

その他 1160
西坂田三丁目１１番１地先 4.0

西坂田三丁目１０号線

その他 1165
西坂田四丁目８番１７地先 6.0

西坂田四丁目５号線

その他 1163
西坂田四丁目４番２４地先 6.0

西坂田四丁目３号線

その他 1164
西坂田四丁目１番１０地先 6.0

西坂田四丁目４号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ニシサカダ４チョウメ６ゴウセン

西坂田四丁目１１番１地先 8.9
ニシサカダ４チョウメ７ゴウセン

西坂田四丁目２番１５地先 13.5
キミツダイ１チョウメ１ゴウセン

君津台一丁目２１１番１９地先 8.4
キミツダイ１チョウメ２ゴウセン

君津台三丁目２１６番６４地先 10.1
キミツダイ１チョウメ３ゴウセン

君津台一丁目１６８７番３３地先 10.7
キミツダイ１チョウメ４ゴウセン

君津台一丁目１６８７番２地先 11.2
キミツダイ１チョウメ５ゴウセン

君津台三丁目２１６番１地先 12.3
キミツダイ１チョウメ６ゴウセン

君津台一丁目１５０６番１０地先 10.7
キミツダイ１チョウメ７ゴウセン

君津台一丁目１６８７番３８地先 7.9
キミツダイ１チョウメ８ゴウセン

君津台一丁目１６８７番４８地先 7.3
キミツダイ１チョウメ９ゴウセン

君津台一丁目１６７１番１５地先 7.7
キミツダイチュウオウセン

大字坂田２６０番３地先 15.7
キミツダイ２チョウメ１ゴウセン

君津台二丁目２５番地先 16.3
キミツダイ２チョウメ２ゴウセン

君津台二丁目２２４番７地先 13.4
キミツダイ２チョウメ３ゴウセン

君津台二丁目１２９０番３０地先 8.3
キミツダイ２チョウメ４ゴウセン

君津台二丁目１３００番１０１地先 5.0
キミツダイ２チョウメ５ゴウセン

君津台二丁目１２９０番７地先 7.0
キミツダイ２チョウメ６ゴウセン

君津台二丁目１３００番３１地先 7.2
キミツダイ２チョウメ７ゴウセン

君津台二丁目１３００番４３地先 8.5
キミツダイ２チョウメ８ゴウセン

君津台二丁目１２９０番５２地先 6.2
キミツダイ２チョウメ９ゴウセン

君津台二丁目１３００番５５地先 7.3
キミツダイ２チョウメ１０ゴウセン

君津台二丁目１３００番６６地先 8.8
キミツダイ２チョウメ１１ゴウセン

君津台二丁目１６５０番２１地先 7.0
キミツダイ２チョウメ１２ゴウセン

君津台二丁目１６５０番１２地先 7.2
キミツダイ２チョウメ１３ゴウセン

君津台二丁目１６５０番６地先 9.0
キミツダイ２チョウメ１４ゴウセン

君津台二丁目１２９０番８地先 8.9
キミツダイ２チョウメ１５ゴウセン

君津台二丁目１６５０番２８地先 10.9
キミツダイ２チョウメ１６ゴウセン

君津台二丁目１６５０番３４地先 4.0
キミツダイ２チョウメ１７ゴウセン

君津台二丁目１６４０番７９地先 4.0
キミツダイ２チョウメ１８ゴウセン

君津台二丁目１７０２番６３地先 8.5
キミツダイ３チョウメ１ゴウセン

君津台三丁目２７８番１０地先 8.8
キミツダイ３チョウメ２ゴウセン

君津台三丁目２６２番４３地先 18.6
キミツダイ３チョウメ３ゴウセン

君津台三丁目１２６番６４地先 7.8

その他 1166
西坂田四丁目７番地先 6.0

西坂田四丁目６号線

その他 1169
君津台一丁目１７０２番５５地先 6.0

君津台一丁目２号線

その他 1170
君津台一丁目１６８７番５４地先 6.5

君津台一丁目３号線

その他 1167
西坂田四丁目６番１地先 6.0

西坂田四丁目７号線

その他 1168
君津台一丁目２１６番５２地先 6.0

君津台一丁目１号線

その他 1173
君津台一丁目１６７１番１２地先 6.5

君津台一丁目６号線

その他 1174
君津台三丁目２１９番２４地先 5.0

君津台一丁目７号線

その他 1171
君津台一丁目１６８７番７地先 5.0

君津台一丁目４号線

その他 1172
君津台一丁目１６６４番５地先 8.0

君津台一丁目５号線

その他 1177
東坂田四丁目１番１地先 11.8

君津台中央線

その他 1178
君津台二丁目２６番地先 6.0

君津台二丁目１号線

その他 1175
君津台一丁目１６８７番５３地先 5.0

君津台一丁目８号線

その他 1176
君津台一丁目１６８７番６２地先 6.0

君津台一丁目９号線

その他 1181
君津台二丁目１２９０番４８地先 4.0

君津台二丁目４号線

その他 1182
君津台二丁目１３００番２５地先 5.0

君津台二丁目５号線

その他 1179
君津台二丁目１６４０番１２８地先 6.5

君津台二丁目２号線

その他 1180
君津台二丁目１２９０番３１地先 5.0

君津台二丁目３号線

その他 1185
君津台二丁目１２９０番３７地先 4.2

君津台二丁目８号線

その他 1186
君津台二丁目１６４０番６８地先 5.0

君津台二丁目９号線

その他 1183
君津台二丁目１３００番３７地先 5.0

君津台二丁目６号線

その他 1184
君津台二丁目１３００番４９地先 6.5

君津台二丁目７号線

その他 1189
君津台二丁目１６４０番２３地先 5.0

君津台二丁目１２号線

その他 1190
君津台二丁目１６４０番１４地先 6.5

君津台二丁目１３号線

その他 1187
君津台二丁目１６４０番３６地先 6.5

君津台二丁目１０号線

その他 1188
君津台二丁目１６４０番３２地先 5.0

君津台二丁目１１号線

その他 1193
君津台二丁目１６４０番７６地先 4.0

君津台二丁目１６号線

その他 1194
君津台二丁目１６４０番１０７地先 4.0

君津台二丁目１７号線

その他 1191
君津台二丁目１６４０番１２３地先 5.0

君津台二丁目１４号線

その他 1192
君津台二丁目１３００番７８地先 6.5

君津台二丁目１５号線

その他 1197
君津台三丁目１３８番６８地先 5.9

君津台三丁目２号線

その他 1198
君津台三丁目１３８番３９地先 6.0

君津台三丁目３号線

その他 1195
君津台二丁目１６６４番３６地先 6.0

君津台二丁目１８号線

その他 1196
君津台三丁目２６２番４４地先 6.0

君津台三丁目１号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

キミツダイ３チョウメ４ゴウセン

君津台三丁目１２６番２２地先 8.0
キミツダイ３チョウメ５ゴウセン

君津台三丁目１６９番４０地先 10.0
キミツダイ３チョウメ６ゴウセン

君津台三丁目１６４番１１地先 10.0
キミツダイ３チョウメ７ゴウセン

君津台三丁目１６５番９地先 10.0
キミツダイ３チョウメ８ゴウセン

君津台三丁目２６２番４０地先 13.0
キミツダイ３チョウメ９ゴウセン

君津台三丁目１３８番８１地先 8.1
キミツダイ３チョウメ１０ゴウセン

君津台三丁目１２６番４４地先 8.0
キミツダイ３チョウメ１１ゴウセン

君津台三丁目１２６番３１地先 8.0
キミツダイ３チョウメ１２ゴウセン

君津台三丁目１１６番８地先 12.0
キミツダイ３チョウメ１３ゴウセン

君津台三丁目１２６番５地先 10.0
キミツダイ３チョウメ１４ゴウセン

君津台三丁目１６４番９地先 13.0
キミツダイ３チョウメ１５ゴウセン

君津台三丁目１６９番２９地先 8.0
キミツダイ３チョウメ１６ゴウセン

君津台三丁目１７４番５１地先 8.0
キミツダイ３チョウメ１７ゴウセン

君津台三丁目１７４番１７地先 8.0
サカダ、ホンナワセン

大字坂田３１７番地先 6.0
サカダ、ウマガサクセン

大字坂田３３番地先 6.7
サカダ、ハマガサクセン

大字坂田３９番２９地先 9.2
ヒガシサカダ１チョウメ１ゴウセン

東坂田一丁目３番１地先 8.0
ヒガシサカダ１チョウメ２ゴウセン

東坂田一丁目４番１地先 10.3
ヒガシサカダ１チョウメ３ゴウセン

東坂田一丁目３番２地先 12.3
ヒガシサカダ１チョウメ４ゴウセン

東坂田一丁目７番１地先 24.7
ヒガシサカダ２チョウメ１ゴウセン

東坂田二丁目６番１地先 17.3
ヒガシサカダ２チョウメ２ゴウセン

東坂田二丁目９番１地先 11.0
ヒガシサカダ２チョウメ３ゴウセン

東坂田二丁目８番１地先 10.9
ヒガシサカダ２チョウメ４ゴウセン

東坂田二丁目１番１地先 107.2
ヒガシサカダミナミセン

東坂田一丁目１番１地先 8.0
サカダエキマエコウエンセン

東坂田三丁目６番３地先 17.0
ヒガシサカダ３チョウメ１ゴウセン

東坂田三丁目１番１地先 11.0
ヒガシサカダ３チョウメ２ゴウセン

東坂田三丁目１番７地先 9.2
ヒガシサカダ３チョウメ３ゴウセン

東坂田三丁目２番２地先 12.3
ヒガシサカダ３チョウメ４ゴウセン

東坂田三丁目５番１地先 9.1
ヒガシサカダ３チョウメ５ゴウセン

東坂田三丁目１番１地先 21.4
ヒガシサカダ４チョウメ１ゴウセン

東坂田四丁目４番７地先 10.4

その他 1201
君津台三丁目１６５番２７地先 6.0

君津台三丁目６号線

その他 1202
君津台三丁目１６９番５５地先 6.0

君津台三丁目７号線

その他 1199
君津台三丁目１２６番６０地先 6.0

君津台三丁目４号線

その他 1200
君津台三丁目１４７番２２地先 6.0

君津台三丁目５号線

その他 1205
君津台三丁目１２６番３８地先 6.0

君津台三丁目１０号線

その他 1206
君津台三丁目１２６番２３地先 6.0

君津台三丁目１１号線

その他 1203
君津台三丁目２３０番４３地先 6.0

君津台三丁目８号線

その他 1204
君津台三丁目２１９番１４地先 6.0

君津台三丁目９号線

その他 1209
君津台三丁目２２７番１３地先 6.0

君津台三丁目１４号線

その他 1210
君津台三丁目１７４番７６地先 6.0

君津台三丁目１５号線

その他 1207
君津台三丁目７１番１地先 6.0

君津台三丁目１２号線

その他 1208
君津台三丁目１１６番１１地先 6.0

君津台三丁目１３号線

その他 1213
大字坂田３０３番１１地先 2.2

坂田、本名輪線

その他 1214
大字坂田１８番１地先 4.0

坂田、右馬ヶ作線

その他 1211
君津台三丁目１６９番５３地先 6.0

君津台三丁目１６号線

その他 1212
君津台三丁目１７４番１９地先 6.0

君津台三丁目１７号線

その他 1217
東坂田一丁目５番１０地先 6.0

東坂田一丁目２号線

その他 1218
東坂田一丁目６番１８地先 7.8

東坂田一丁目３号線

その他 1215
大字坂田１番８地先 9.0

坂田、浜ヶ作線

その他 1216
東坂田一丁目５番１０地先 6.0

東坂田一丁目１号線

その他 1221
東坂田二丁目８番８地先 6.0

東坂田二丁目２号線

その他 1222
東坂田二丁目７番６地先 6.0

東坂田二丁目３号線

その他 1219
東坂田一丁目７番７地先 5.0

東坂田一丁目４号線

その他 1220
東坂田二丁目３番１４地先 11.9

東坂田二丁目１号線

その他 1225
東坂田二丁目６番１地先 6.0

坂田駅前公園線

その他 1226
東坂田三丁目３番１３地先 6.0

東坂田三丁目１号線

その他 1223
東坂田一丁目２番地先 35.4

東坂田二丁目４号線

その他 1224
東坂田三丁目１番１地先 5.3

東坂田南線

その他 1229
東坂田三丁目３番１１地先 6.0

東坂田三丁目４号線

その他 1230
東坂田二丁目３番１４地先 12.0

東坂田三丁目５号線

その他 1227
東坂田三丁目７番２地先 6.0

東坂田三丁目２号線

その他 1228
東坂田三丁目５番１１地先 6.0

東坂田三丁目３号線

その他 1231
東坂田四丁目２番１８地先 6.0

東坂田四丁目１号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヒガシサカダ４チョウメ２ゴウセン

東坂田四丁目９番７地先 15.8
ヒガシサカダ４チョウメ３ゴウセン

東坂田四丁目１０番４２地先 7.4
ヒガシサカダキタセン

大字坂田１７５７番地先 12.1
ナカノ１チョウメ１ゴウセン

中野一丁目１３番１地先 10.0
ナカノ１チョウメ２ゴウセン

中野一丁目２番３０地先 10.5
ナカノ１チョウメ３ゴウセン

中野一丁目９番５地先 16.0
ナカノ１チョウメ４ゴウセン

大字中野６２５番５地先 7.1
ナカノ１チョウメ５ゴウセン

中野一丁目４７３番１地先 5.9
ナカノ１チョウメ６ゴウセン

中野一丁目４７３番７地先 7.0
ナカノ１チョウメ７ゴウセン

中野一丁目７番１５地先 9.0
ナカノ１チョウメ８ゴウセン

中野一丁目５番４地先 23.1
ナカノ１チョウメ９ゴウセン

中野一丁目１０番７地先 10.5
ナカノ１チョウメ１０ゴウセン

中野一丁目６２４番７地先 21.6
ナカノ１チョウメ１１ゴウセン

久保一丁目２番１地先 17.4
ナカノ２チョウメ１ゴウセン

中野二丁目３０番１地先 17.4
ナカノ２チョウメ２ゴウセン

中野二丁目２２番地先 13.4
ナカノ２チョウメ３ゴウセン

中野二丁目５番１１地先 10.0
ナカノ２チョウメ４ゴウセン

中野二丁目２９番１０地先 8.2
ナカノ２チョウメ５ゴウセン

中野二丁目１９番１地先 10.4
ナカノ２チョウメ６ゴウセン

中野二丁目９番１８地先 9.0
ナカノ２チョウメ７ゴウセン

中野二丁目８番１５地先 8.2
ナカノ２チョウメ８ゴウセン

中野二丁目３４番１３地先 10.0
ナカノ２チョウメ９ゴウセン

中野二丁目３５番４１地先 6.0
ナカノ２チョウメ１０ゴウセン

中野二丁目３番９地先 10.4
ナカノ２チョウメ１１ゴウセン

中野二丁目６番１１地先 14.3
ナカノ２チョウメ１２ゴウセン

中野二丁目１１番７地先 10.3
ナカノ２チョウメ１３ゴウセン

中野二丁目１５番１地先 8.2
ナカノ２チョウメ１４ゴウセン

中野二丁目１５番７地先 10.3
ナカノ２チョウメ１５ゴウセン

中野二丁目１５番７地先 8.2
ナカノ２チョウメ１６ゴウセン

中野二丁目７番９地先 11.4
ナカノ２チョウメ１７ゴウセン

中野二丁目２１番９地先 9.1
ナカノ２チョウメ１８ゴウセン

中野二丁目２４番３０地先 14.5
ナカノ２チョウメ１９ゴウセン

中野二丁目３１番１２地先 10.4

その他 1233
東坂田四丁目９番１地先 6.0

東坂田四丁目３号線

その他 1234
東坂田四丁目１０番１地先 6.0

東坂田北線

その他 1232
東坂田四丁目６番１６地先 6.0

東坂田四丁目２号線

その他 1237
中野四丁目２番３０地先 12.0

中野一丁目３号線

その他 1238
中野一丁目４番１９地先 3.3

中野一丁目４号線

その他 1235
中野一丁目１番６地先 6.0

中野一丁目１号線

その他 1236
中野一丁目３番４地先 6.0

中野一丁目２号線

その他 1241
中野一丁目４番１地先 6.0

中野一丁目７号線

その他 1242
中野一丁目１０番１地先 10.5

中野一丁目８号線

その他 1239
中野一丁目４６１番６地先 4.5

中野一丁目５号線

その他 1240
中野一丁目４８９番２２地先 3.3

中野一丁目６号線

その他 1245
中野一丁目２６番２地先 10.0

中野一丁目１１号線

その他 1246
中野二丁目３番１９地先 6.0

中野二丁目１号線

その他 1243
中野一丁目１１番１地先 6.0

中野一丁目９号線

その他 1244
久保一丁目１番１地先 6.7

中野一丁目１０号線

その他 1249
中野二丁目２８番２１地先 6.0

中野二丁目４号線

その他 1250
中野二丁目２７番５地先 6.0

中野二丁目５号線

その他 1247
中野一丁目２５番１地先 6.0

中野二丁目２号線

その他 1248
中野二丁目９番１０地先 6.0

中野二丁目３号線

その他 1253
中野二丁目３０番１地先 6.0

中野二丁目８号線

その他 1254
中野二丁目５番１２地先 6.0

中野二丁目９号線

その他 1251
中野二丁目２６番７地先 6.0

中野二丁目６号線

その他 1252
中野二丁目２５番１０地先 6.0

中野二丁目７号線

その他 1257
中野二丁目１２番２９地先 6.0

中野二丁目１２号線

その他 1258
中野二丁目１７番６地先 6.0

中野二丁目１３号線

その他 1255
中野二丁目２番１地先 6.0

中野二丁目１０号線

その他 1256
中野二丁目１２番１地先 6.0

中野二丁目１１号線

その他 1261
中野二丁目２２番地先 6.0

中野二丁目１６号線

その他 1262
中野二丁目２０番１地先 5.0

中野二丁目１７号線

その他 1259
中野二丁目１３番１３地先 6.0

中野二丁目１４号線

その他 1260
中野二丁目１６番１地先 6.0

中野二丁目１５号線

その他 1263
中野二丁目１７番１地先 6.0

中野二丁目１８号線

その他 1264
中野二丁目３２番１地先 6.0

中野二丁目１９号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ナカノ２チョウメ２０ゴウセン

中野二丁目３２番２１地先 10.3
ナカノ２チョウメ２１ゴウセン

中野二丁目３３番１１地先 9.5
ナカノ３チョウメ１ゴウセン

中野三丁目１６番３２地先 17.7
ナカノ３チョウメ２ゴウセン

中野三丁目６番１地先 10.1
ナカノ３チョウメ３ゴウセン

中野三丁目５番８地先 10.2
ナカノ３チョウメ４ゴウセン

中野三丁目１７番１８地先 6.0
ナカノ３チョウメ５ゴウセン

中野三丁目１４番１１地先 19.9
ナカノ３チョウメ６ゴウセン

中野三丁目６番４地先 10.3
ナカノ３チョウメ７ゴウセン

中野三丁目１６番２９地先 14.7
ナカノ３チョウメ８ゴウセン

中野三丁目１２番１６地先 14.6
ナカノ３チョウメ９ゴウセン

中野三丁目１０番６地先 9.9
ナカノ４チョウメ１ゴウセン

中野四丁目５番１地先 14.8
ナカノ４チョウメ２ゴウセン

中野四丁目１１番１地先 10.3
ナカノ４チョウメ３ゴウセン

中野四丁目１２番７地先 16.0
ナカノ４チョウメ４ゴウセン

中野四丁目１７番地先 10.3
ナカノ４チョウメ５ゴウセン

中野四丁目３番３地先 13.4
ナカノ４チョウメ６ゴウセン

中野四丁目６番９地先 23.7
ナカノ４チョウメ７ゴウセン

中野四丁目９番２地先 20.5
ナカノ４チョウメ８ゴウセン

中野四丁目８番６地先 21.0
ナカノ４チョウメ９ゴウセン

中野四丁目４番１１地先 20.8
ナカノ４チョウメ１０ゴウセン

中野四丁目１９番１地先 69.5
ナカノ５チョウメ１ゴウセン

中野五丁目１０番１２地先 8.8
ナカノ５チョウメ２ゴウセン

中野五丁目１０番１２地先 10.3
ナカノ５チョウメ３ゴウセン

中野五丁目１３番２地先 8.5
ナカノ５チョウメ４ゴウセン

中野五丁目１１番１１地先 17.2
ナカノ５チョウメ５ゴウセン

中野五丁目５番１７地先 8.2
ナカノ５チョウメ６ゴウセン

中野五丁目１１番８地先 10.2
ナカノ５チョウメ７ゴウセン

中野五丁目１２番地先 10.0
ナカノ５チョウメ８ゴウセン

中野五丁目１０番２地先 8.2
ナカノ５チョウメ９ゴウセン

中野五丁目１７番１地先 5.0
ナカノ５チョウメ１０ゴウセン

中野五丁目１６番１５地先 9.2
ナカノ５チョウメ１１ゴウセン

中野五丁目１６番２０地先 20.7
ナカノ５チョウメ１２ゴウセン

中野五丁目４番１８地先 10.3

その他 1265
中野二丁目３３番１地先 6.0

中野二丁目２０号線

その他 1266
中野二丁目３４番１地先 5.0

中野二丁目２１号線

その他 1269
中野三丁目６番９地先 6.0

中野三丁目３号線

その他 1270
中野三丁目１５番地先 6.0

中野三丁目４号線

その他 1267
中野三丁目４番１地先 12.0

中野三丁目１号線

その他 1268
中野三丁目７番７地先 6.0

中野三丁目２号線

その他 1273
中野三丁目８番２地先 5.8

中野三丁目７号線

その他 1274
中野三丁目８番１地先 6.0

中野三丁目８号線

その他 1271
中野三丁目１０番１９地先 9.0

中野三丁目５号線

その他 1272
中野三丁目４番３１地先 6.0

中野三丁目６号線

その他 1277
中野四丁目１２番１地先 6.0

中野四丁目２号線

その他 1278
中野四丁目２番１地先 12.0

中野四丁目３号線

その他 1275
中野三丁目２番６地先 6.0

中野三丁目９号線

その他 1276
中野四丁目６番９地先 9.0

中野四丁目１号線

その他 1281
中野四丁目１５番３地先 12.0

中野四丁目６号線

その他 1282
中野四丁目７番１地先 9.0

中野四丁目７号線

その他 1279
中野四丁目１４番１地先 6.0

中野四丁目４号線

その他 1280
中野四丁目１１番１地先 6.0

中野四丁目５号線

その他 1285
中野四丁目１９番１地先 66.6

中野四丁目１０号線

その他 1286
中野五丁目１番１地先 6.0

中野五丁目１号線

その他 1283
中野四丁目５番１４地先 9.0

中野四丁目８号線

その他 1284
中野四丁目１８番１４地先 9.0

中野四丁目９号線

その他 1289
中野五丁目５番１地先 12.0

中野五丁目４号線

その他 1290
中野五丁目４番１地先 6.0

中野五丁目５号線

その他 1287
中野五丁目７番１地先 6.0

中野五丁目２号線

その他 1288
中野五丁目６番１地先 6.0

中野五丁目３号線

その他 1293
中野五丁目９番１９地先 6.0

中野五丁目８号線

その他 1294
中野五丁目１６番１地先 5.0

中野五丁目９号線

その他 1291
中野五丁目１２番地先 6.0

中野五丁目６号線

その他 1292
中野五丁目１３番２地先 6.0

中野五丁目７号線

その他 1297
中野五丁目１番３０地先 6.0

中野五丁目１２号線

その他 1295
中野五丁目１５番１地先 5.0

中野五丁目１０号線

その他 1296
中野五丁目８番２４地先 6.0

中野五丁目１１号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ナカノ６チョウメ１ゴウセン

中野六丁目３番２地先 10.3
ナカノ６チョウメ２ゴウセン

中野六丁目８番１地先 10.2
ナカノ６チョウメ３ゴウセン

中野六丁目８番８地先 8.3
ナカノ６チョウメ４ゴウセン

中野六丁目７番１３地先 14.7
ナカノ６チョウメ５ゴウセン

中野六丁目５番３地先 10.1
ナカノ６チョウメ６ゴウセン

中野六丁目５番８地先 10.2
ナカノ６チョウメ７ゴウセン

中野六丁目４番２０地先 10.2
ナカノ６チョウメ８ゴウセン

中野六丁目１５番３２地先 10.1
ナカノ６チョウメ９ゴウセン

中野六丁目２番１６地先 14.6
ナカノ６チョウメ１０ゴウセン

中野六丁目９番１０地先 8.3
ナカノ６チョウメ１１ゴウセン

中野六丁目２番１６地先 17.7
ヨウコウダイ１チョウメ１ゴウセン

陽光台一丁目８番３２地先 13.3
ヨウコウダイ１チョウメ２ゴウセン

陽光台一丁目３番９地先 8.9
ヨウコウダイ１チョウメ３ゴウセン

陽光台一丁目２番１３地先 8.7
ヨウコウダイ１チョウメ４ゴウセン

陽光台一丁目６番２４地先 8.2
ヨウコウダイ１チョウメ５ゴウセン

陽光台一丁目３番４地先 17.9
ヨウコウダイ１チョウメ６ゴウセン

陽光台一丁目９番１地先 12.2
ヨウコウダイ２チョウメ１ゴウセン

陽光台二丁目５番２３地先 8.3
ヨウコウダイ２チョウメ２ゴウセン

陽光台二丁目５番３１地先 4.0
ヨウコウダイ２チョウメ３ゴウセン

陽光台二丁目７番１地先 12.4
ヨウコウダイ２チョウメ４ゴウセン

陽光台二丁目１番２地先 8.2
ヨウコウダイ２チョウメ５ゴウセン

陽光台二丁目１番５地先 8.0
ヨウコウダイ２チョウメ６ゴウセン

陽光台二丁目４番１地先 10.8
ヨウコウダイ２チョウメ７ゴウセン

陽光台二丁目１番１地先 8.6
ヨウコウダイ２チョウメ８ゴウセン

陽光台二丁目１番９地先 7.0
ヨウコウダイ３チョウメ１ゴウセン

陽光台三丁目５番２地先 8.6
ヨウコウダイ３チョウメ２ゴウセン

陽光台三丁目６番地先 8.5
ヨウコウダイ３チョウメ３ゴウセン

陽光台三丁目７番地先 8.5
ヨウコウダイ３チョウメ４ゴウセン

陽光台三丁目９番１地先 10.0
ヨウコウダイ３チョウメ５ゴウセン

陽光台三丁目３番１地先 8.0
ヨウコウダイ３チョウメ６ゴウセン

陽光台三丁目９番１地先 10.9
クボ、フタゴヅカセン

陽光台二丁目１番２地先 7.7
コウサカ１ゴウセン

大字高坂８７５番２地先 4.7

その他 1298
中野六丁目１１番１３地先 6.0

中野六丁目１号線

その他 1301
中野六丁目２番１地先 6.0

中野六丁目４号線

その他 1302
中野六丁目６番１６地先 6.0

中野六丁目５号線

その他 1299
中野六丁目１０番１１地先 6.0

中野六丁目２号線

その他 1300
中野六丁目７番１地先 6.0

中野六丁目３号線

その他 1305
中野六丁目１４番１地先 6.0

中野六丁目８号線

その他 1306
中野六丁目１１番１３地先 6.0

中野六丁目９号線

その他 1303
中野六丁目４番１地先 6.0

中野六丁目６号線

その他 1304
中野六丁目３番１地先 6.0

中野六丁目７号線

その他 1309
陽光台一丁目１４番１８地先 5.9

陽光台一丁目１号線

その他 1310
陽光台一丁目１２番２８地先 6.0

陽光台一丁目２号線

その他 1307
中野六丁目８番９地先 6.0

中野六丁目１０号線

その他 1308
中野三丁目１６番５４地先 12.0

中野六丁目１１号線

その他 1313
大字坂田１５７７番１地先 4.0

陽光台一丁目５号線

その他 1314
陽光台一丁目１４番３１地先 6.0

陽光台一丁目６号線

その他 1311
陽光台一丁目１１番１７地先 6.0

陽光台一丁目３号線

その他 1312
陽光台一丁目１０番１４地先 6.0

陽光台一丁目４号線

その他 1317
陽光台二丁目３番６地先 9.0

陽光台二丁目３号線

その他 1318
陽光台二丁目６番２０地先 6.0

陽光台二丁目４号線

その他 1315
陽光台二丁目４番１２地先 6.0

陽光台二丁目１号線

その他 1316
陽光台二丁目５番１地先 4.0

陽光台二丁目２号線

その他 1321
陽光台二丁目８番８地先 4.0

陽光台二丁目７号線

その他 1322
陽光台二丁目２番２２地先 6.0

陽光台二丁目８号線

その他 1319
陽光台二丁目７番５地先 6.0

陽光台二丁目５号線

その他 1320
陽光台二丁目２番４４地先 6.0

陽光台二丁目６号線

その他 1325
陽光台三丁目６番地先 6.0

陽光台三丁目３号線

その他 1326
陽光台三丁目７番地先 6.0

陽光台三丁目４号線

その他 1323
陽光台三丁目３番２地先 6.0

陽光台三丁目１号線

その他 1324
陽光台三丁目５番１地先 6.0

陽光台三丁目２号線

その他 1329
大字北子安７３６番２地先 4.0

久保、二子塚線

その他 1330
大字高坂８３６番２地先 2.9

高坂１号線

その他 1327
陽光台三丁目１番５地先 8.0

陽光台三丁目５号線

その他 1328
陽光台三丁目８番地先 9.0

陽光台三丁目６号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

コウサカ２ゴウセン

大字高坂８７２番１地先 3.8
コウサカ３ゴウセン

大字高坂８２６番１地先 6.0
コウサカ４ゴウセン

大字高坂８０３番２９地先 6.2
キタクボ１チョウメ１ゴウセン

北久保一丁目６番地先 9.2
キタクボ１チョウメ２ゴウセン

北久保一丁目７番１地先 8.8
キタクボ１チョウメ３ゴウセン

北久保一丁目２番９地先 11.7
キタクボ２チョウメ１ゴウセン

北久保二丁目６番１４地先 10.8
キタクボ２チョウメ２ゴウセン

北久保二丁目４番１２地先 9.7
キタクボ２チョウメ３ゴウセン

北久保二丁目４番１２地先 7.4
キタクボ２チョウメ４ゴウセン

北久保二丁目３番６地先 9.1
クボ１チョウメ１ゴウセン

久保一丁目２番１地先 10.3
クボ１チョウメ２ゴウセン

久保一丁目３番１３地先 13.5
クボ１チョウメ３ゴウセン

久保一丁目１０番１５地先 10.9
クボ１チョウメ４ゴウセン

久保一丁目４番１４地先 13.5
クボ１チョウメ５ゴウセン

久保一丁目５番５地先 11.0
クボ１チョウメ６ゴウセン

久保一丁目４番９地先 16.1
クボ２チョウメ１ゴウセン

久保二丁目１１番１地先 10.7
クボ２チョウメ２ゴウセン

久保二丁目１１番５地先 6.0
クボ２チョウメ３ゴウセン

久保二丁目１０番１５地先 12.1
クボ２チョウメ４ゴウセン

久保二丁目７番６地先 10.9
クボ２チョウメ５ゴウセン

久保二丁目６番７地先 17.3
クボ２チョウメ６ゴウセン

久保二丁目３番地先 21.0
クボ２チョウメ７ゴウセン

久保二丁目５番１４地先 10.8
クボ２チョウメ８ゴウセン

久保二丁目２番６地先 18.3
クボ２チョウメ９ゴウセン

久保二丁目６番１２地先 14.1
クボ３チョウメ１ゴウセン

久保三丁目７番５地先 9.0
クボ３チョウメ２ゴウセン

久保三丁目５番地先 11.0
クボ３チョウメ３ゴウセン

久保三丁目９番７地先 9.3
クボ３チョウメ４ゴウセン

久保三丁目１０番６地先 9.0
クボ３チョウメ５ゴウセン

久保三丁目７番６地先 14.3
クボ３チョウメ６ゴウセン

久保三丁目５番地先 10.6
クボ３チョウメ７ゴウセン

久保三丁目５番地先 9.0
クボ３チョウメ８ゴウセン

久保三丁目８番１地先 12.7

その他 1333
大字高坂８０３番４地先 4.0

高坂４号線

その他 1334
北久保一丁目３番１地先 6.0

北久保一丁目１号線

その他 1331
大字高坂８２８番６地先 3.5

高坂２号線

その他 1332
大字高坂８１２番６地先 5.1

高坂３号線

その他 1337
北久保二丁目７番３地先 6.0

北久保二丁目１号線

その他 1338
北久保二丁目２番１地先 6.0

北久保二丁目２号線

その他 1335
北久保一丁目２番２地先 6.0

北久保一丁目２号線

その他 1336
北久保一丁目４番１地先 6.0

北久保一丁目３号線

その他 1341
久保一丁目１１番６地先 6.0

久保一丁目１号線

その他 1342
久保一丁目１０番７地先 12.0

久保一丁目２号線

その他 1339
北久保二丁目１番地先 6.0

北久保二丁目３号線

その他 1340
北久保二丁目４番２地先 6.0

北久保二丁目４号線

その他 1345
久保一丁目７番７地先 6.0

久保一丁目５号線

その他 1346
久保一丁目１２番１地先 12.0

久保一丁目６号線

その他 1343
久保一丁目９番１３地先 6.0

久保一丁目３号線

その他 1344
久保一丁目８番２６地先 12.0

久保一丁目４号線

その他 1349
久保二丁目１２番１地先 6.0

久保二丁目３号線

その他 1350
久保二丁目８番１地先 6.0

久保二丁目４号線

その他 1347
久保二丁目９番８地先 6.0

久保二丁目１号線

その他 1348
久保二丁目１番１地先 6.0

久保二丁目２号線

その他 1353
久保二丁目４番１地先 6.0

久保二丁目７号線

その他 1354
久保二丁目１０番１地先 8.0

久保二丁目８号線

その他 1351
久保二丁目２番６地先 12.0

久保二丁目５号線

その他 1352
久保二丁目５番２３地先 11.9

久保二丁目６号線

その他 1357
久保三丁目１１番２地先 6.0

久保三丁目２号線

その他 1358
久保三丁目４番１７地先 6.0

久保三丁目３号線

その他 1355
久保二丁目１３番１地先 12.0

久保二丁目９号線

その他 1356
久保三丁目６番１４地先 6.0

久保三丁目１号線

その他 1361
久保三丁目１番地先 6.0

久保三丁目６号線

その他 1362
久保三丁目６番１地先 6.0

久保三丁目７号線

その他 1359
久保三丁目３番１６地先 6.0

久保三丁目４号線

その他 1360
久保三丁目１番地先 6.0

久保三丁目５号線

その他 1363
久保三丁目２番１４地先 6.0

久保三丁目８号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

クボ３チョウメ９ゴウセン

久保三丁目１１番１５地先 11.1
クボ４チョウメ１ゴウセン

久保四丁目７番６地先 9.2
クボ４チョウメ２ゴウセン

久保四丁目８番９地先 9.0
クボ４チョウメ３ゴウセン

久保四丁目２番９地先 12.0
クボ４チョウメ４ゴウセン

久保四丁目２番１８地先 18.8
クボ４チョウメ５ゴウセン

久保四丁目８番１４地先 12.2
ダイ１チョウメ１ゴウセン

台一丁目４番１地先 10.0
ダイ１チョウメ２ゴウセン

台一丁目２番地先 8.2
ダイ１チョウメ３ゴウセン

台一丁目４番１地先 9.2
ダイ１チョウメ４ゴウセン

台一丁目４番１０地先 8.0
ダイ１チョウメ５ゴウセン

台二丁目１０６番１地先 11.6
ダイチュウオウセン

南久保三丁目１６番１地先 18.3
ダイ２チョウメ１ゴウセン

台二丁目１０７番２地先 10.5
ダイ２チョウメ２ゴウセン

台二丁目３番２地先 8.5
ダイ２チョウメ３ゴウセン

南久保三丁目１０番１８地先 9.6
ダイ２チョウメ４ゴウセン

台二丁目６５番９１地先 8.3
ダイ２チョウメ５ゴウセン

台二丁目６５番１地先 8.8
ミナミクボ１チョウメ１ゴウセン

台二丁目１５番３地先 16.6
ミナミクボ１チョウメ２ゴウセン

南久保一丁目５番１地先 9.6
ミナミクボ１チョウメ３ゴウセン

南久保一丁目１５番２３地先 10.8
ミナミクボ１チョウメ４ゴウセン

南久保一丁目３番地先 9.2
ミナミクボ１チョウメ５ゴウセン

南久保一丁目７番８地先 12.1
ミナミクボ１チョウメ６ゴウセン

南久保一丁目１１番９地先 9.1
ミナミクボ１チョウメ７ゴウセン

南久保一丁目１０番４地先 9.1
ミナミクボ１チョウメ８ゴウセン

南久保一丁目８番８地先 12.0
ミナミクボ１チョウメ９ゴウセン

南久保一丁目１４番１地先 12.5
ミナミクボチュウオウセン

南久保三丁目１５番１１地先 19.5
ミナミクボ２チョウメ１ゴウセン

南久保二丁目１５番２地先 11.0
ミナミクボ２チョウメ２ゴウセン

南久保二丁目３番１地先 11.3
ミナミクボ２チョウメ３ゴウセン

南久保二丁目１１番４地先 9.8
ミナミクボ２チョウメ４ゴウセン

南久保二丁目１１番２０地先 9.0
ミナミクボ２チョウメ５ゴウセン

南久保二丁目１０番１５地先 8.8
ミナミクボ２チョウメ６ゴウセン

南久保二丁目６番１４地先 10.9

その他 1365
久保四丁目５番１６地先 6.0

久保四丁目１号線

その他 1366
久保四丁目１番地先 5.0

久保四丁目２号線

その他 1364
久保三丁目１０番７地先 6.0

久保三丁目９号線

その他 1369
久保四丁目９番１地先 6.0

久保四丁目５号線

その他 1371
台一丁目２番地先 6.0

台一丁目１号線

その他 1367
久保四丁目５番１地先 6.0

久保四丁目３号線

その他 1368
久保四丁目６番１地先 12.0

久保四丁目４号線

その他 1374
台一丁目８７番１地先 5.0

台一丁目４号線

その他 1375
台二丁目１０４番１地先 5.7

台一丁目５号線

その他 1372
台一丁目１番１３地先 6.0

台一丁目２号線

その他 1373
台一丁目３番７地先 6.0

台一丁目３号線

その他 1378
台二丁目１０９番地先 5.0

台二丁目２号線

その他 1379
台二丁目１０７番１地先 6.0

台二丁目３号線

その他 1376
南久保一丁目１番１地先 5.2

台中央線

その他 1377
台二丁目１０１番７地先 5.4

台二丁目１号線

その他 1382
南久保一丁目１番１地先 5.8

南久保一丁目１号線

その他 1383
南久保一丁目１番２地先 6.0

南久保一丁目２号線

その他 1380
台二丁目６５番６０地先 5.3

台二丁目４号線

その他 1381
台二丁目１５番１地先 6.0

台二丁目５号線

その他 1386
南久保一丁目１４番２地先 6.0

南久保一丁目５号線

その他 1387
南久保一丁目１２番１２地先 6.0

南久保一丁目６号線

その他 1384
南久保一丁目２番１１地先 6.0

南久保一丁目３号線

その他 1385
南久保一丁目５番１地先 6.0

南久保一丁目４号線

その他 1390
南久保一丁目８番８地先 6.0

南久保一丁目９号線

その他 1391
南久保二丁目１番１地先 12.0

南久保中央線

その他 1388
南久保一丁目１１番１５地先 6.0

南久保一丁目７号線

その他 1389
南久保一丁目６番１地先 6.0

南久保一丁目８号線

その他 1394
南久保二丁目４番１４地先 6.0

南久保二丁目３号線

その他 1395
南久保二丁目１０番２０地先 6.0

南久保二丁目４号線

その他 1392
南久保二丁目１番２４地先 6.0

南久保二丁目１号線

その他 1393
南久保二丁目２番２３地先 6.0

南久保二丁目２号線

その他 1396
南久保二丁目９番１１地先 6.0

南久保二丁目５号線

その他 1397
南久保二丁目８番６地先 6.0

南久保二丁目６号線

DAXX －　22　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ミナミクボ２チョウメ７ゴウセン

南久保二丁目３番１０地先 8.8
ミナミクボ２チョウメ８ゴウセン

南久保二丁目７番１３地先 12.5
ミナミクボ２チョウメ９ゴウセン

南久保二丁目２番１５地先 8.5
ミナミクボ２チョウメ１０ゴウセン

南久保二丁目１１番１地先 10.5
ミナミクボ２チョウメ１１ゴウセン

南久保二丁目１３番１７地先 9.0
ミナミクボ２チョウメ１２ゴウセン

南久保二丁目７番９地先 9.5
ミナミクボ３チョウメ１ゴウセン

南久保三丁目２番１０地先 9.0
ミナミクボ３チョウメ２ゴウセン

南久保三丁目３番２地先 9.0
ミナミクボ３チョウメ３ゴウセン

南久保三丁目１５番２地先 15.7
ミナミクボ３チョウメ４ゴウセン

南久保三丁目１１番１０地先 9.0
ミナミクボ３チョウメ５ゴウセン

南久保三丁目５番２３地先 8.3
ミナミクボ３チョウメ６ゴウセン

南久保三丁目１４番７地先 9.0
ミナミクボ３チョウメ７ゴウセン

南久保三丁目１７番地先 6.0
ミナミクボ３チョウメ８ゴウセン

南久保三丁目５番２地先 16.2
ミナミクボ３チョウメ９ゴウセン

南久保三丁目７番７地先 5.9
ミナミクボ３チョウメ１０ゴウセン

南久保三丁目６番７地先 16.0
ミナミクボ３チョウメ１１ゴウセン

南久保三丁目１２番地先 11.2
ミナミクボ３チョウメ１２ゴウセン

南久保三丁目１４番８地先 17.2
ミナミクボ・サダモトセン

大字貞元１６９番４地先 24.8
キタコヤス１チョウメ１ゴウセン

北子安一丁目１４番７地先 10.3
キタコヤス１チョウメ２ゴウセン

北子安一丁目１３番１３地先 10.4
キタコヤス１チョウメ３ゴウセン

北子安一丁目１１番２８地先 10.5
キタコヤス１チョウメ４ゴウセン

北子安一丁目１１番１地先 10.5
キタコヤス１チョウメ５ゴウセン

北子安一丁目６番２２地先 8.9
キタコヤス１チョウメ６ゴウセン

北子安一丁目４番１２地先 10.5
キタコヤス１チョウメ７ゴウセン

北子安一丁目５番１６地先 8.8
キタコヤス１チョウメ８ゴウセン

北子安一丁目８番２１地先 10.3
キタコヤス１チョウメ９ゴウセン

北子安一丁目２番２０地先 10.3
キタコヤス１チョウメ１０ゴウセン

北子安一丁目１１番５地先 12.1
キタコヤス１チョウメ１１ゴウセン

北子安一丁目１２番１７地先 8.8
キタコヤス１チョウメ１２ゴウセン

北子安一丁目１６番１地先 17.3
キタコヤス１チョウメ１３ゴウセン

南子安一丁目１番地先 10.3
キタコヤス２チョウメ１ゴウセン

北子安二丁目１番２地先 9.6

その他 1398
南久保二丁目４番３地先 6.0

南久保二丁目７号線

その他 1399
南久保二丁目４番９地先 6.0

南久保二丁目８号線

その他 1402
南久保二丁目１５番１地先 6.0

南久保二丁目１１号線

その他 1403
杢師一丁目２番１地先 6.0

南久保二丁目１２号線

その他 1400
南久保二丁目１２番１地先 6.0

南久保二丁目９号線

その他 1401
南久保二丁目５番地先 5.0

南久保二丁目１０号線

その他 1406
南久保三丁目３番９地先 9.0

南久保三丁目３号線

その他 1407
南久保三丁目１０番１７地先 6.0

南久保三丁目４号線

その他 1404
南久保三丁目１番１地先 6.0

南久保三丁目１号線

その他 1405
南久保三丁目２番２６地先 6.0

南久保三丁目２号線

その他 1410
南久保三丁目６番６６地先 6.0

南久保三丁目７号線

その他 1411
南久保三丁目９番１地先 6.0

南久保三丁目８号線

その他 1408
南久保三丁目４番１２地先 6.0

南久保三丁目５号線

その他 1409
南久保三丁目５番１２地先 6.0

南久保三丁目６号線

その他 1414
南久保三丁目１３番１地先 6.0

南久保三丁目１１号線

その他 1415
南久保三丁目１６番１６地先 6.0

南久保三丁目１２号線

その他 1412
南久保三丁目８番１地先 4.0

南久保三丁目９号線

その他 1413
南久保三丁目１０番１地先 6.0

南久保三丁目１０号線

その他 1418
北子安一丁目１４番１地先 6.0

北子安一丁目２号線

その他 1419
北子安一丁目１２番１２地先 6.0

北子安一丁目３号線

その他 1416
南久保二丁目１４番１地先 5.0

南久保・貞元線

その他 1417
北子安一丁目１５番１地先 6.0

北子安一丁目１号線

その他 1422
北子安一丁目８番９地先 6.0

北子安一丁目６号線

その他 1423
北子安一丁目６番３５地先 6.0

北子安一丁目７号線

その他 1420
北子安一丁目９番３地先 6.0

北子安一丁目４号線

その他 1421
北子安一丁目１０番３３地先 6.0

北子安一丁目５号線

その他 1426
北子安一丁目１番地先 6.0

北子安一丁目１０号線

その他 1427
北子安一丁目１３番１２地先 6.0

北子安一丁目１１号線

その他 1424
北子安一丁目３番１３地先 6.0

北子安一丁目８号線

その他 1425
北子安一丁目５番４１地先 6.0

北子安一丁目９号線

その他 1430
北子安二丁目１５番１地先 5.0

北子安二丁目１号線

その他 1428
北子安一丁目２番地先 12.0

北子安一丁目１２号線

その他 1429
北子安一丁目１７番地先 4.0

北子安一丁目１３号線

DAXX －　23　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

キタコヤス２チョウメ２ゴウセン

北子安二丁目３番９地先 10.3
キタコヤス２チョウメ３ゴウセン

北子安二丁目３番１２地先 22.6
キタコヤス２チョウメ４ゴウセン

北子安二丁目６番１０地先 14.4
キタコヤス２チョウメ５ゴウセン

北子安二丁目１４番１地先 10.0
キタコヤス２チョウメ６ゴウセン

北子安二丁目１３番１地先 13.7
キタコヤス２チョウメ７ゴウセン

北子安二丁目１１番１２地先 8.8
キタコヤス２チョウメ８ゴウセン

北子安二丁目１０番８地先 9.1
キタコヤス２チョウメ９ゴウセン

北子安二丁目８番４地先 10.2
キタコヤス２チョウメ１０ゴウセン

北子安二丁目８番４地先 10.4
キタコヤス２チョウメ１１ゴウセン

北子安二丁目５番１６地先 12.0
キタコヤス２チョウメ１２ゴウセン

北子安二丁目６０７番１地先 9.3
キタコヤス２チョウメ１３ゴウセン

北子安二丁目１７番１地先 12.2
キタコヤス２チョウメ１４ゴウセン

北子安二丁目１５番２６地先 11.8
キタコヤス２チョウメ１５ゴウセン

北子安二丁目２０番９地先 9.1
キタコヤス２チョウメ１６ゴウセン

北子安二丁目２３番９地先 18.5
キタコヤス２チョウメ１７ゴウセン

北子安二丁目２３番１地先 18.5
キタコヤス２チョウメ１８ゴウセン

北子安二丁目２３番４６地先 14.8
キタコヤス２チョウメ１９ゴウセン

北子安二丁目２７番１１地先 9.5
キタコヤス２チョウメ２０ゴウセン

南子安一丁目２３番地先 10.2
キタコヤス３チョウメ１ゴウセン

北子安三丁目１番３地先 9.0
キタコヤス３チョウメ２ゴウセン

北子安三丁目５番１地先 8.8
キタコヤス３チョウメ３ゴウセン

北子安三丁目３番５地先 9.2
キタコヤス３チョウメ４ゴウセン

北子安三丁目２番６地先 4.2
キタコヤス３チョウメ５ゴウセン

北子安三丁目３番８地先 13.6
キタコヤス３チョウメ６ゴウセン

北子安三丁目４番１２地先 11.8
キタコヤス３チョウメ７ゴウセン

北子安三丁目１４番４地先 8.8
キタコヤス３チョウメ８ゴウセン

北子安三丁目１２番１０地先 8.8
キタコヤス３チョウメ９ゴウセン

北子安三丁目１６番５地先 9.4
キタコヤス４チョウメ１ゴウセン

北子安四丁目５番５地先 10.0
キタコヤス４チョウメ２ゴウセン

北子安四丁目１５番１５地先 12.3
キタコヤス４チョウメ３ゴウセン

北子安四丁目１０番１地先 9.0
キタコヤス４チョウメ４ゴウセン

北子安四丁目８番２地先 13.1
キタコヤス４チョウメ５ゴウセン

北子安四丁目１５番１地先 10.4

その他 1431
北子安二丁目４番１地先 6.0

北子安二丁目２号線

その他 1434
北子安二丁目１３番１１地先 6.0

北子安二丁目５号線

その他 1435
北子安二丁目２１番１地先 6.0

北子安二丁目６号線

その他 1432
北子安二丁目３番１地先 8.0

北子安二丁目３号線

その他 1433
北子安二丁目１０番１地先 10.0

北子安二丁目４号線

その他 1438
北子安二丁目１０番２３地先 6.0

北子安二丁目９号線

その他 1439
北子安二丁目６番５地先 6.0

北子安二丁目１０号線

その他 1436
北子安二丁目１１番６地先 4.5

北子安二丁目７号線

その他 1437
北子安二丁目１１番１地先 4.5

北子安二丁目８号線

その他 1442
北子安二丁目１２番１５地先 5.7

北子安二丁目１３号線

その他 1443
北子安二丁目１８番４地先 5.8

北子安二丁目１４号線

その他 1440
北子安二丁目９番７地先 6.0

北子安二丁目１１号線

その他 1441
北子安二丁目９番９地先 4.4

北子安二丁目１２号線

その他 1446
北子安二丁目２３番地先 12.0

北子安二丁目１７号線

その他 1447
北子安二丁目２５番１地先 6.0

北子安二丁目１８号線

その他 1444
北子安二丁目２１番１０地先 6.0

北子安二丁目１５号線

その他 1445
北子安二丁目１８番１４地先 10.0

北子安二丁目１６号線

その他 1450
北子安三丁目８番９地先 6.0

北子安三丁目１号線

その他 1451
北子安三丁目１０番７地先 6.0

北子安三丁目２号線

その他 1448
北子安二丁目２６番１９地先 6.0

北子安二丁目１９号線

その他 1449
北子安二丁目２７番２３地先 6.0

北子安二丁目２０号線

その他 1454
北子安三丁目６番２地先 7.0

北子安三丁目５号線

その他 1455
北子安三丁目７番２地先 6.0

北子安三丁目６号線

その他 1452
北子安三丁目１１番１０地先 6.0

北子安三丁目３号線

その他 1453
北子安三丁目２番１地先 2.3

北子安三丁目４号線

その他 1458
北子安三丁目１２番１６地先 5.0

北子安三丁目９号線

その他 1459
北子安四丁目４番１地先 6.0

北子安四丁目１号線

その他 1456
北子安三丁目１６番６地先 6.0

北子安三丁目７号線

その他 1457
北子安三丁目１４番１地先 6.0

北子安三丁目８号線

その他 1462
北子安四丁目１３番１１地先 6.0

北子安四丁目４号線

その他 1463
北子安四丁目１４番１４地先 6.0

北子安四丁目５号線

その他 1460
北子安四丁目３番１地先 6.0

北子安四丁目２号線

その他 1461
北子安四丁目１２番１０地先 6.0

北子安四丁目３号線

DAXX －　24　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

キタコヤス４チョウメ６ゴウセン

北子安四丁目２０番３地先 15.3
キタコヤス４チョウメ７ゴウセン

北子安四丁目３３０番１１地先 10.1
キタコヤス４チョウメ８ゴウセン

北子安四丁目８番８地先 10.1
キタコヤス４チョウメ９ゴウセン

北子安四丁目１番２７地先 10.4
キタコヤス４チョウメ１０ゴウセン

北子安四丁目１１番４地先 9.0
キタコヤス４チョウメ１１ゴウセン

北子安四丁目１８番１地先 19.1
キタコヤス４チョウメ１２ゴウセン

北子安四丁目１９番１地先 7.0
キタコヤス４チョウメ１３ゴウセン

北子安四丁目３３０番１４地先 7.0
キタコヤス４チョウメ１４ゴウセン

北子安四丁目３５２番４地先 7.4
キタコヤス４チョウメ１５ゴウセン

北子安四丁目３３０番１７地先 5.5
キタコヤス４チョウメ１６ゴウセン

北子安四丁目２１番１１地先 9.0
キタコヤス４チョウメ１７ゴウセン

北子安四丁目３２６番５地先 9.7
キタコヤス４チョウメ１８ゴウセン

北子安四丁目３３番８地先 11.2
キタコヤス４チョウメ１９ゴウセン

北子安四丁目３２番９地先 14.2
キタコヤス４チョウメ２０ゴウセン

北子安四丁目３０番３１地先 7.5
キタコヤス４チョウメ２１ゴウセン

北子安五丁目１６番８地先 32.6
キタコヤス５チョウメ１ゴウセン

北子安五丁目１４番１３地先 9.5
キタコヤス５チョウメ２ゴウセン

北子安五丁目２１番２２地先 11.7
キタコヤス５チョウメ３ゴウセン

北子安五丁目１５番１地先 20.3
キタコヤス５チョウメ４ゴウセン

北子安五丁目３番１地先 15.8
キタコヤス５チョウメ５ゴウセン

北子安五丁目２番１６地先 14.5
キタコヤス５チョウメ６ゴウセン

北子安五丁目４番１１地先 9.3
キタコヤス５チョウメ７ゴウセン

北子安五丁目１６番１５地先 9.0
キタコヤス５チョウメ８ゴウセン

北子安五丁目７番１地先 10.2
キタコヤス５チョウメ９ゴウセン

北子安五丁目４番２０地先 14.4
キタコヤス５チョウメ１０ゴウセン

北子安五丁目９番２１地先 8.4
キタコヤス５チョウメ１１ゴウセン

北子安五丁目１０番２６地先 8.3
キタコヤス５チョウメ１２ゴウセン

北子安五丁目１１番１地先 8.3
キタコヤス５チョウメ１３ゴウセン

北子安六丁目８番１１地先 15.5
キタコヤス５チョウメ１４ゴウセン

北子安五丁目１９番９地先 10.4
キタコヤス６チョウメ１ゴウセン

北子安六丁目１番１地先 10.2
キタコヤス６チョウメ２ゴウセン

北子安六丁目１０番１地先 9.3
キタコヤス６チョウメ３ゴウセン

北子安六丁目１２番１３地先 10.3

その他 1466
北子安四丁目１番１地先 5.0

北子安四丁目８号線

その他 1467
北子安四丁目２番１地先 6.0

北子安四丁目９号線

その他 1464
北子安四丁目３５番１８地先 6.0

北子安四丁目６号線

その他 1465
北子安四丁目２８番８地先 4.0

北子安四丁目７号線

その他 1470
北子安四丁目１８番５地先 4.0

北子安四丁目１２号線

その他 1471
北子安四丁目１９番４地先 4.0

北子安四丁目１３号線

その他 1468
北子安四丁目１２番４地先 6.0

北子安四丁目１０号線

その他 1469
北子安四丁目１３番１１地先 4.0

北子安四丁目１１号線

その他 1474
北子安四丁目３５５番８地先 4.0

北子安四丁目１６号線

その他 1475
北子安四丁目３２６番１５地先 3.9

北子安四丁目１７号線

その他 1472
北子安四丁目１９番４地先 3.8

北子安四丁目１４号線

その他 1473
北子安四丁目３３０番２地先 4.0

北子安四丁目１５号線

その他 1478
北子安四丁目３１番４地先 4.0

北子安四丁目２０号線

その他 1479
北子安四丁目３５番２３地先 14.8

北子安四丁目２１号線

その他 1476
北子安四丁目１４番２２地先 5.0

北子安四丁目１８号線

その他 1477
北子安四丁目１４番２４地先 6.0

北子安四丁目１９号線

その他 1482
北子安六丁目１８番５地先 12.0

北子安五丁目３号線

その他 1483
北子安五丁目６番１地先 9.0

北子安五丁目４号線

その他 1480
北子安五丁目１６番８地先 6.0

北子安五丁目１号線

その他 1481
北子安五丁目１６番１地先 6.0

北子安五丁目２号線

その他 1486
北子安五丁目１８番４地先 6.0

北子安五丁目７号線

その他 1487
北子安五丁目８番１６地先 6.0

北子安五丁目８号線

その他 1484
北子安五丁目１２番１６地先 6.0

北子安五丁目５号線

その他 1485
北子安五丁目５番１地先 6.0

北子安五丁目６号線

その他 1490
北子安五丁目１１番３０地先 6.0

北子安五丁目１１号線

その他 1491
北子安五丁目１２番１５地先 6.0

北子安五丁目１２号線

その他 1488
北子安五丁目９番１０地先 6.0

北子安五丁目９号線

その他 1489
北子安五丁目１０番１３地先 6.0

北子安五丁目１０号線

その他 1494
北子安六丁目８番１地先 6.0

北子安六丁目１号線

その他 1495
北子安六丁目１１番９地先 6.0

北子安六丁目２号線

その他 1492
北子安五丁目２番１６地先 9.2

北子安五丁目１３号線

その他 1493
北子安五丁目２１番２３地先 6.0

北子安五丁目１４号線

その他 1496
北子安六丁目７番２１地先 6.0

北子安六丁目３号線

DAXX －　25　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

キタコヤス６チョウメ４ゴウセン

北子安六丁目１４番１地先 10.2
キタコヤス６チョウメ５ゴウセン

北子安六丁目３番地先 9.0
キタコヤス６チョウメ６ゴウセン

北子安六丁目２番地先 10.4
キタコヤス６チョウメ７ゴウセン

北子安六丁目１番１６地先 8.9
キタコヤス６チョウメ８ゴウセン

北子安六丁目６番８地先 12.4
キタコヤス６チョウメ９ゴウセン

北子安六丁目１２番１４地先 10.1
キタコヤス６チョウメ１０ゴウセン

北子安六丁目１５番地先 8.3
キタコヤス６チョウメ１１ゴウセン

南子安八丁目１２番２地先 12.2
キタコヤス６チョウメ１２ゴウセン

北子安六丁目１９番１０地先 11.8
キタコヤス６チョウメ１３ゴウセン

北子安六丁目２０番３地先 10.9
キタコヤス、ヒガシヤマセン

大字北子安９２２番２地先 9.3
ミナミコヤス１チョウメ１ゴウセン

南子安一丁目１６番地先 7.5
ミナミコヤス１チョウメ２ゴウセン

南子安一丁目６番地先 8.3
ミナミコヤス１チョウメ３ゴウセン

南子安一丁目３番地先 10.3
ミナミコヤス１チョウメ４ゴウセン

南子安一丁目１２番地先 15.9
ミナミコヤス１チョウメ５ゴウセン

南子安一丁目１１番地先 8.3
ミナミコヤス１チョウメ６ゴウセン

南子安一丁目４番地先 10.5
ミナミコヤス１チョウメ７ゴウセン

南子安一丁目５番地先 10.3
ミナミコヤス１チョウメ８ゴウセン

南子安一丁目６番地先 8.3
ミナミコヤス１チョウメ９ゴウセン

南子安一丁目１２番地先 8.3
ミナミコヤス１チョウメ１０ゴウセン

南子安一丁目６番地先 12.5
ミナミコヤス１チョウメ１１ゴウセン

南子安一丁目１６番地先 6.3
ミナミコヤス１チョウメ１２ゴウセン

南子安一丁目１７番地先 6.0
ミナミコヤス１チョウメ１３ゴウセン

南子安一丁目１６番地先 8.3
ミナミコヤス１チョウメ１４ゴウセン

南子安一丁目２１番地先 9.0
ミナミコヤス１チョウメ１５ゴウセン

南子安一丁目２３番地先 8.9
ミナミコヤス２チョウメ１ゴウセン

南子安二丁目５番地先 9.7
ミナミコヤス２チョウメ２ゴウセン

南子安二丁目６番地先 10.4
ミナミコヤス２チョウメ３ゴウセン

南子安二丁目７番地先 8.3
ミナミコヤス２チョウメ４ゴウセン

南子安二丁目６番地先 8.0
ミナミコヤス２チョウメ５ゴウセン

南子安二丁目６番地先 12.3
ミナミコヤス２チョウメ６ゴウセン

南子安二丁目１０番地先 10.0
ミナミコヤス２チョウメ７ゴウセン

南子安二丁目１１番地先 8.1

その他 1498
北子安六丁目１６番２地先 6.0

北子安六丁目５号線

その他 1499
北子安六丁目４番１地先 6.0

北子安六丁目６号線

その他 1497
北子安六丁目６番１地先 6.0

北子安六丁目４号線

その他 1502
北子安六丁目１８番１地先 6.0

北子安六丁目９号線

その他 1503
北子安六丁目１６番地先 6.0

北子安六丁目１０号線

その他 1500
北子安六丁目３番１地先 6.0

北子安六丁目７号線

その他 1501
北子安六丁目９番６地先 6.0

北子安六丁目８号線

その他 1506
南子安八丁目９番１地先 6.0

北子安六丁目１３号線

その他 1507
大字北子安８８６番４地先 7.2

北子安、東山線

その他 1504
北子安六丁目２１番５地先 6.0

北子安六丁目１１号線

その他 1505
北子安六丁目２０番２地先 6.0

北子安六丁目１２号線

その他 1510
南子安一丁目１番地先 6.0

南子安一丁目３号線

その他 1511
南子安一丁目９番地先 6.0

南子安一丁目４号線

その他 1508
南子安一丁目１５番地先 4.0

南子安一丁目１号線

その他 1509
南子安一丁目５番地先 6.0

南子安一丁目２号線

その他 1514
南子安一丁目３番地先 6.0

南子安一丁目７号線

その他 1515
南子安一丁目１２番地先 6.0

南子安一丁目８号線

その他 1512
南子安一丁目１０番地先 6.0

南子安一丁目５号線

その他 1513
南子安一丁目２番地先 6.0

南子安一丁目６号線

その他 1518
南子安一丁目１９番地先 4.0

南子安一丁目１１号線

その他 1519
南子安一丁目１８番地先 4.0

南子安一丁目１２号線

その他 1516
南子安一丁目１３番地先 6.0

南子安一丁目９号線

その他 1517
南子安一丁目１６番地先 6.0

南子安一丁目１０号線

その他 1522
南子安一丁目２１番地先 6.0

南子安一丁目１５号線

その他 1523
南子安二丁目３番地先 5.0

南子安二丁目１号線

その他 1520
南子安一丁目１８番地先 6.0

南子安一丁目１３号線

その他 1521
南子安一丁目２１番地先 6.0

南子安一丁目１４号線

その他 1526
南子安二丁目７番地先 5.0

南子安二丁目４号線

その他 1527
南子安二丁目９番地先 8.0

南子安二丁目５号線

その他 1524
南子安二丁目４番地先 6.0

南子安二丁目２号線

その他 1525
南子安二丁目５番地先 6.0

南子安二丁目３号線

その他 1528
南子安二丁目１９番地先 6.0

南子安二丁目６号線

その他 1529
南子安二丁目１５番地先 6.0

南子安二丁目７号線

DAXX －　26　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ミナミコヤス２チョウメ８ゴウセン

南子安二丁目１２番地先 10.3
ミナミコヤス２チョウメ９ゴウセン

南子安二丁目１５番地先 12.5
ミナミコヤス２チョウメ１０ゴウセン

南子安三丁目１７番７地先 10.0
ミナミコヤス３チョウメ１ゴウセン

南子安三丁目１５番８地先 14.8
ミナミコヤス３チョウメ２ゴウセン

南子安三丁目１６番１地先 8.4
ミナミコヤス３チョウメ３ゴウセン

南子安三丁目１７番１３地先 10.5
ミナミコヤス３チョウメ４ゴウセン

南子安三丁目１８番１１地先 10.2
ミナミコヤス３チョウメ５ゴウセン

南子安三丁目１３番６地先 8.8
ミナミコヤス３チョウメ６ゴウセン

南子安三丁目３番６地先 10.5
ミナミコヤス３チョウメ７ゴウセン

南子安三丁目１３番７地先 8.2
ミナミコヤス３チョウメ８ゴウセン

南子安三丁目１２番１０地先 8.2
ミナミコヤス３チョウメ９ゴウセン

南子安三丁目１２番９地先 8.3
ミナミコヤス３チョウメ１０ゴウセン

南子安三丁目１２番３１地先 8.3
ミナミコヤス３チョウメ１１ゴウセン

南子安三丁目２７番３地先 10.3
ミナミコヤス３チョウメ１２ゴウセン

南子安三丁目２２番６地先 8.3
ミナミコヤス３チョウメ１３ゴウセン

南子安三丁目２３番９地先 16.1
ミナミコヤス３チョウメ１４ゴウセン

南子安三丁目２４番９地先 8.4
ミナミコヤス３チョウメ１５ゴウセン

南子安三丁目２１番１地先 18.1
ミナミコヤスチュウオウセン

南子安五丁目２６番１地先 15.9
ミナミコヤス４チョウメ１ゴウセン

南子安四丁目３番地先 8.4
ミナミコヤス４チョウメ２ゴウセン

杢師二丁目１３番地先 10.3
ミナミコヤス４チョウメ３ゴウセン

南子安四丁目６番地先 8.4
ミナミコヤス４チョウメ４ゴウセン

南子安四丁目５番７地先 9.2
ミナミコヤス４チョウメ５ゴウセン

南子安四丁目４番６地先 9.3
ミナミコヤス４チョウメ６ゴウセン

杢師二丁目１１番８地先 9.3
ミナミコヤス４チョウメ７ゴウセン

杢師二丁目１０番１５地先 8.9
ミナミコヤス４チョウメ８ゴウセン

杢師二丁目９番１８地先 6.0
ミナミコヤス４チョウメ９ゴウセン

南子安二丁目１４番地先 8.2
ミナミコヤス４チョウメ１０ゴウセン

南子安二丁目１３番地先 12.3
ミナミコヤス４チョウメ１１ゴウセン

南子安四丁目１２番１１地先 8.6
ミナミコヤス４チョウメ１２ゴウセン

南子安四丁目２２番地先 8.4
ミナミコヤス４チョウメ１３ゴウセン

南子安四丁目２３番地先 9.9
ミナミコヤス４チョウメ１４ゴウセン

南子安四丁目２４番地先 8.6

その他 1530
南子安二丁目１７番地先 6.0

南子安二丁目８号線

その他 1531
南子安二丁目１９番地先 8.0

南子安二丁目９号線

その他 1534
南子安三丁目１７番６地先 6.0

南子安三丁目２号線

その他 1535
南子安三丁目１８番５地先 6.0

南子安三丁目３号線

その他 1532
南子安二丁目１０番地先 6.0

南子安二丁目１０号線

その他 1533
南子安三丁目１番３３地先 6.0

南子安三丁目１号線

その他 1538
南子安三丁目１４番１地先 6.0

南子安三丁目６号線

その他 1539
南子安三丁目１５番１地先 6.0

南子安三丁目７号線

その他 1536
南子安三丁目１９番１０地先 6.0

南子安三丁目４号線

その他 1537
南子安三丁目１４番１１地先 6.0

南子安三丁目５号線

その他 1542
南子安三丁目２０番１地先 6.0

南子安三丁目１０号線

その他 1543
南子安三丁目２７番３地先 6.0

南子安三丁目１１号線

その他 1540
南子安三丁目１６番１地先 6.0

南子安三丁目８号線

その他 1541
南子安三丁目４番４地先 5.7

南子安三丁目９号線

その他 1546
南子安三丁目８番１７地先 6.0

南子安三丁目１４号線

その他 1547
南子安三丁目６番８地先 6.0

南子安三丁目１５号線

その他 1544
南子安三丁目１０番１５地先 6.0

南子安三丁目１２号線

その他 1545
南子安三丁目４番１０地先 6.0

南子安三丁目１３号線

その他 1550
南子安四丁目８番地先 6.0

南子安四丁目２号線

その他 1551
南子安四丁目７番地先 6.0

南子安四丁目３号線

その他 1548
南子安三丁目２６番８地先 10.0

南子安中央線

その他 1549
南子安四丁目２番地先 6.0

南子安四丁目１号線

その他 1554
南子安四丁目４番１４地先 6.0

南子安四丁目６号線

その他 1555
南子安四丁目３番地先 6.0

南子安四丁目７号線

その他 1552
南子安四丁目６番１６地先 6.0

南子安四丁目４号線

その他 1553
南子安四丁目５番１５地先 6.0

南子安四丁目５号線

その他 1558
南子安四丁目１０番地先 6.0

南子安四丁目１０号線

その他 1559
南子安四丁目１３番地先 6.0

南子安四丁目１１号線

その他 1556
南子安四丁目８番地先 5.1

南子安四丁目８号線

その他 1557
南子安四丁目１５番地先 6.0

南子安四丁目９号線

その他 1562
南子安四丁目２５番５地先 6.0

南子安四丁目１４号線

その他 1560
南子安四丁目２３番地先 6.0

南子安四丁目１２号線

その他 1561
南子安四丁目２９番地先 6.0

南子安四丁目１３号線

DAXX －　27　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ミナミコヤス４チョウメ１５ゴウセン

南子安四丁目１１番１４地先 12.4
ミナミコヤス４チョウメ１６ゴウセン

南子安四丁目１２番１３地先 10.0
ミナミコヤス４チョウメ１７ゴウセン

南子安四丁目１９番６地先 10.4
ミナミコヤス４チョウメ１８ゴウセン

南子安四丁目３２番地先 8.2
ミナミコヤス４チョウメ１９ゴウセン

南子安四丁目２９番１０地先 15.7
ミナミコヤス４チョウメ２０ゴウセン

南子安四丁目３４番地先 8.1
ミナミコヤス４チョウメ２１ゴウセン

南子安四丁目２９番地先 8.2
ミナミコヤス４チョウメ２２ゴウセン

南子安四丁目３４番地先 7.5
ミナミコヤス５チョウメ１ゴウセン

南子安五丁目１番１７地先 8.6
ミナミコヤス５チョウメ２ゴウセン

南子安五丁目２３番８地先 8.2
ミナミコヤス５チョウメ３ゴウセン

南子安五丁目２２番８地先 8.2
ミナミコヤス５チョウメ４ゴウセン

南子安五丁目２１番８地先 8.4
ミナミコヤス５チョウメ５ゴウセン

南子安五丁目４番１７地先 17.6
ミナミコヤス５チョウメ６ゴウセン

南子安五丁目１９番９地先 8.2
ミナミコヤス５チョウメ７ゴウセン

南子安五丁目６番６地先 10.4
ミナミコヤス５チョウメ８ゴウセン

南子安五丁目１９番１地先 17.7
ミナミコヤス５チョウメ９ゴウセン

南子安五丁目１７番９地先 8.1
ミナミコヤス５チョウメ１０ゴウセン

南子安五丁目１６番９地先 8.3
ミナミコヤス５チョウメ１１ゴウセン

南子安五丁目１６番１７地先 15.7
ミナミコヤス５チョウメ１２ゴウセン

南子安五丁目１４番９地先 8.2
ミナミコヤス５チョウメ１３ゴウセン

南子安五丁目１番１地先 10.3
ミナミコヤス５チョウメ１４ゴウセン

南子安五丁目１４番１５地先 12.2
ミナミコヤス５チョウメ１５ゴウセン

南子安五丁目２５番１地先 13.3
ミナミコヤス６チョウメ１ゴウセン

南子安六丁目１９番１地先 15.5
ミナミコヤス６チョウメ２ゴウセン

南子安六丁目１９番１地先 10.2
ミナミコヤス６チョウメ３ゴウセン

南子安六丁目１８番８地先 16.5
ミナミコヤス６チョウメ４ゴウセン

南子安六丁目４番２地先 17.7
ミナミコヤス６チョウメ５ゴウセン

南子安六丁目１２番１地先 15.7
ミナミコヤス６チョウメ６ゴウセン

南子安六丁目１５番７地先 17.8
ミナミコヤス６チョウメ７ゴウセン

南子安六丁目１４番５地先 8.3
ミナミコヤス６チョウメ８ゴウセン

南子安六丁目１３番６地先 8.2
ミナミコヤス６チョウメ９ゴウセン

南子安六丁目２４番２地先 18.4
ミナミコヤス６チョウメ１０ゴウセン

南子安六丁目９番６地先 9.9

その他 1563
杢師三丁目２０番２地先 6.0

南子安四丁目１５号線

その他 1566
南子安四丁目３２番地先 5.8

南子安四丁目１８号線

その他 1567
南子安四丁目３２番地先 6.0

南子安四丁目１９号線

その他 1564
南子安四丁目１１番８地先 6.0

南子安四丁目１６号線

その他 1565
南子安四丁目２５番６地先 6.0

南子安四丁目１７号線

その他 1570
南子安四丁目２９番１０地先 6.0

南子安四丁目２２号線

その他 1571
南子安五丁目２４番９地先 6.0

南子安五丁目１号線

その他 1568
南子安四丁目３３番地先 6.0

南子安四丁目２０号線

その他 1569
南子安四丁目３４番地先 6.0

南子安四丁目２１号線

その他 1574
南子安五丁目２２番１６地先 6.0

南子安五丁目４号線

その他 1575
南子安五丁目２７番１地先 6.0

南子安五丁目５号線

その他 1572
南子安五丁目２４番１９地先 6.0

南子安五丁目２号線

その他 1573
南子安五丁目２３番１６地先 6.0

南子安五丁目３号線

その他 1578
南子安五丁目２８番１地先 6.0

南子安五丁目８号線

その他 1579
南子安五丁目１８番１９地先 6.0

南子安五丁目９号線

その他 1576
南子安五丁目２０番１８地先 6.0

南子安五丁目６号線

その他 1577
南子安五丁目５番１３地先 6.0

南子安五丁目７号線

その他 1582
南子安五丁目１５番１地先 6.0

南子安五丁目１２号線

その他 1583
南子安五丁目６番１０地先 6.0

南子安五丁目１３号線

その他 1580
南子安五丁目１７番２０地先 6.0

南子安五丁目１０号線

その他 1581
南子安五丁目２９番２地先 6.0

南子安五丁目１１号線

その他 1586
南子安六丁目１番１５地先 6.0

南子安六丁目１号線

その他 1587
南子安六丁目２番２９地先 6.0

南子安六丁目２号線

その他 1584
南子安五丁目２６番１地先 6.0

南子安五丁目１４号線

その他 1585
南子安五丁目１２番４地先 6.0

南子安五丁目１５号線

その他 1590
南子安六丁目１８番１地先 6.0

南子安六丁目５号線

その他 1591
南子安六丁目５番９地先 8.0

南子安六丁目６号線

その他 1588
南子安六丁目３番１１地先 9.9

南子安六丁目３号線

その他 1589
南子安六丁目２４番２地先 8.0

南子安六丁目４号線

その他 1594
南子安六丁目６番１地先 6.0

南子安六丁目９号線

その他 1595
南子安六丁目１０番１７地先 6.0

南子安六丁目１０号線

その他 1592
南子安六丁目１５番１０地先 6.0

南子安六丁目７号線

その他 1593
南子安六丁目１４番１地先 6.0

南子安六丁目８号線

DAXX －　28　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ミナミコヤス６チョウメ１１ゴウセン

南子安六丁目１０番９地先 9.4
ミナミコヤス６チョウメ１２ゴウセン

南子安六丁目１６番３地先 10.2
ミナミコヤス６チョウメ１３ゴウセン

南子安六丁目１３番６地先 13.3
ミナミコヤス６チョウメ１４ゴウセン

外箕輪三丁目５番１１地先 8.9
ミナミコヤス７チョウメ１ゴウセン

南子安七丁目２番１地先 9.5
ミナミコヤス７チョウメ２ゴウセン

南子安七丁目５番１地先 10.4
ミナミコヤス７チョウメ３ゴウセン

南子安七丁目７番１地先 9.4
ミナミコヤス８チョウメ１ゴウセン

南子安八丁目７番２１地先 10.4
ミナミコヤス８チョウメ２ゴウセン

南子安八丁目８番１地先 10.5
ミナミコヤス８チョウメ３ゴウセン

南子安八丁目５番１３地先 10.3
ミナミコヤス８チョウメ４ゴウセン

南子安八丁目５番１地先 12.9
ミナミコヤス８チョウメ５ゴウセン

南子安八丁目２２番５地先 10.5
ミナミコヤス８チョウメ６ゴウセン

南子安八丁目２４番１０地先 8.1
ミナミコヤス８チョウメ７ゴウセン

南子安八丁目２３番９地先 10.1
ミナミコヤス８チョウメ８ゴウセン

南子安八丁目９番１地先 8.0
ミナミコヤス８チョウメ９ゴウセン

南子安八丁目１０番１地先 10.2
ミナミコヤス８チョウメ１０ゴウセン

南子安八丁目８番１１地先 18.7
ミナミコヤス８チョウメ１１ゴウセン

南子安八丁目１２番１地先 15.8
ミナミコヤス８チョウメ１２ゴウセン

南子安八丁目２３番８地先 8.3
ミナミコヤス・ウチミノワセン

南子安九丁目６番７地先 29.4
ミナミコヤス９チョウメ１ゴウセン

南子安九丁目１８番２２地先 10.2
ミナミコヤス９チョウメ２ゴウセン

南子安九丁目３番１地先 13.8
ミナミコヤス９チョウメ３ゴウセン

南子安九丁目４番８地先 15.7
ミナミコヤス９チョウメ４ゴウセン

南子安九丁目１１番１３地先 10.4
ミナミコヤス９チョウメ５ゴウセン

南子安九丁目９番１地先 8.5
ミナミコヤス９チョウメ６ゴウセン

南子安九丁目９番９地先 10.2
ミナミコヤス９チョウメ７ゴウセン

南子安九丁目６番５地先 17.2
ミナミコヤス９チョウメ８ゴウセン

南子安九丁目１８番１地先 24.1
ミナミコヤスヒガシセン

大字南子安１３３８番１地先 11.5
モクシ１チョウメ１ゴウセン

杢師一丁目８番８地先 8.5
モクシ１チョウメ２ゴウセン

杢師一丁目１０番１地先 8.8
モクシ１チョウメ３ゴウセン

杢師一丁目８番５地先 6.5
モクシ１チョウメ４ゴウセン

杢師一丁目１６番地先 8.7

その他 1598
南子安六丁目２２番１地先 6.0

南子安六丁目１３号線

その他 1599
南子安六丁目１２番３地先 6.0

南子安六丁目１４号線

その他 1596
南子安六丁目１１番１地先 6.0

南子安六丁目１１号線

その他 1597
南子安六丁目１５番１地先 6.0

南子安六丁目１２号線

その他 1602
南子安七丁目９番１地先 6.0

南子安七丁目３号線

その他 1603
南子安八丁目１５番１地先 6.0

南子安八丁目１号線

その他 1600
南子安七丁目７番２地先 6.0

南子安七丁目１号線

その他 1601
南子安七丁目３番８地先 6.0

南子安七丁目２号線

その他 1606
南子安八丁目１９番３地先 6.0

南子安八丁目４号線

その他 1607
南子安八丁目２４番２地先 5.8

南子安八丁目５号線

その他 1604
南子安八丁目１６番８地先 6.0

南子安八丁目２号線

その他 1605
南子安八丁目２０番７地先 6.0

南子安八丁目３号線

その他 1610
南子安八丁目８番１０地先 6.0

南子安八丁目８号線

その他 1611
南子安八丁目９番１０地先 6.0

南子安八丁目９号線

その他 1608
南子安八丁目２５番８地先 6.0

南子安八丁目６号線

その他 1609
南子安八丁目２６番８地先 6.0

南子安八丁目７号線

その他 1614
南子安八丁目２４番１地先 6.0

南子安八丁目１２号線

その他 1615
南子安八丁目２２番１地先 11.9

南子安・内箕輪線

その他 1612
南子安八丁目３番３地先 6.0

南子安八丁目１０号線

その他 1613
南子安八丁目１９番８地先 10.0

南子安八丁目１１号線

その他 1618
南子安九丁目１６番１地先 6.0

南子安九丁目３号線

その他 1619
南子安九丁目１０番１２地先 6.0

南子安九丁目４号線

その他 1616
南子安九丁目１７番２地先 6.0

南子安九丁目１号線

その他 1617
南子安九丁目１２番４地先 6.0

南子安九丁目２号線

その他 1622
南子安九丁目８番６地先 6.0

南子安九丁目７号線

その他 1623
南子安九丁目６番８地先 12.0

南子安九丁目８号線

その他 1620
南子安九丁目８番５地先 6.0

南子安九丁目５号線

その他 1621
南子安九丁目７番７地先 6.0

南子安九丁目６号線

その他 1626
杢師一丁目８番２３地先 6.0

杢師一丁目２号線

その他 1627
杢師一丁目８番１９地先 4.5

杢師一丁目３号線

その他 1624
大字南子安１３３５番１地先 8.7

南子安東線

その他 1625
杢師一丁目９番１地先 4.0

杢師一丁目１号線

その他 1628
杢師一丁目１５番地先 5.0

杢師一丁目４号線

DAXX －　29　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

モクシ１チョウメ５ゴウセン

杢師一丁目１５番地先 8.4
モクシ１チョウメ６ゴウセン

杢師一丁目１７番２０地先 8.5
モクシ１チョウメ７ゴウセン

杢師一丁目４番地先 8.8
モクシ１チョウメ８ゴウセン

杢師一丁目４番地先 9.3
モクシ１チョウメ９ゴウセン

杢師一丁目２番１４地先 9.3
モクシ１チョウメ１０ゴウセン

杢師一丁目５番８地先 9.0
モクシ１チョウメ１１ゴウセン

杢師一丁目６番１１地先 10.2
モクシ１チョウメ１２ゴウセン

杢師一丁目１１番３３地先 9.4
モクシ１チョウメ１３ゴウセン

杢師一丁目４番地先 8.5
モクシ２チョウメ１ゴウセン

杢師二丁目１４番４地先 12.1
モクシ２チョウメ２ゴウセン

杢師二丁目１１番１地先 13.2
モクシ２チョウメ３ゴウセン

杢師二丁目２番１２地先 9.8
モクシ２チョウメ４ゴウセン

杢師二丁目７番１０地先 9.0
モクシ２チョウメ５ゴウセン

杢師二丁目３番８地先 12.1
モクシ２チョウメ６ゴウセン

杢師二丁目４番８地先 8.0
モクシ２チョウメ７ゴウセン

杢師二丁目１８番９地先 14.1
モクシ２チョウメ８ゴウセン

杢師二丁目１９番５地先 9.0
モクシ２チョウメ９ゴウセン

杢師二丁目２０番１地先 9.4
モクシ２チョウメ１０ゴウセン

杢師二丁目２１番１１地先 8.6
ミナミコヤス・モクシセン

杢師二丁目２１番１１地先 15.6
モクシ３チョウメ１ゴウセン

杢師三丁目１１番６地先 9.1
モクシ３チョウメ２ゴウセン

杢師三丁目１９番２３地先 9.0
モクシ３チョウメ３ゴウセン

杢師三丁目１１番７地先 9.0
モクシ３チョウメ４ゴウセン

杢師三丁目１４番６地先 9.2
モクシ３チョウメ５ゴウセン

杢師三丁目１１番１地先 10.4
モクシ３チョウメ６ゴウセン

杢師三丁目１０番１地先 9.3
モクシ３チョウメ７ゴウセン

杢師三丁目１５番地先 8.9
モクシ３チョウメ８ゴウセン

杢師三丁目１５番地先 9.3
モクシ３チョウメ９ゴウセン

杢師三丁目２３番１地先 9.5
モクシ３チョウメ１０ゴウセン

杢師三丁目４番１１地先 9.7
モクシ３チョウメ１１ゴウセン

杢師三丁目２４番１２地先 6.0
モクシ３チョウメ１２ゴウセン

杢師三丁目４番１２地先 8.9
モクシ３チョウメ１３ゴウセン

杢師三丁目５番１４地先 9.0

その他 1630
杢師一丁目１４番１５地先 4.0

杢師一丁目６号線

その他 1631
杢師一丁目２番１８地先 6.0

杢師一丁目７号線

その他 1629
杢師一丁目１７番地先 4.0

杢師一丁目５号線

その他 1634
杢師一丁目７番１地先 6.0

杢師一丁目１０号線

その他 1635
杢師一丁目７番４地先 6.0

杢師一丁目１１号線

その他 1632
杢師一丁目３番１８地先 6.0

杢師一丁目８号線

その他 1633
杢師一丁目５番７地先 6.0

杢師一丁目９号線

その他 1638
杢師二丁目３番１８地先 6.0

杢師二丁目１号線

その他 1639
杢師二丁目１５番１２地先 6.0

杢師二丁目２号線

その他 1636
杢師一丁目１２番４地先 6.0

杢師一丁目１２号線

その他 1637
杢師一丁目１２番１０地先 6.0

杢師一丁目１３号線

その他 1642
杢師二丁目５番１地先 6.0

杢師二丁目５号線

その他 1643
杢師二丁目１８番１地先 5.0

杢師二丁目６号線

その他 1640
杢師二丁目２０番９地先 6.0

杢師二丁目３号線

その他 1641
杢師二丁目４番７地先 6.0

杢師二丁目４号線

その他 1646
杢師二丁目２１番１０地先 6.0

杢師二丁目９号線

その他 1647
杢師二丁目２番１２地先 6.0

杢師二丁目１０号線

その他 1644
杢師二丁目１９番１地先 6.0

杢師二丁目７号線

その他 1645
杢師二丁目２０番１地先 6.0

杢師二丁目８号線

その他 1650
杢師三丁目１８番１２地先 6.0

杢師三丁目２号線

その他 1651
杢師三丁目１３番１地先 6.0

杢師三丁目３号線

その他 1648
南子安四丁目１０番地先 10.0

南子安・杢師線

その他 1649
杢師三丁目１２番１１地先 6.0

杢師三丁目１号線

その他 1654
杢師三丁目２０番２２地先 6.0

杢師三丁目６号線

その他 1655
杢師三丁目１７番１地先 6.0

杢師三丁目７号線

その他 1652
杢師三丁目１９番１地先 6.0

杢師三丁目４号線

その他 1653
杢師三丁目２０番１地先 6.0

杢師三丁目５号線

その他 1658
杢師三丁目３番１４地先 6.0

杢師三丁目１０号線

その他 1659
杢師三丁目４番１９地先 6.0

杢師三丁目１１号線

その他 1656
杢師三丁目１０番１１地先 6.0

杢師三丁目８号線

その他 1657
杢師三丁目２番１５地先 5.8

杢師三丁目９号線

その他 1660
杢師三丁目５番１地先 6.0

杢師三丁目１２号線

その他 1661
杢師三丁目６番１地先 6.0

杢師三丁目１３号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

モクシ３チョウメ１４ゴウセン

杢師三丁目６番１１地先 9.0
モクシ３チョウメ１５ゴウセン

杢師三丁目７番１６地先 9.4
モクシ３チョウメ１６ゴウセン

杢師三丁目２４番２地先 10.2
モクシ３チョウメ１７ゴウセン

杢師三丁目２４番１２地先 18.5
モクシ４チョウメ１ゴウセン

杢師四丁目２３番２地先 7.2
モクシ４チョウメ２ゴウセン

杢師四丁目２２番２５地先 7.2
モクシ４チョウメ３ゴウセン

杢師四丁目２４番１地先 9.9
モクシ４チョウメ４ゴウセン

外箕輪二丁目５番４０地先 7.3
モクシ４チョウメ５ゴウセン

杢師四丁目１２番４地先 9.8
モクシ４チョウメ６ゴウセン

杢師四丁目１７番１３地先 12.5
モクシ４チョウメ７ゴウセン

杢師四丁目７番１５地先 8.4
モクシ４チョウメ８ゴウセン

杢師四丁目１６番１４地先 9.0
モクシ４チョウメ９ゴウセン

杢師四丁目１０番３地先 9.1
モクシ４チョウメ１０ゴウセン

杢師四丁目１５番１２地先 9.0
モクシ４チョウメ１１ゴウセン

杢師四丁目１１番１１地先 9.8
モクシ４チョウメ１２ゴウセン

杢師四丁目５番９地先 11.5
モクシ４チョウメ１３ゴウセン

杢師四丁目２７番１地先 9.3
モクシ４チョウメ１４ゴウセン

杢師四丁目５番１１地先 9.0
モクシ４チョウメ１５ゴウセン

杢師四丁目６番７地先 12.3
モクシ４チョウメ１６ゴウセン

杢師四丁目１０番３地先 9.3
モクシ４チョウメ１７ゴウセン

杢師四丁目９番地先 9.0
モクシ４チョウメ１８ゴウセン

杢師四丁目３番１１地先 12.3
モクシ４チョウメ１９ゴウセン

杢師四丁目２７番１地先 8.8
ウチミノワ１チョウメ１ゴウセン

内箕輪一丁目１０番２地先 9.0
ウチミノワ１チョウメ２ゴウセン

内箕輪一丁目６番９地先 8.6
ウチミノワ１チョウメ３ゴウセン

内箕輪一丁目１０番１地先 7.0
ウチミノワ１チョウメ４ゴウセン

内箕輪一丁目９番１地先 6.8
ウチミノワ１チョウメ５ゴウセン

内箕輪一丁目８番１地先 8.8
ウチミノワ１チョウメ６ゴウセン

内箕輪一丁目５番２５地先 9.4
ウチミノワ１チョウメ７ゴウセン

内箕輪一丁目３番９地先 8.9
ウチミノワ１チョウメ８ゴウセン

内箕輪一丁目３番１０地先 8.9
ウチミノワ１チョウメ９ゴウセン

大字内箕輪９８番地先 7.0
ウチミノワ１チョウメ１０ゴウセン

内箕輪一丁目２６番６地先 8.9

その他 1662
杢師三丁目７番１地先 6.0

杢師三丁目１４号線

その他 1663
杢師三丁目２２番地先 5.9

杢師三丁目１５号線

その他 1666
杢師四丁目２２番１３地先 5.0

杢師四丁目１号線

その他 1667
杢師四丁目２１番１３地先 5.0

杢師四丁目２号線

その他 1664
杢師三丁目２３番９地先 6.0

杢師三丁目１６号線

その他 1665
杢師三丁目２番１地先 12.0

杢師三丁目１７号線

その他 1670
杢師四丁目１８番１０地先 6.0

杢師四丁目５号線

その他 1671
杢師四丁目２番１１地先 5.8

杢師四丁目６号線

その他 1668
杢師四丁目２６番地先 6.0

杢師四丁目３号線

その他 1669
杢師四丁目２６番３地先 5.9

杢師四丁目４号線

その他 1674
杢師四丁目１３番８地先 6.0

杢師四丁目９号線

その他 1675
杢師四丁目８番６地先 6.0

杢師四丁目１０号線

その他 1672
杢師四丁目２７番２地先 6.0

杢師四丁目７号線

その他 1673
杢師四丁目１５番６地先 6.0

杢師四丁目８号線

その他 1678
杢師四丁目５番１６地先 6.0

杢師四丁目１３号線

その他 1679
杢師四丁目１２番１地先 5.0

杢師四丁目１４号線

その他 1676
杢師四丁目７番１４地先 5.0

杢師四丁目１１号線

その他 1677
杢師四丁目４番１３地先 6.0

杢師四丁目１２号線

その他 1682
杢師四丁目１６番１地先 6.0

杢師四丁目１７号線

その他 1683
杢師四丁目２７番２地先 6.0

杢師四丁目１８号線

その他 1680
杢師四丁目１０番１地先 6.0

杢師四丁目１５号線

その他 1681
杢師四丁目１４番１地先 6.0

杢師四丁目１６号線

その他 1686
内箕輪一丁目５番２地先 6.0

内箕輪一丁目２号線

その他 1687
内箕輪一丁目９番１地先 4.0

内箕輪一丁目３号線

その他 1684
外箕輪一丁目１番１地先 6.0

杢師四丁目１９号線

その他 1685
内箕輪一丁目１番地先 6.0

内箕輪一丁目１号線

その他 1690
内箕輪一丁目４番２地先 4.0

内箕輪一丁目６号線

その他 1691
内箕輪一丁目４番１地先 6.0

内箕輪一丁目７号線

その他 1688
内箕輪一丁目８番１４地先 4.0

内箕輪一丁目４号線

その他 1689
内箕輪一丁目５番２０地先 5.8

内箕輪一丁目５号線

その他 1694
内箕輪一丁目１３番１７地先 6.0

内箕輪一丁目１０号線

その他 1692
内箕輪一丁目２番１１地先 6.0

内箕輪一丁目８号線

その他 1693
内箕輪一丁目１２番３地先 4.0

内箕輪一丁目９号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ウチミノワ１チョウメ１１ゴウセン

内箕輪一丁目２６番１２地先 8.8
ウチミノワ１チョウメ１２ゴウセン

内箕輪一丁目２４番３地先 9.7
ウチミノワ１チョウメ１３ゴウセン

内箕輪一丁目１２番１地先 10.8
ウチミノワ１チョウメ１４ゴウセン

内箕輪一丁目１５番１０地先 8.9
ウチミノワ１チョウメ１５ゴウセン

内箕輪一丁目２０番１７地先 11.7
ウチミノワ１チョウメ１６ゴウセン

内箕輪一丁目２１番１１地先 8.7
ウチミノワ１チョウメ１７ゴウセン

内箕輪一丁目２３番７地先 8.9
ウチミノワ１チョウメ１８ゴウセン

内箕輪一丁目１９番９地先 9.0
ホウギサク１チョウメ１ゴウセン

法木作一丁目９番４地先 8.9
ホウギサク１チョウメ２ゴウセン

法木作一丁目５番１６地先 10.9
ホウギサク１チョウメ３ゴウセン

法木作一丁目１０番１３地先 10.5
ホウギサク１チョウメ４ゴウセン

法木作一丁目１１番１０地先 10.3
ホウギサク１チョウメ５ゴウセン

法木作一丁目１２番１６地先 10.4
ホウギサク１チョウメ６ゴウセン

法木作一丁目８番１０地先 8.9
ホウギサク１チョウメ７ゴウセン

法木作一丁目７番１２地先 8.9
ホウギサク１チョウメ８ゴウセン

法木作一丁目３番５地先 20.3
ホウギサク１チョウメ９ゴウセン

法木作一丁目１５番４地先 9.3
ホウギサク１チョウメ１０ゴウセン

法木作一丁目１３番地先 9.0
ソトミノワ１チョウメ１ゴウセン

外箕輪一丁目９番７地先 10.8
ソトミノワ１チョウメ２ゴウセン

外箕輪一丁目１０番４７地先 18.9
ソトミノワ１チョウメ３ゴウセン

外箕輪一丁目１２番１５地先 10.3
ソトミノワ１チョウメ４ゴウセン

外箕輪一丁目１３番１地先 10.3
ソトミノワ１チョウメ５ゴウセン

外箕輪一丁目１６番６地先 10.3
ソトミノワ１チョウメ６ゴウセン

外箕輪一丁目３番１５地先 13.9
ソトミノワ１チョウメ７ゴウセン

外箕輪一丁目１７番２８地先 8.9
ソトミノワ１チョウメ８ゴウセン

外箕輪一丁目１９番１７地先 10.0
ソトミノワ１チョウメ９ゴウセン

外箕輪一丁目２９番８地先 8.9
ソトミノワ１チョウメ１０ゴウセン

外箕輪一丁目１９番２８地先 8.9
ソトミノワ１チョウメ１１ゴウセン

外箕輪一丁目２８番５地先 8.9
ソトミノワ１チョウメ１２ゴウセン

外箕輪一丁目６番２１地先 8.9
ソトミノワ１チョウメ１３ゴウセン

外箕輪一丁目２２番３１地先 8.9
ソトミノワ１チョウメ１４ゴウセン

外箕輪一丁目２番７地先 9.0
ソトミノワ１チョウメ１５ゴウセン

外箕輪一丁目４番１４地先 8.8

その他 1695
内箕輪一丁目２５番６地先 6.0

内箕輪一丁目１１号線

その他 1698
内箕輪一丁目２０番１地先 6.0

内箕輪一丁目１４号線

その他 1699
内箕輪一丁目２６番１地先 6.0

内箕輪一丁目１５号線

その他 1696
内箕輪一丁目１４番１６地先 6.8

内箕輪一丁目１２号線

その他 1697
内箕輪一丁目１５番１１地先 5.6

内箕輪一丁目１３号線

その他 1702
内箕輪一丁目１８番１地先 6.0

内箕輪一丁目１８号線

その他 1703
法木作一丁目６番２４地先 6.0

法木作一丁目１号線

その他 1700
内箕輪一丁目２３番１地先 6.0

内箕輪一丁目１６号線

その他 1701
内箕輪一丁目２４番４地先 6.0

内箕輪一丁目１７号線

その他 1706
法木作一丁目１４番２地先 6.0

法木作一丁目４号線

その他 1707
法木作一丁目１３番地先 6.0

法木作一丁目５号線

その他 1704
法木作一丁目１０番７地先 6.0

法木作一丁目２号線

その他 1705
法木作一丁目１１番１６地先 6.0

法木作一丁目３号線

その他 1710
法木作一丁目６番１地先 11.0

法木作一丁目８号線

その他 1711
法木作一丁目５番１地先 5.4

法木作一丁目９号線

その他 1708
法木作一丁目９番１地先 6.0

法木作一丁目６号線

その他 1709
法木作一丁目８番１地先 6.0

法木作一丁目７号線

その他 1714
外箕輪一丁目３４番地先 10.8

外箕輪一丁目２号線

その他 1715
外箕輪一丁目１４番地先 5.2

外箕輪一丁目３号線

その他 1712
法木作一丁目１４番１地先 6.0

法木作一丁目１０号線

その他 1713
外箕輪一丁目３５番８地先 5.2

外箕輪一丁目１号線

その他 1718
外箕輪一丁目３３番１地先 5.9

外箕輪一丁目６号線

その他 1719
外箕輪一丁目３０番３地先 6.0

外箕輪一丁目７号線

その他 1716
外箕輪一丁目１５番１２地先 5.7

外箕輪一丁目４号線

その他 1717
外箕輪一丁目９番８地先 6.0

外箕輪一丁目５号線

その他 1722
外箕輪一丁目２０番１２地先 6.0

外箕輪一丁目１０号線

その他 1723
外箕輪一丁目２９番１５地先 6.0

外箕輪一丁目１１号線

その他 1720
外箕輪一丁目７番１５地先 6.0

外箕輪一丁目８号線

その他 1721
外箕輪一丁目３１番１５地先 6.0

外箕輪一丁目９号線

その他 1726
外箕輪一丁目３番２地先 6.0

外箕輪一丁目１４号線

その他 1727
外箕輪一丁目３番２３地先 5.2

外箕輪一丁目１５号線

その他 1724
外箕輪一丁目２５番２地先 5.0

外箕輪一丁目１２号線

その他 1725
外箕輪一丁目２４番１２地先 6.0

外箕輪一丁目１３号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ソトミノワ１チョウメ１６ゴウセン

外箕輪一丁目６番１７地先 11.7
ソトミノワ１チョウメ１７ゴウセン

外箕輪一丁目８番７地先 9.0
ソトミノワ１チョウメ１８ゴウセン

外箕輪一丁目２０番１４地先 9.0
ソトミノワ１チョウメ１９ゴウセン

外箕輪一丁目２３番６地先 17.6
ソトミノワ１チョウメ２０ゴウセン

外箕輪一丁目２４番１４地先 11.8
ソトミノワ１チョウメ２１ゴウセン

外箕輪一丁目２５番７地先 9.0
ソトミノワ１チョウメ２２ゴウセン

外箕輪一丁目２５番７地先 10.3
ミナミコヤス・ソトミノワセン

外箕輪一丁目５番１２地先 37.4
ソトミノワ２チョウメ１ゴウセン

外箕輪二丁目９番１２地先 8.9
ソトミノワ２チョウメ２ゴウセン

外箕輪二丁目１１番１地先 9.0
ソトミノワ２チョウメ３ゴウセン

外箕輪二丁目１２番２２地先 8.9
ソトミノワ２チョウメ４ゴウセン

外箕輪二丁目１０番２１地先 10.3
ソトミノワ２チョウメ５ゴウセン

外箕輪二丁目１４番２４地先 8.9
ソトミノワ２チョウメ６ゴウセン

外箕輪二丁目１５番２７地先 8.9
ソトミノワ２チョウメ７ゴウセン

外箕輪二丁目９番１３地先 16.7
ソトミノワ２チョウメ８ゴウセン

外箕輪二丁目１９番１２地先 8.9
ソトミノワ２チョウメ９ゴウセン

外箕輪二丁目２０番３４地先 8.9
ソトミノワ２チョウメ１０ゴウセン

外箕輪二丁目２３番２１地先 11.9
ソトミノワ２チョウメ１１ゴウセン

外箕輪二丁目５番２７地先 12.3
ソトミノワ２チョウメ１２ゴウセン

外箕輪二丁目１番地先 8.1
ソトミノワ２チョウメ１３ゴウセン

外箕輪二丁目３番地先 8.4
ソトミノワ２チョウメ１４ゴウセン

外箕輪二丁目４番地先 10.4
ソトミノワ２チョウメ１５ゴウセン

外箕輪二丁目８番１７地先 12.2
ソトミノワ２チョウメ１６ゴウセン

外箕輪二丁目２５番１地先 10.9
ソトミノワ２チョウメ１７ゴウセン

外箕輪二丁目２３番１１地先 8.8
ソトミノワ２チョウメ１８ゴウセン

外箕輪二丁目１９番７地先 8.9
ソトミノワ２チョウメ１９ゴウセン

外箕輪二丁目１６番１０地先 8.8
ソトミノワ２チョウメ２０ゴウセン

外箕輪二丁目２０番２２地先 8.2
ソトミノワ２チョウメ２１ゴウセン

外箕輪三丁目８番１地先 21.6
ソトミノワ３チョウメ１ゴウセン

外箕輪三丁目１番９地先 9.4
ソトミノワ３チョウメ２ゴウセン

外箕輪三丁目１番８地先 8.9
ソトミノワ３チョウメ３ゴウセン

外箕輪三丁目５番１１地先 9.4
ソトミノワ３チョウメ４ゴウセン

外箕輪三丁目９番地先 12.5

その他 1730
外箕輪一丁目２１番１地先 6.0

外箕輪一丁目１８号線

その他 1731
外箕輪一丁目３６番１地先 6.0

外箕輪一丁目１９号線

その他 1728
外箕輪一丁目１７番１地先 6.0

外箕輪一丁目１６号線

その他 1729
外箕輪一丁目１６番１地先 6.0

外箕輪一丁目１７号線

その他 1734
外箕輪一丁目４番１地先 5.6

外箕輪一丁目２２号線

その他 1735
南子安六丁目２４番１地先 10.2

南子安・外箕輪線

その他 1732
外箕輪一丁目３３番１地先 4.0

外箕輪一丁目２０号線

その他 1733
外箕輪四丁目９番１地先 6.0

外箕輪一丁目２１号線

その他 1738
外箕輪二丁目１３番９地先 6.0

外箕輪二丁目３号線

その他 1739
外箕輪二丁目１４番１２地先 6.0

外箕輪二丁目４号線

その他 1736
外箕輪二丁目１１番５地先 6.0

外箕輪二丁目１号線

その他 1737
外箕輪二丁目１２番１０地先 6.0

外箕輪二丁目２号線

その他 1742
外箕輪二丁目１８番９地先 11.0

外箕輪二丁目７号線

その他 1743
外箕輪二丁目２１番地先 6.0

外箕輪二丁目８号線

その他 1740
外箕輪二丁目１５番１３地先 6.0

外箕輪二丁目５号線

その他 1741
外箕輪二丁目１７番６地先 6.0

外箕輪二丁目６号線

その他 1746
外箕輪二丁目２６番２地先 6.0

外箕輪二丁目１１号線

その他 1747
外箕輪二丁目３番地先 6.0

外箕輪二丁目１２号線

その他 1744
外箕輪二丁目２２番１０地先 6.0

外箕輪二丁目９号線

その他 1745
外箕輪二丁目２５番９地先 8.0

外箕輪二丁目１０号線

その他 1750
外箕輪二丁目１９番１地先 8.0

外箕輪二丁目１５号線

その他 1751
外箕輪二丁目２４番５地先 8.0

外箕輪二丁目１６号線

その他 1748
外箕輪二丁目５番地先 6.0

外箕輪二丁目１３号線

その他 1749
外箕輪二丁目２番３地先 6.0

外箕輪二丁目１４号線

その他 1754
外箕輪二丁目１７番１地先 6.0

外箕輪二丁目１９号線

その他 1755
外箕輪二丁目２１番地先 6.0

外箕輪二丁目２０号線

その他 1752
外箕輪二丁目２２番１地先 6.0

外箕輪二丁目１７号線

その他 1753
外箕輪二丁目１８番１地先 6.0

外箕輪二丁目１８号線

その他 1758
外箕輪三丁目３番１地先 6.0

外箕輪三丁目２号線

その他 1759
外箕輪三丁目４番１３地先 6.0

外箕輪三丁目３号線

その他 1756
外箕輪二丁目２６番３地先 16.0

外箕輪二丁目２１号線

その他 1757
外箕輪三丁目２番４地先 6.0

外箕輪三丁目１号線

その他 1760
外箕輪三丁目８番１０地先 8.0

外箕輪三丁目４号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ソトミノワ３チョウメ７ゴウセン

外箕輪三丁目１２番６地先 9.3
ソトミノワ３チョウメ８ゴウセン

外箕輪三丁目１３番９地先 9.0
ソトミノワ３チョウメ９ゴウセン

外箕輪三丁目１５番２地先 16.6
ソトミノワ３チョウメ１０ゴウセン

外箕輪三丁目１４番１０地先 12.4
ソトミノワ３チョウメ１１ゴウセン

外箕輪三丁目１４番１２地先 12.3
ソトミノワ４チョウメ１ゴウセン

外箕輪四丁目７番１４地先 8.8
ソトミノワ４チョウメ２ゴウセン

外箕輪四丁目８番８地先 8.9
ソトミノワ４チョウメ３ゴウセン

外箕輪四丁目３５番３３地先 10.4
ソトミノワ４チョウメ４ゴウセン

外箕輪四丁目８番９地先 8.9
ソトミノワ４チョウメ５ゴウセン

外箕輪四丁目７番１２地先 8.8
ソトミノワ４チョウメ６ゴウセン

外箕輪四丁目３０番１地先 8.4
ソトミノワ４チョウメ７ゴウセン

外箕輪四丁目１１番７地先 8.8
ソトミノワ４チョウメ８ゴウセン

外箕輪四丁目２７番３地先 16.0
ソトミノワ４チョウメ９ゴウセン

外箕輪四丁目２６番２地先 10.2
ソトミノワ４チョウメ１０ゴウセン

外箕輪四丁目２３番８地先 9.0
ソトミノワ４チョウメ１１ゴウセン

外箕輪四丁目１３番１３地先 9.6
ソトミノワ４チョウメ１２ゴウセン

外箕輪四丁目２０番１１地先 9.2
ソトミノワ４チョウメ１３ゴウセン

外箕輪四丁目１８番６地先 11.8
ソトミノワ４チョウメ１４ゴウセン

外箕輪四丁目１８番１１地先 9.0
ソトミノワ４チョウメ１５ゴウセン

外箕輪四丁目１５番９地先 8.9
ソトミノワ４チョウメ１６ゴウセン

外箕輪四丁目２０番８地先 9.0
ソトミノワ４チョウメ１７ゴウセン

外箕輪四丁目１６番９地先 9.0
ソトミノワ４チョウメ１８ゴウセン

外箕輪四丁目１３番９地先 8.9
ソトミノワ４チョウメ１９ゴウセン

外箕輪四丁目２３番７地先 9.0
ソトミノワ４チョウメ２０ゴウセン

外箕輪四丁目２４番地先 8.9
ソトミノワ４チョウメ２１ゴウセン

外箕輪四丁目１５番１０地先 10.8
ソトミノワ４チョウメ２２ゴウセン

外箕輪四丁目９番８地先 10.1
ソトミノワ４チョウメ２３ゴウセン

外箕輪四丁目２７番１６地先 8.9
ソトミノワ４チョウメ２４ゴウセン

大字外箕輪２７５番２地先 7.8
ソトミノワ４チョウメ２５ゴウセン

外箕輪四丁目２９番１６地先 10.9
ソトミノワ４チョウメ２６ゴウセン

外箕輪四丁目３３番地先 7.2
ソトミノワ４チョウメ２７ゴウセン

外箕輪四丁目１番１６地先 8.8
シモユエ、タカダ１ゴウセン

大字下湯江９４０番地先 7.5

その他 1764
外箕輪三丁目１２番１３地先 6.0

外箕輪三丁目８号線

その他 1765
外箕輪三丁目１３番１９地先 11.0

外箕輪三丁目９号線

その他 1763
外箕輪三丁目１１番１２地先 6.0

外箕輪三丁目７号線

その他 1768
外箕輪四丁目１番２３地先 6.0

外箕輪四丁目１号線

その他 1769
外箕輪四丁目２番１地先 6.0

外箕輪四丁目２号線

その他 1766
外箕輪三丁目１５番１地先 8.0

外箕輪三丁目１０号線

その他 1767
外箕輪三丁目７番１地先 8.0

外箕輪三丁目１１号線

その他 1772
外箕輪四丁目６番４地先 6.0

外箕輪四丁目５号線

その他 1773
外箕輪四丁目２９番３地先 6.0

外箕輪四丁目６号線

その他 1770
外箕輪四丁目１番１地先 8.0

外箕輪四丁目３号線

その他 1771
外箕輪四丁目７番１地先 6.0

外箕輪四丁目４号線

その他 1776
外箕輪四丁目１２番１地先 6.0

外箕輪四丁目９号線

その他 1777
外箕輪四丁目２２番８地先 6.0

外箕輪四丁目１０号線

その他 1774
外箕輪四丁目１０番２８地先 6.0

外箕輪四丁目７号線

その他 1775
外箕輪四丁目９番９地先 11.0

外箕輪四丁目８号線

その他 1780
外箕輪四丁目１４番１７地先 5.2

外箕輪四丁目１３号線

その他 1781
外箕輪四丁目１７番６地先 6.0

外箕輪四丁目１４号線

その他 1778
大字外箕輪２７１番３地先 6.0

外箕輪四丁目１１号線

その他 1779
外箕輪四丁目１９番９地先 6.0

外箕輪四丁目１２号線

その他 1784
外箕輪四丁目１８番１地先 5.4

外箕輪四丁目１７号線

その他 1785
外箕輪四丁目２３番１地先 5.0

外箕輪四丁目１８号線

その他 1782
外箕輪四丁目２０番１地先 6.0

外箕輪四丁目１５号線

その他 1783
外箕輪四丁目２１番１地先 6.0

外箕輪四丁目１６号線

その他 1788
外箕輪四丁目２７番１地先 5.4

外箕輪四丁目２１号線

その他 1789
外箕輪四丁目１０番２地先 6.0

外箕輪四丁目２２号線

その他 1786
外箕輪四丁目２５番１地先 6.0

外箕輪四丁目１９号線

その他 1787
外箕輪四丁目２６番１地先 6.0

外箕輪四丁目２０号線

その他 1792
外箕輪四丁目２８番２地先 8.0

外箕輪四丁目２５号線

その他 1793
外箕輪四丁目３２番地先 2.9

外箕輪四丁目２６号線

その他 1790
外箕輪四丁目３０番１地先 5.2

外箕輪四丁目２３号線

その他 1791
外箕輪四丁目３２番地先 4.0

外箕輪四丁目２４号線

その他 1794
外箕輪四丁目３番１地先 6.0

外箕輪四丁目２７号線

その他 1795
大字下湯江５９３番２地先 3.1

下湯江、高田１号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

シモユエ、タカダ２ゴウセン

大字下湯江９３３番地先 7.7
シモユエ、タカダ３ゴウセン

大字下湯江９４４番２地先 3.8
シモユエ、タカダ４ゴウセン

大字下湯江９４５番１地先 5.3
シモユエ、タカダ５ゴウセン

大字下湯江１０１８番地先 7.7
シモユエ、シモカワラセン

大字下湯江４４１番地先 3.8
シモユエ、イナリマエセン

大字下湯江４１６番１地先 6.5
シモユエ、ナカワリセン

大字下湯江４５９番３地先 9.8
ヒトミ・シモユエセン

大字下湯江３９２番６地先 10.2
ナカトミ、シンカワバタセン

大字中富３１３番８地先 6.6
ナカトミ、ボラグチセン

大字中富２６８番地先 5.2
ナカトミ、ナカガワラ１ゴウセン

大字中富４５８番１地先 7.7
ナカトミ、ナカガワラ２ゴウセン

大字中富２９６番１地先 8.9
ナカトミ、ナカガワラ３ゴウセン

大字中富４３３番１地先 3.6
ナカトミ、モンピシタセン

大字中富４５８番１地先 5.1
ナカトミ、スナダセン

大字中富１５７番地先 3.5
ナカトミ、カナボリセン

大字中富２７０番１地先 5.0
サダモト・ナカトミキタセン

大字中富１６０番２地先 8.5
サダモト、カマガミセン

大字貞元１１６９番２地先 3.3
サダモト、コマツセン

大字貞元１２８１番地先 5.8
サダモト・ナカトミミナミセン

大字中富２９４番１地先 5.0
シモユエ・ナカトミセン

大字中富１４６番地先 18.0
シモユエ、ソトカンダセン

大字下湯江２４８番１地先 3.9
シモユエ、ウチカンダセン

大字下湯江１１３番３地先 9.9
シモユエ、ハヤシマエ１ゴウセン

大字下湯江２４４番１地先 7.4
シモユエ、ハヤシマエ２ゴウセン

大字下湯江１９５番地先 8.2
シモユエ・カミユエセン

大字下湯江１２９８番地先 8.1
シモユエ、シモヤカタ１ゴウセン

大字下湯江１９８番１地先 3.0
シモユエ、シモヤカタ２ゴウセン

大字下湯江１８７番１地先 6.1
シモユエ、ナカヤカタ１ゴウセン

大字下湯江１２５９番１地先 4.4
シモユエ、ナカヤカタ２ゴウセン

大字下湯江１２６４番２地先 6.1
シモユエ、ロクタンメセン

大字下湯江２０８番３地先 15.2
サダモトセン

大字貞元１０４４番地先 7.2
サダモト・カミユエセン

大字上湯江１０５４番地先 4.6

その他 1796
大字下湯江５３５番地先 2.7

下湯江、高田２号線

その他 1797
大字下湯江９３３番地先 2.0

下湯江、高田３号線

その他 1800
大字下湯江４９７番１地先 2.5

下湯江、下川原線

その他 1801
大字下湯江５３８番地先 3.5

下湯江、稲荷前線

その他 1798
大字下湯江９０１番１地先 2.2

下湯江、高田４号線

その他 1799
大字下湯江９４９番１地先 2.2

下湯江、高田５号線

その他 1804
大字中富３１３番２地先 3.6

中富、新川端線

その他 1805
大字中富２５６番１地先 2.0

中富、洞口線

その他 1802
大字下湯江５７７番１地先 3.5

下湯江、中割線

その他 1803
大字人見６２３番１地先 4.5

人見・下湯江線

その他 1808
大字中富４３５番６地先 3.0

中富、中川原３号線

その他 1809
大字中富４６１番２地先 3.0

中富、門樋下線

その他 1806
大字中富２９４番１地先 2.5

中富、中川原１号線

その他 1807
大字中富４１７番１地先 4.8

中富、中川原２号線

その他 1812
大字貞元１１７０番地先 3.0

貞元・中富北線

その他 1813
大字貞元１１５１番２地先 1.5

貞元、釜神線

その他 1810
大字中富２８９番地先 2.0

中富、砂田線

その他 1811
大字中富１８６番地先 2.2

中富、金堀線

その他 1816
大字下湯江２５４番７地先 1.9

下湯江・中富線

その他 1817
大字下湯江２３番１地先 1.5

下湯江、外神田線

その他 1814
大字貞元１２０４番地先 2.0

貞元、小松線

その他 1815
大字貞元１３０３番１地先 1.4

貞元・中富南線

その他 1820
大字下湯江２３２番３地先 1.8

下湯江、林前２号線

その他 1821
大字下湯江２０９番３地先 2.0

下湯江・上湯江線

その他 1818
大字下湯江１４１番１地先 4.5

下湯江、内神田線

その他 1819
大字下湯江１２５番１地先 3.0

下湯江、林前１号線

その他 1824
大字下湯江１２３９番１地先 2.7

下湯江、中谷方１号線

その他 1825
大字下湯江１８０番１地先 2.4

下湯江、中谷方２号線

その他 1822
大字下湯江１６９番１地先 2.5

下湯江、下谷方１号線

その他 1823
大字下湯江１８４番２地先 2.4

下湯江、下谷方２号線

その他 1828
大字貞元１１４５番地先 1.4

貞元・上湯江線

その他 1826
大字下湯江１２６９番１地先 5.6

下湯江、六反目線

その他 1827
大字貞元１１６５番１地先 3.0

貞元線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

カミユエダンチ１ゴウセン

大字上湯江２０３２番１地先 16.6
カミユエダンチ２ゴウセン

大字上湯江１９８９番８地先 8.0
カミユエダンチ３ゴウセン

大字上湯江１９８９番３３地先 7.9
カミユエダンチ４ゴウセン

大字上湯江１９８９番２６地先 7.9
カミユエダンチ５ゴウセン

大字上湯江１９８９番１０地先 8.4
カミユエダンチ６ゴウセン

大字上湯江１９８９番２０地先 8.2
カミユエダンチ７ゴウセン

大字上湯江１９８９番１４地先 8.3
カミユエダンチ８ゴウセン

大字上湯江２０２２番地先 9.9
カミユエダンチ９ゴウセン

大字上湯江２０２４番１地先 7.4
カミユエ、ミカドセン

大字上湯江９９２番地先 2.9
カミユエ、セキシタセン

大字上湯江７６８番地先 4.0
カミユエ、ウチミネセン

大字上湯江９３２番１地先 6.3
カミユエ、ミヤダセン

大字上湯江８９１番２地先 4.0
カミユエセン

大字上湯江６３２番１地先 13.0
カミユエ、オオヘイ１ゴウセン

大字上湯江７９１番２地先 4.2
カミユエ、オオヘイ２ゴウセン

大字上湯江８０７番３地先 4.1
カミユエ、ワダノウエセン

大字上湯江５８７番地先 10.1
カミユエ、ハラダ１ゴウセン

大字上湯江１１１１番地先 10.4
カミユエ、ハラダ２ゴウセン

大字上湯江１２６７番地先 11.8
カミユエ、ハラダ３ゴウセン

大字上湯江１１１６番地先 4.8
カミユエ、ハラダ４ゴウセン

大字上湯江１２７６番２地先 4.2
カミユエ、ハラダ５ゴウセン

大字上湯江１２７０番１地先 6.0
カミユエ、ウチヤマセン

大字上湯江１９２１番１地先 3.8
カミユエ、ナカオセン

大字上湯江７０９番１地先 7.1
カミユエ、カドタヤツセン

大字上湯江６番１地先 5.1
ショウコウ、ヒャクメセン

大字小香２５１番１地先 10.1
シミドウ・カミユエセン

大字上湯江１９０２番地先 9.0
シミドウ、カザリダイセン

大字新御堂１８４番３地先 4.1
シミドウ、シモカザリダイセン

大字新御堂１９２番地先 3.5
サダモト、カミジュクセン

大字貞元７５０番１地先 5.4
サダモト、ナカジュクセン

大字貞元７４７番１地先 7.2
サダモト、シモジュクセン

大字貞元９５２番２地先 13.0
サダモト、タカダセン

大字貞元９０２番１地先 8.0

その他 1829
大字上湯江１９８８番地先 4.7

上湯江団地１号線

その他 1832
大字上湯江１９８９番３９地先 6.0

上湯江団地４号線

その他 1833
大字上湯江１９８９番３１地先 6.0

上湯江団地５号線

その他 1830
大字上湯江１９８９番４２地先 5.4

上湯江団地２号線

その他 1831
大字上湯江１９８９番２３地先 6.0

上湯江団地３号線

その他 1836
大字上湯江１９８９番１７地先 7.6

上湯江団地８号線

その他 1837
大字上湯江２０２２番地先 5.3

上湯江団地９号線

その他 1834
大字上湯江１９８９番６地先 6.0

上湯江団地６号線

その他 1835
大字上湯江１９８９番１５地先 6.0

上湯江団地７号線

その他 1840
大字上湯江９８９番１地先 2.5

上湯江、内峯線

その他 1841
大字上湯江９７９番３地先 1.8

上湯江、宮田線

その他 1838
大字上湯江１０２５番２地先 2.4

上湯江、三角線

その他 1839
大字上湯江７７８番地先 1.0

上湯江、堰下線

その他 1844
大字上湯江８０９番１地先 3.4

上湯江、大平２号線

その他 1845
大字上湯江８４９番５地先 2.2

上湯江、和田ノ上線

その他 1842
大字上湯江１３１９番４地先 5.0

上湯江線

その他 1843
大字上湯江７９９番３地先 2.4

上湯江、大平１号線

その他 1848
大字上湯江１０７４番地先 3.5

上湯江、原田３号線

その他 1849
大字上湯江１１８２番地先 3.5

上湯江、原田４号線

その他 1846
大字上湯江１１７５番１地先 6.0

上湯江、原田１号線

その他 1847
大字上湯江１１１０番地先 2.8

上湯江、原田２号線

その他 1852
大字上湯江７５６番地先 2.2

上湯江、中尾線

その他 1853
大字上湯江１１番３地先 2.6

上湯江、角田谷線

その他 1850
大字上湯江１２８７番１地先 3.5

上湯江、原田５号線

その他 1851
大字上湯江７６８番地先 2.0

上湯江、内山線

その他 1856
大字新御堂６９番２地先 2.5

新御堂、荘台線

その他 1857
大字新御堂１８４番２地先 0.5

新御堂、下荘台線

その他 1854
大字小香１６番１地先 2.8

小香、百目線

その他 1855
大字新御堂２０５番１地先 0.9

新御堂・上湯江線

その他 1860
大字貞元３６０番２地先 6.1

貞元、下宿線

その他 1861
大字貞元１０１９番１地先 3.5

貞元、高田線

その他 1858
大字貞元４４８番１地先 1.3

貞元、上宿線

その他 1859
大字貞元４０８番地先 3.5

貞元、中宿線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

サダモト、ブタイセン

大字貞元９６９番地先 5.1
カミユエガッコウセン

大字上湯江１１６０番地先 14.4
カミユエ、マトバセン

大字上湯江１６５７番１地先 3.6
サダモト、キヘイセン

大字貞元１０４５番２地先 10.1
サダモト、トミヨシセン

大字貞元２５６番１地先 5.5
ヤワタ、ヤシキ１ゴウセン

大字八幡１０番１地先 6.0
ヤワタ、ヤシキ２ゴウセン

大字八幡１０番１地先 7.1
ヤワタ、ヤシキ３ゴウセン

大字八幡３３番地先 4.3
ヤワタセン

大字八幡２９４番４地先 12.8
サダモト・ヤワタセン

大字八幡２８７番１地先 7.0
サダモト、シバツキセン

大字八幡２３６番２地先 16.3
サダモト、ヤマブシセン

大字八幡２４５番３地先 8.3
スギヤツセン

大字杉谷８８番１地先 12.9
シミドウ、テラナカセン

大字新御堂６９番１地先 5.8
シミドウ、ツボノウチセン

大字杉谷２２０番地先 8.8
コオリ、ヤナギマチセン

大字郡１０６０番１地先 7.0
コオリセン

大字郡１２９１番地先 11.4
コオリ、コウジガヤツセン

大字郡１２９６番地先 7.9
コオリ、ダイダセン

大字郡１２５２番１地先 12.8
コオリ、カミミナミヤツセン

大字郡１１２５番内－１地先 6.3
コオリ、コワダセン

大字郡９５１番地先 6.1
コオリ、ヨンタンバタセン

大字郡９８８番１地先 8.0
コオリ、アカイソセン

郡二丁目１６番１８地先 8.7
ソトミノワ・ホウギサクセン

大字三直６１９番２地先 13.3
ソトミノワ、ソダセン

大字外箕輪１６番２地先 8.4
ホウギサク・ミノウセン

大字三直７５８番２地先 12.3
ウチミノワ、シラハタセン

大字内箕輪、外箕輪、法木作入会２番１地先 9.6
ウチミノワ、ノマキドセン

大字内箕輪７１番６１地先 8.8
ミノウガッコウセン

大字三直１３４５番１地先 6.0
ミノウ、カミシンデン１ゴウセン

大字三直１３３２番１地先 8.8
ミノウ、カミシンデン２ゴウセン

大字三直１３４８番１地先 8.7
ミノウ、カミシンデン３ゴウセン

大字三直１３２１番１０地先 8.0
ミノウ、カミシンデン４ゴウセン

大字三直１３２５番２地先 9.1

その他 1864
大字上湯江１６６０番１地先 2.0

上湯江、的場線

その他 1865
大字貞元３１７番１地先 4.2

貞元、喜平線

その他 1862
大字貞元１０４３番１地先 3.0

貞元、舞台線

その他 1863
大字上湯江１７２４番５地先 0.9

上湯江学校線

その他 1869
大字八幡２２番１地先 2.2

八幡、屋敷２号線

その他 1870
大字八幡２０番１地先 3.0

八幡、屋敷３号線

その他 1866
大字貞元２４８番１地先 2.5

貞元、富吉線

その他 1868
大字八幡１５番１地先 2.6

八幡、屋敷１号線

その他 1873
大字八幡２８４番地先 4.6

貞元、芝付線

その他 1874
大字八幡２４０番１地先 1.3

貞元、山伏線

その他 1871
大字貞元２１２番１地先 5.2

八幡線

その他 1872
大字貞元２２番１地先 2.5

貞元・八幡線

その他 1877
大字杉谷１２５番１地先 3.3

新御堂、坪ノ内線

その他 1878
大字郡１０２６番地先 4.5

郡、柳町線

その他 1875
大字杉谷４１番１地先 6.0

杉谷線

その他 1876
大字新御堂３７番地先 3.6

新御堂、寺中線

その他 1881
大字郡１２５０番地先 4.8

郡、台田線

その他 1882
大字郡１０９９番内－１地先 3.0

郡、上南谷線

その他 1879
大字郡３２０番２地先 3.6

郡線

その他 1880
大字郡１０８９番地先 2.9

郡、糀ヶ谷線

その他 1885
大字郡３１０番２地先 4.7

郡、赤磯線

その他 1892
大字外箕輪１番３地先 4.1

外箕輪・法木作線

その他 1883
大字郡９３１番地先 3.8

郡、小和田線

その他 1884
大字郡３３２番１地先 2.0

郡、四反畑線

その他 1895
大字三直１２８８番１地先 3.0

内箕輪、白旗線

その他 1896
大字内箕輪７１番２５地先 6.0

内箕輪、野馬木戸線

その他 1893
大字外箕輪３１番１地先 3.2

外箕輪、曽田線

その他 1894
大字法木作７２番１地先 2.1

法木作・三直線

その他 1899
大字三直１３２１番２６地先 6.8

三直、上新田２号線

その他 1900
大字三直１３２１番２５地先 6.0

三直、上新田３号線

その他 1897
大字三直１２９３番１地先 2.3

三直学校線

その他 1898
大字三直１２６４番１地先 6.5

三直、上新田１号線

その他 1901
大字三直１３３２番３地先 5.9

三直、上新田４号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ミノウ、ダイヤツ１ゴウセン

大字三直１２６４番２１地先 10.1
ミノウ、ダイヤツ２ゴウセン

大字三直１２６４番１地先 9.9
ミノウ、ダイヤツ３ゴウセン

大字三直１２６４番２１地先 7.3
ミノウ、ダイヤツ４ゴウセン

大字三直１２６４番８８地先 9.4
ミノウ、ダイヤツ５ゴウセン

大字三直１２６４番３２地先 10.5
ミノウ、ダイヤツ６ゴウセン

大字三直１２６４番８０地先 9.9
ミノウ、ダイヤツ７ゴウセン

大字三直１２６５番２１地先 8.2
ミノウ、ダイヤツ８ゴウセン

大字三直１２６４番７９地先 7.3
ミノウ、ダイヤツ９ゴウセン

大字三直１２６５番８地先 6.1
ミノウ、ダイヤツ１０ゴウセン

大字三直１２６４番５４地先 7.4
ミノウ、サカノシタセン

大字三直８６２番１地先 13.3
ミノウ、ダイセン

大字三直８４６番２地先 9.9
ミノウ、テンノウダイセン

大字三直１２４６番３地先 17.9
ミノウ、オクヤツセン

三直１０８０番地先 18.1
ミノウ・ネリキセン

大字練木６５番１地先 13.6
ミノウ、カミゴウセン

大字三直７８番地先 7.7
ミノウ、ホンゴウ１ゴウセン

大字三直８３１番地先 8.0
ミノウ、ホンゴウ２ゴウセン

大字三直８４７番３地先 7.0
ミノウ、ホンゴウ３ゴウセン

大字三直３１７番地先 5.8
ミノウ、エビガヤツセン

大字三直５１６番１地先 7.2
ムテ、クボタセン

六手２１５番地先 13.3
ムテ、マチダセン

大字六手１６２番１地先 11.5
ムテ・ミヤノシタセン

宮下二丁目２４番地先 22.0
ムテ、ツルマイセン

大字六手４６９番４地先 7.9
ムテ、マエハタセン

大字六手３６番１地先 7.5
ムテ、カワシロセン

大字六手５９番地先 5.8
ミヤノシタ１チョウメ１ゴウセン

宮下一丁目２番地先 26.4
ミヤノシタ１チョウメ２ゴウセン

大字宮下５９４番２地先 14.0
ミヤノシタ１チョウメ３ゴウセン

宮下一丁目５番地先 7.7
ミヤノシタ１チョウメ４ゴウセン

宮下一丁目１１番地先 10.3
ミヤノシタ１チョウメ５ゴウセン

宮下一丁目１２番地先 10.9
ミヤノシタ１チョウメ６ゴウセン

宮下一丁目６番地先 8.8
ミヤノシタ２チョウメ１ゴウセン

宮下二丁目２番地先 8.6

その他 1903
大字三直１２６４番８７地先 6.2

三直、台谷２号線

その他 1904
大字三直１２６４番６地先 5.2

三直、台谷３号線

その他 1902
大字三直１２６９、１２７０合番１地先 4.2

三直、台谷１号線

その他 1907
大字三直１２６４番５６地先 5.2

三直、台谷６号線

その他 1908
大字三直１２６５番５地先 6.0

三直、台谷７号線

その他 1905
大字三直１２６４番４１地先 5.2

三直、台谷４号線

その他 1906
大字三直１２５６番２地先 6.2

三直、台谷５号線

その他 1911
大字三直１２６４番５３地先 5.2

三直、台谷１０号線

その他 1912
大字三直７６７番１地先 3.2

三直、坂ノ下線

その他 1909
大字三直１２６４番６６地先 5.2

三直、台谷８号線

その他 1910
大字三直１２６５番２７地先 4.0

三直、台谷９号線

その他 1915
三直９０９番２地先 3.8

三直、奥谷線

その他 1916
大字三直１６８番地先 5.3

三直・練木線

その他 1913
大字三直１１３７番１地先 2.7

三直、台線

その他 1914
大字三直８９９番地先 6.0

三直、天王台線

その他 1920
大字三直３０２番地先 4.3

三直、本郷２号線

その他 1921
大字三直３３８番地先 4.3

三直、本郷３号線

その他 1917
大字三直１７０番３地先 2.1

三直、上郷線

その他 1919
大字三直３３１番地先 3.0

三直、本郷１号線

その他 1924
大字六手１２３番２地先 4.6

六手、町田線

その他 1925
大字六手３９９番地先 4.3

六手・宮下線

その他 1922
大字三直５２５番１地先 3.0

三直、鰕ヶ谷線

その他 1923
六手２番３地先 2.5

六手、久保田線

その他 1928
大字六手４７５番３地先 3.0

六手、川代線

その他 1929
宮下二丁目１番地先 18.0

宮下一丁目１号線

その他 1926
大字六手９６番１地先 3.5

六手、鶴舞線

その他 1927
大字六手５５９番３地先 4.3

六手、前畑線

その他 1932
宮下一丁目９番地先 6.0

宮下一丁目４号線

その他 1933
宮下一丁目８番地先 6.0

宮下一丁目５号線

その他 1930
宮下一丁目２番地先 5.9

宮下一丁目２号線

その他 1931
宮下一丁目９番地先 6.0

宮下一丁目３号線

その他 1934
宮下一丁目７番地先 6.0

宮下一丁目６号線

その他 1935
宮下二丁目３番地先 6.0

宮下二丁目１号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ミヤノシタ２チョウメ２ゴウセン

宮下二丁目１１番地先 24.5
ミヤノシタ２チョウメ３ゴウセン

宮下二丁目９番地先 14.8
ミヤノシタ２チョウメ４ゴウセン

宮下二丁目５番地先 8.8
ミヤノシタ２チョウメ５ゴウセン

宮下二丁目１４番地先 10.1
ミヤノシタ２チョウメ６ゴウセン

宮下二丁目５番地先 8.9
ミヤノシタ２チョウメ７ゴウセン

宮下二丁目１２番地先 17.9
ミヤノシタ２チョウメ８ゴウセン

宮下二丁目１５番地先 8.5
ミヤノシタ２チョウメ９ゴウセン

宮下二丁目１８番地先 8.2
ミヤノシタ２チョウメ１０ゴウセン

宮下二丁目２４番地先 8.3
ミヤノシタ２チョウメ１１ゴウセン

宮下二丁目２２番地先 12.6
ミヤノシタ２チョウメ１２ゴウセン

宮下二丁目１８番地先 9.6
ミヤノシタ２チョウメ１３ゴウセン

宮下二丁目６番地先 9.0
ミヤノシタ２チョウメ１４ゴウセン

宮下二丁目８番地先 9.2
ミヤノシタ２チョウメ１５ゴウセン

宮下二丁目１０番地先 10.6
ミヤノシタ２チョウメ１６ゴウセン

大字宮下５９５番１地先 4.9
トコシロヒガシ１ゴウセン

常代六丁目４番２地先 14.6
トコシロヒガシ２ゴウセン

常代８８８番１地先 15.2
トコシロヒガシ３ゴウセン

常代六丁目４番１地先 10.5
トコシロヒガシ４ゴウセン

常代六丁目５番１地先 10.6
トコシロヒガシ５ゴウセン

常代９１６番１地先 10.4
トコシロ、ウエノダイセン

大字常代８７５番１地先 14.7
トコシロ、テラマチセン

大字常代７９９番地先 13.3
トコシロ、ツジセン

大字常代４１１番地先 5.7
トコシロ・ミヤノシタセン

宮下一丁目９番地先 17.5
ハマゴ、ナカヤツセン

常代四丁目１３番１８地先 8.4
ハマゴ、テラヤツセン

大字浜子１３４番地先 7.3
ハマゴ、カシマセン

大字浜子２９９番地先 7.1
ハマゴ、セキノシタセン

大字浜子２４０番１地先 5.9
コヤマノ・ハマゴセン

大字浜子３５４番地先 9.2
ミヤノシタ、トガメヤツセン

大字宮下２４０番１地先 9.2
コヤマノ、フジデンセン

大字小山野２１３番地先（仮） 8.3
コオリ、ナカホシヤツセン

大字郡４３８番１地先 6.1
コオリ、ヌクイセン

大字郡５１３番１地先 5.8

その他 1936
宮下二丁目３番地先 5.8

宮下二丁目２号線

その他 1937
宮下二丁目１番地先 9.0

宮下二丁目３号線

その他 1940
宮下二丁目５番地先 4.0

宮下二丁目６号線

その他 1941
宮下二丁目１０番地先 12.0

宮下二丁目７号線

その他 1938
宮下二丁目６番地先 6.0

宮下二丁目４号線

その他 1939
宮下二丁目８番地先 6.0

宮下二丁目５号線

その他 1944
宮下二丁目２３番地先 6.0

宮下二丁目１０号線

その他 1945
宮下二丁目２１番地先 6.0

宮下二丁目１１号線

その他 1942
宮下二丁目１４番地先 6.0

宮下二丁目８号線

その他 1943
宮下二丁目１７番地先 6.0

宮下二丁目９号線

その他 1948
宮下二丁目７番地先 6.0

宮下二丁目１４号線

その他 1949
宮下二丁目９番地先 6.0

宮下二丁目１５号線

その他 1946
宮下二丁目６番地先 5.7

宮下二丁目１２号線

その他 1947
宮下二丁目４番地先 6.0

宮下二丁目１３号線

その他 1952
常代六丁目６番１５地先 3.4

常代六丁目２号線

その他 1953
常代六丁目５番１０地先 6.0

常代六丁目３号線

その他 1950
宮下二丁目２６番地先 4.0

宮下二丁目１６号線

その他 1951
常代六丁目１番１地先 9.0

常代六丁目１号線

その他 1956
大字常代６０４番１地先 5.7

常代、上ノ台線

その他 1957
大字常代７８６番地先 3.0

常代、寺町線

その他 1954
常代六丁目６番１４地先 6.0

常代六丁目４号線

その他 1955
常代六丁目１０番９地先 5.5

常代六丁目５号線

その他 1960
大字浜子２番地先 4.0

浜子、中谷線

その他 1961
大字浜子８５番地先 4.0

浜子、寺谷線

その他 1958
大字常代４０１番１地先 2.4

常代、辻線

その他 1959
常代四丁目８番１地先 1.8

常代・宮下線

その他 1964
大字小山野７３番地先 2.0

小山野・浜子線

その他 1965
大字宮下２６２番２地先 7.0

宮下、戸亀谷線

その他 1962
大字浜子２６１番３地先 2.9

浜子、鹿島線

その他 1963
大字浜子３０５番２地先 4.0

浜子、堰下線

その他 1968
大字郡３７４番１地先 2.0

郡、貫井線

その他 1966
大字小山野１４９番地先（仮） 4.8

小山野、不二田線

その他 1967
大字郡３７５番地先 2.6

郡、中星谷線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

コオリ、ホシヤツセン

大字郡４３０番地先 4.6
コオリ、クワガヤツセン

大字郡８６２番地先 8.1
コオリ、タケノシタセン

大字郡５０２番１地先 17.6
コヤマノ、ホリノウチセン

大字小山野２１１番地先（仮） 9.3
コヤマノ、タバタケセン

大字小山野１８８番２地先 8.6
コヤマノセン

大字小山野４７０番１地先 7.1
ミヤノシタ、ニシヤツセン

大字宮下５９３番１地先 6.2
ムテ、ツジバナセン

大字六手６１５番地先 6.4
ミヤノシタ、マンドコロヤツイリグチセン

大字宮下５８番地先 3.5
ミヤノシタ、マンドコロヤツナカセン

大字宮下７４番１地先 5.9
サラヒキ・ミヤノシタセン

大字宮下５９５番１地先 9.7
スナミコウミンカンセン

大字大山野３４番２地先 12.0
オオヤマノ、ヤマダヤツセン

大山野９２番１地先 7.8
ムテ・ミヤノシタガッコウセン

大字宮下５１４番１地先 14.5
ムテ、オクボウセン

六手１２３１番１地先 11.3
ムテ、カシマダイセン

大字六手８６１番１地先 6.4
ムテ、ヒガシヤツセン

大字六手７２１番１地先 4.9
ムテ、ネギシセン

大字六手４１９番地先 8.4
ムテ、ゲンバマツセン

大字六手２９１番地先 4.5
ムテ・サラヒキセン

大字皿引１０５番１地先 11.1
ビシャ、コシマキセン

大字六手８５２番１地先 14.8
ビシャ、イチノツボセン

大字皿引６２番地先 5.7
ビシャ、イワタセン

大字馬登８番２地先 4.4
サラヒキ、モリノサクセン

大字皿引２５７番地先 12.5
オオヤマノ、セズボウセン

大字大山野２２４番地先 8.2
オオヤマノ、ハラセン

大字大山野１７２番１地先 3.9
オオヤマノ、キタヤツセン

大字大山野４９０番２地先、４９１番地先合併 7.9
オオヤマノ、ワカマツリセン

大山野５７９番１地先 11.0
オオヤマノ、オクヤツセン

大字大山野１２９２番４地先 16.8
オオヤマノ、ゴリョウセン

大山野８１１番１５地先 15.7
コヤマノ、ナンドガヤツセン

大字小山野５５７番地先 5.2
コヤマノ、ヨウバタケセン

大字小山野５２９番１地先 9.5
コヤマノ・フッツセン

大字小山野４１２番１地先 45.5

その他 1969
大字郡３７７番地先 2.2

郡、星谷線

その他 1972
大字小山野６２７番１地先 4.8

小山野、堀ノ内線

その他 1973
大字小山野２６９番地先（仮） 2.2

小山野、田畠線

その他 1970
大字郡８２０番１地先 2.5

郡、桑ヶ谷線

その他 1971
大字郡８２４番１地先 5.3

郡、竹ノ下線

その他 1976
大字六手６３２番１地先 3.0

六手、辻花線

その他 1977
大字宮下７６番１地先 2.5

宮下、萬所谷入口線

その他 1974
大字小山野２６４番地先（仮） 1.5

小山野線

その他 1975
大字宮下１１８番１地先 2.9

宮下、西谷線

その他 1980
大字大山野１９番１地先 6.4

周南公民館線

その他 1981
大山野６０番１地先 4.6

大山野、山田谷線

その他 1978
大字宮下１１１番１地先 2.7

宮下、萬所谷中線

その他 1979
大字皿引５６番１地先 2.5

皿引・宮下線

その他 1984
大字六手６１８番２地先 0.6

六手、鹿島台線

その他 1985
大字六手６７６番地先 2.0

六手、東谷線

その他 1982
大字六手１１９２番１地先 1.8

六手・宮下学校線

その他 1983
六手３１１番地先 1.0

六手、奥房線

その他 1988
大字六手２９２番１地先 3.0

六手・皿引線

その他 1989
大字尾車６７番１地先 4.0

尾車、腰巻線

その他 1986
大字六手３００番１地先 4.6

六手、根岸線

その他 1987
大字六手２８９番１地先 2.9

六手、玄蕃松線

その他 1992
大字皿引２００番３地先 2.5

皿引、森之作線

その他 1993
大字大山野１７７番１地先 2.6

大山野、千手房線

その他 1990
大字皿引１００番１地先 3.0

尾車、市ノ坪線

その他 1991
大字尾車１６０番１地先 0.9

尾車、岩田線

その他 1996
大山野５９７番１地先 4.4

大山野、若祭線

その他 1997
大字大山野７５２番６地先 2.7

大山野、奥谷線

その他 1994
大字大山野３３０番地先 2.6

大山野、原線

その他 1995
大字大山野５４５番１地先 4.9

大山野、北谷線

その他 2000
大字小山野２８１番地先（仮） 3.5

小山野、陽畑線

その他 2001
大字小山野２８４番地先（仮） 5.9

小山野・富津線

その他 1998
大山野７９９番１地先 5.8

大山野、ゴリョウ線

その他 1999
大字小山野６０２番１地先 2.7

小山野、納所谷線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

コヤマノ・ヤマタカハラセン

大字山高原１１２番１地先 11.3
ヤマタカハラ、ウリガサカセン

大字山高原３０８番地先 14.7
ヤマタカハラ、オオヤツセン

大字山高原１８８番１地先 4.7
オオヤマノ、シノネヤツセン

大字大山野８１７番１地先 3.3
オオヤマノ、テラヤツセン

大字大山野９２３番１地先 10.8
オオヤマノ、ナスビヤツセン

大字大山野１００５番１地先 3.8
オオヤマノ、オオジカセン

大字大山野１０５４番地先 7.5
ツクリキ、オクオオダイラヤツセン

大字作木１８番２地先 13.3
ツクリキ、シモウメガヤツセン

大字作木８７番４地先 6.4
マノボリ、ワセダセン

大字馬登２７５番１地先 7.5
ビシャ・マノボリセン

大字馬登３１２番１地先 16.7
ビシャ、ナガサワセン

大字尾車６５０番地先 19.3
マノボリ、ナカゴウセン

大字馬登２５６番地先 9.5
マノボリ、モモノイサクセン

富津市大字桜井番地先 20.5
ソウギュウ・マノボリセン

大字馬登５４０番地先 5.4
ソウギュウセン

大字馬登６９９番地先 20.7
ソウギュウ、フナガサクセン

大字草牛３１９番３地先 14.0
マノボリ、シンデンセン

大字馬登７４２番２地先 6.0
ヒトミ、カワジリセン

大字人見１０５５番４７地先 6.6
シモユエ、タカシバセン

大字下湯江４６３番１地先 4.5
ミナミコヤス６チョウメ１５ゴウセン

南子安六丁目１６番２０地先 8.2
ミナミコヤス６チョウメ１６ゴウセン

南子安六丁目１６番３４地先 8.2
ミナミコヤス６チョウメ１７ゴウセン

南子安六丁目１６番６地先 8.3
ナカノ、シンカワダ１ゴウセン

大字中野８８０番１９地先 8.2
ナカノ、シンカワダ２ゴウセン

大字中野８８４番２６地先 8.2
ナカノ、シンカワダ３ゴウセン

大字中野８８０番６地先 8.2
コオリ・スギヤツセン

郡一丁目５番３１地先 26.7
コオリ・トコシロセン

常代一丁目２１番２５地先 22.5
コオリトウザイセン

郡三丁目９番９地先 9.5
コオリ１チョウメ１ゴウセン

郡一丁目７番４地先 6.6
コオリ１チョウメ２ゴウセン

郡一丁目２番２０地先 8.1
コオリ１チョウメ３ゴウセン

郡一丁目３番２１地先 10.2
コオリ１チョウメ４ゴウセン

郡一丁目２番８地先 8.1

その他 2004
大字山高原１５２番１地先 2.0

山高原、大谷線

その他 2005
大字大山野８０４番地先 2.5

大山野、篠根谷線

その他 2002
大字小山野４７０番１地先 1.8

小山野・山高原線

その他 2003
大字山高原２４６番地先 3.5

山高原、瓜子坂線

その他 2008
大字大山野１０４４番２地先 2.0

大山野、大鹿線

その他 2009
大字作木１００番１地先 2.0

作木、奥大平谷線

その他 2006
大字大山野８８９番１地先 4.0

大山野、寺谷線

その他 2007
大字大山野８７１番１地先 2.0

大山野、茄子谷線

その他 2012
大字尾車５２１番１地先 6.5

尾車・馬登線

その他 2013
大字尾車６０９番１地先 2.0

尾車、長沢線

その他 2010
大字作木６４番１地先 3.0

作木、下梅ヶ谷線

その他 2011
大字馬登６３番１地先 0.9

馬登、早稲田線

その他 2016
大字草牛１２１番地先 0.1

草牛・馬登線

その他 2017
大字草牛３９番１地先 4.5

草牛線

その他 2014
大字馬登３２４番１地先 2.8

馬登、仲郷線

その他 2015
大字馬登３１８番２地先 5.1

馬登、桃ノ井作線

その他 2020
大字人見１３３８番３地先 3.5

人見、川尻線

その他 2021
大字下湯江４９１番地先 2.4

下湯江、高芝線

その他 2018
大字草牛２６２番地先 2.0

草牛、船ヶ作線

その他 2019
大字馬登７０２番１地先 1.5

馬登、新田線

その他 2024
南子安六丁目１６番４７地先 6.0

南子安六丁目１７号線

その他 2025
大字中野８７６番１７地先 6.0

中野、新川田１号線

その他 2022
南子安六丁目１６番１９地先 6.0

南子安六丁目１５号線

その他 2023
南子安六丁目１６番３３地先 6.0

南子安六丁目１６号線

その他 2028
郡二丁目１２番６地先 15.9

郡・杉谷線

その他 2029
郡一丁目５番１８地先 9.0

郡・常代線

その他 2026
大字中野８７６番２９地先 6.0

中野、新川田２号線

その他 2027
中野六丁目１５番２７地先 6.0

中野、新川田３号線

その他 2032
郡一丁目６番４地先 6.0

郡一丁目２号線

その他 2033
郡一丁目７番２６地先 6.0

郡一丁目３号線

その他 2030
郡三丁目２番１地先 6.0

郡東西線

その他 2031
郡一丁目５番３１地先 5.8

郡一丁目１号線

その他 2034
郡一丁目１番１８地先 6.0

郡一丁目４号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

コオリ１チョウメ５ゴウセン

郡一丁目３番１７地先 8.2
コオリ１チョウメ６ゴウセン

郡一丁目１４番２０地先 8.4
コオリ１チョウメ７ゴウセン

郡一丁目１９番１８地先 8.1
コオリ１チョウメ８ゴウセン

郡二丁目９番地先 13.5
コオリ１チョウメ９ゴウセン

郡一丁目１４番１６地先 8.1
コオリ１チョウメ１０ゴウセン

郡一丁目１６番１６地先 8.1
コオリ１チョウメ１１ゴウセン

郡一丁目１８番８地先 8.2
コオリ１チョウメ１２ゴウセン

郡一丁目１１番１２地先 8.1
コオリ１チョウメ１３ゴウセン

郡一丁目１９番４３地先 10.2
コオリ１チョウメ１４ゴウセン

郡一丁目２０番１６地先 8.1
コオリ１チョウメ１５ゴウセン

郡一丁目２１番１４地先 8.1
コオリ２チョウメ１ゴウセン

郡二丁目１番３４地先 10.0
コオリ２チョウメ２ゴウセン

郡二丁目１番１９地先 8.1
コオリ２チョウメ３ゴウセン

郡二丁目２番１７地先 8.1
コオリ２チョウメ４ゴウセン

郡二丁目４番１６地先 8.1
コオリ２チョウメ５ゴウセン

郡二丁目５番地先 37.3
コオリ２チョウメ６ゴウセン

郡二丁目５番地先 8.2
コオリ２チョウメ７ゴウセン

郡二丁目８番１９地先 11.0
コオリ３チョウメ１ゴウセン

郡三丁目１１番２８地先 11.0
コオリ３チョウメ２ゴウセン

郡三丁目１４番７地先 8.3
コオリ３チョウメ３ゴウセン

郡三丁目１３番１４地先 8.2
コオリ３チョウメ４ゴウセン

郡三丁目１３番１７地先 7.9
コオリ３チョウメ５ゴウセン

郡三丁目１７番５地先 6.5
コオリ３チョウメ６ゴウセン

郡三丁目１５番６地先 8.1
コオリ３チョウメ７ゴウセン

郡三丁目１５番５地先 8.2
コオリ２チョウメ８ゴウセン

郡二丁目１１番１４地先 11.6
コオリ２チョウメ９ゴウセン

郡二丁目１４番３６地先 9.4
トコシロ６チョウメ６ゴウセン

常代六丁目３番５地先 8.2
ヒガシサカタ１チョウメ５ゴウセン

東坂田一丁目１番２２地先 11.0
ヒガシサカタ１チョウメ６ゴウセン

東坂田一丁目１番４７地先 11.0
ヒガシサカタ１チョウメ７ゴウセン

東坂田一丁目１番５６地先 9.5
コオリバシセン

郡二丁目１４番４地先 10.2
キミツダイ２チョウメ１９ゴウセン

君津台二丁目２４９番１０地先 9.8

その他 2036
常代一丁目２１番２０地先 6.0

郡一丁目６号線

その他 2037
郡一丁目８番１８地先 6.0

郡一丁目７号線

その他 2035
郡一丁目４番３６地先 6.0

郡一丁目５号線

その他 2040
常代二丁目９番地先 6.0

郡一丁目１０号線

その他 2041
郡一丁目１７番２２地先 6.0

郡一丁目１１号線

その他 2038
郡一丁目１５番４０地先 5.5

郡一丁目８号線

その他 2039
郡一丁目１５番３６地先 6.0

郡一丁目９号線

その他 2044
郡一丁目１９番３９地先 6.0

郡一丁目１４号線

その他 2045
郡一丁目２０番３４地先 6.0

郡一丁目１５号線

その他 2042
郡一丁目１３番３６地先 6.0

郡一丁目１２号線

その他 2043
郡一丁目１２番１８地先 6.0

郡一丁目１３号線

その他 2048
郡二丁目３番４０地先 6.0

郡二丁目３号線

その他 2049
郡二丁目３番３６地先 6.0

郡二丁目４号線

その他 2046
郡二丁目１番３８地先 6.0

郡二丁目１号線

その他 2047
郡二丁目７番３９地先 6.0

郡二丁目２号線

その他 2052
郡二丁目９番４地先 6.0

郡二丁目７号線

その他 2053
郡三丁目１２番１８地先 5.8

郡三丁目１号線

その他 2050
郡二丁目４番２９地先 6.0

郡二丁目５号線

その他 2051
郡二丁目６番３７地先 6.0

郡二丁目６号線

その他 2056
郡三丁目１３番２９地先 6.0

郡三丁目４号線

その他 2057
郡三丁目１７番７地先 4.0

郡三丁目５号線

その他 2054
郡三丁目１２番３１地先 6.0

郡三丁目２号線

その他 2055
郡三丁目１２番２８地先 5.6

郡三丁目３号線

その他 2060
郡二丁目１１番１７地先 6.0

郡２丁目８号線

その他 2061
郡二丁目１１番１４地先 6.0

郡２丁目９号線

その他 2058
郡三丁目１４番１７地先 6.0

郡三丁目６号線

その他 2059
郡三丁目１５番１５地先 6.0

郡三丁目７号線

その他 2064
東坂田一丁目１番４７地先 5.8

東坂田一丁目６号線

その他 2065
東坂田一丁目１番５５地先 6.0

東坂田一丁目７号線

その他 2062
常代六丁目２番１２地先 6.0

常代六丁目６号線

その他 2063
東坂田一丁目１番３６地先 6.0

東坂田一丁目５号線

その他 2066
大字郡１０３１番１地先 6.0

郡橋線

その他 2067
君津台二丁目２４９番６地先 6.0

君津台二丁目１９号線

DAXX －　42　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

キミツダイ２チョウメ２０ゴウセン

君津台二丁目１６４０番１２４地先 7.3
ミナミコヤス６チョウメ１８ゴウセン

南子安六丁目１８番２地先 9.6
ミナミコヤス６チョウメ１９ゴウセン

南子安六丁目１８番３１地先 9.7
ソトミノワ、ヨンタンメセン

大字外箕輪３００番１地先 9.6
ヒガシサカタ２チョウメ５ゴウセン

東坂田二丁目３番６地先 7.4
トコシロ１チョウメ１ゴウセン

常代一丁目６番２２地先 14.8
トコシロ１チョウメ２ゴウセン

常代一丁目１２番５地先 10.2
トコシロ５チョウメ１ゴウセン

常代五丁目７番２０地先 8.0
トコシロ１チョウメ３ゴウセン

常代二丁目１７番５１地先 6.3
トコシロ１チョウメ４ゴウセン

常代一丁目２番９地先 8.1
トコシロ１チョウメ５ゴウセン

常代二丁目１番地先 8.3
トコシロ２チョウメ１ゴウセン

常代二丁目３番１６地先 8.1
トコシロ２チョウメ２ゴウセン

常代二丁目２番１地先 8.1
トコシロ２チョウメ３ゴウセン

常代二丁目２番７地先 8.1
トコシロ２チョウメ４ゴウセン

常代二丁目１８番１９地先 8.2
トコシロ２チョウメ５ゴウセン

常代二丁目１７番１８地先 9.4
トコシロ１チョウメ６ゴウセン

常代一丁目６番１８地先 7.9
トコシロ１チョウメ７ゴウセン

常代一丁目４番１７地先 8.2
トコシロ１チョウメ８ゴウセン

常代一丁目１８番５地先 8.2
トコシロ１チョウメ９ゴウセン

常代一丁目１０番２０地先 8.1
トコシロ１チョウメ１０ゴウセン

常代一丁目１７番１３地先 8.1
トコシロ１チョウメ１１ゴウセン

常代一丁目１９番１６地先 8.2
トコシロ１チョウメ１２ゴウセン

常代一丁目１９番４１地先 8.2
トコシロ１チョウメ１３ゴウセン

常代一丁目１７番１７地先 8.2
トコシロ１チョウメ１４ゴウセン

常代一丁目１９番２０地先 6.0
トコシロ２チョウメ６ゴウセン

常代二丁目１４番１４地先 9.5
トコシロ２チョウメ７ゴウセン

常代二丁目５番１５地先 8.1
トコシロ２チョウメ８ゴウセン

常代二丁目１４番２０地先 8.1
トコシロ２チョウメ９ゴウセン

常代二丁目７番１０地先 8.2
トコシロ２チョウメ１０ゴウセン

常代二丁目１４番１０地先 8.1
トコシロ２チョウメ１１ゴウセン

常代二丁目１２番１２地先 5.5
トコシロ２チョウメ１２ゴウセン

常代二丁目１２番８地先 5.8
トコシロ１チョウメ１５ゴウセン

常代一丁目６番１地先 6.2

その他 2068
君津台二丁目１６４０番１１８地先 5.0

君津台二丁目２０号線

その他 2069
南子安六丁目１８番２２地先 6.0

南子安六丁目１８号線

その他 2072
東坂田二丁目２番地先 6.0

東坂田二丁目５号線

その他 2073
常代一丁目１１番３８地先 9.0

常代一丁目１号線

その他 2070
南子安六丁目１８番３７地先 6.0

南子安六丁目１９号線

その他 2071
大字外箕輪３０１番１８地先 6.0

外箕輪、四反目線

その他 2076
常代一丁目１番１地先 6.0

常代一丁目３号線

その他 2077
常代一丁目１番２０地先 6.0

常代一丁目４号線

その他 2074
常代一丁目２番１２地先 8.0

常代一丁目２号線

その他 2075
常代五丁目８番４７地先 8.0

常代五丁目１号線

その他 2080
常代二丁目２番５地先 6.0

常代二丁目２号線

その他 2081
常代二丁目３番２０地先 6.0

常代二丁目３号線

その他 2078
常代一丁目１４番２５地先 6.0

常代一丁目５号線

その他 2079
常代二丁目１番地先 6.0

常代二丁目１号線

その他 2084
常代一丁目５番４地先 6.0

常代一丁目６号線

その他 2085
常代一丁目５番３１地先 6.0

常代一丁目７号線

その他 2082
常代二丁目１９番８地先 6.0

常代二丁目４号線

その他 2083
常代二丁目１７番５１地先 6.0

常代二丁目５号線

その他 2088
常代一丁目１６番４１地先 6.0

常代一丁目１０号線

その他 2089
常代一丁目９番地先 6.0

常代一丁目１１号線

その他 2086
常代一丁目１１番３４地先 6.0

常代一丁目８号線

その他 2087
常代一丁目１６番４４地先 6.0

常代一丁目９号線

その他 2092
常代二丁目４番３１地先 6.0

常代一丁目１４号線

その他 2093
常代二丁目４番２７地先 6.0

常代二丁目６号線

その他 2090
常代一丁目８番１２地先 6.0

常代一丁目１２号線

その他 2091
常代一丁目１８番２８地先 6.0

常代一丁目１３号線

その他 2096
常代二丁目５番２０地先 6.0

常代二丁目９号線

その他 2097
常代二丁目１５番１地先 6.0

常代二丁目１０号線

その他 2094
常代二丁目６番２７地先 6.0

常代二丁目７号線

その他 2095
常代二丁目７番１３地先 6.0

常代二丁目８号線

その他 2100
常代一丁目６番４地先 4.0

常代一丁目１５号線

その他 2098
常代二丁目１３番１０地先 4.0

常代二丁目１１号線

その他 2099
常代二丁目１１番３３地先 4.0

常代二丁目１２号線

DAXX －　43　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

トコシロ１チョウメ１６ゴウセン

常代一丁目７番２８地先 7.5
トコシロ１チョウメ１７ゴウセン

常代一丁目２０番１３地先 6.0
トコシロ２チョウメ１３ゴウセン

常代二丁目９番地先 8.1
トコシロ２チョウメ１４ゴウセン

常代二丁目９番地先 9.5
トコシロ３チョウメ１ゴウセン

常代三丁目６番１４地先 8.7
トコシロ３チョウメ２ゴウセン

常代三丁目８番３２地先 8.1
トコシロ３チョウメ３ゴウセン

常代三丁目１１番３４地先 8.1
トコシロ３チョウメ４ゴウセン

常代三丁目１１番３３地先 8.0
トコシロ３チョウメ５ゴウセン

常代三丁目３番２４地先 9.8
トコシロ５チョウメ２ゴウセン

常代五丁目１１番地先 10.2
トコシロ５チョウメ３ゴウセン

常代五丁目３番１２地先 8.1
トコシロ５チョウメ４ゴウセン

常代五丁目１番２３地先 8.2
トコシロ５チョウメ５ゴウセン

常代二丁目１１番地先 8.2
トコシロ５チョウメ６ゴウセン

常代五丁目１０番４８地先 15.2
トコシロ５チョウメ７ゴウセン

常代三丁目１３番地先 7.8
トコシロ５チョウメ８ゴウセン

常代五丁目５番９地先 9.1
トコシロ５チョウメ９ゴウセン

常代五丁目７番３８地先 8.2
トコシロ４チョウメ１ゴウセン

常代四丁目１番２２地先 6.0
トコシロ４チョウメ２ゴウセン

常代四丁目１３番１３地先 8.3
トコシロ４チョウメ３ゴウセン

常代四丁目６番１４地先 9.8
トコシロ４チョウメ４ゴウセン

常代四丁目１４番１６地先 7.1
トコシロ４チョウメ５ゴウセン

常代四丁目１４番１０地先 8.1
トコシロ４チョウメ６ゴウセン

常代四丁目９番地先 8.2
トコシロ４チョウメ７ゴウセン

常代四丁目１２番１４地先 8.2
トコシロ４チョウメ８ゴウセン

常代四丁目１１番２１地先 8.3
トコシロ４チョウメ９ゴウセン

常代四丁目１１番２５地先 8.0
トコシロ５チョウメ１０ゴウセン

常代五丁目８番２５地先 6.0
ミナミコヤス６チョウメ２０ゴウセン

南子安六丁目１８番３地先 10.0
ミナミコヤス６チョウメ２１ゴウセン

南子安六丁目１８番３地先 9.5
コオリ３チョウメ８ゴウセン

郡三丁目１番１８地先 7.3
コオリ３チョウメ９ゴウセン

郡三丁目４番２７地先 9.1
コオリ３チョウメ１０ゴウセン

郡三丁目７番２０地先 9.8
コオリ３チョウメ１１ゴウセン

郡三丁目７番６地先 9.0

その他 2101
常代一丁目７番３２地先 4.0

常代一丁目１６号線

その他 2104
常代二丁目１０番４２地先 6.0

常代二丁目１４号線

その他 2105
常代三丁目１０番地先 6.0

常代三丁目１号線

その他 2102
常代二丁目８番４６地先 6.0

常代一丁目１７号線

その他 2103
常代二丁目８番４２地先 6.0

常代二丁目１３号線

その他 2108
常代三丁目６番１０地先 6.0

常代三丁目４号線

その他 2109
常代三丁目４番地先 6.0

常代三丁目５号線

その他 2106
常代三丁目１０番地先 6.0

常代三丁目２号線

その他 2107
常代三丁目１０番地先 6.0

常代三丁目３号線

その他 2112
常代五丁目２番１０地先 6.0

常代五丁目４号線

その他 2113
常代五丁目３番１７地先 6.0

常代五丁目５号線

その他 2110
常代五丁目１番１地先 6.0

常代五丁目２号線

その他 2111
常代五丁目１番１地先 6.0

常代五丁目３号線

その他 2116
常代三丁目１２番１６地先 6.0

常代五丁目８号線

その他 2117
常代五丁目６番２４地先 6.0

常代五丁目９号線

その他 2114
常代五丁目１１番地先 4.3

常代五丁目６号線

その他 2115
常代五丁目７番４２地先 6.0

常代五丁目７号線

その他 2120
常代四丁目５番１２地先 6.0

常代四丁目３号線

その他 2121
常代四丁目１４番２５地先 4.0

常代四丁目４号線

その他 2118
常代四丁目２番２地先 6.0

常代四丁目１号線

その他 2119
常代四丁目３番１２地先 6.0

常代四丁目２号線

その他 2124
常代四丁目１１番７地先 6.0

常代四丁目７号線

その他 2125
常代四丁目９番地先 6.0

常代四丁目８号線

その他 2122
常代四丁目１３番３７地先 6.0

常代四丁目５号線

その他 2123
常代四丁目８番４２地先 6.0

常代四丁目６号線

その他 2128
南子安六丁目１８番３地先 6.0

南子安六丁目２０号線

その他 2129
南子安六丁目１８番３地先 6.0

南子安六丁目２１号線

その他 2126
常代四丁目１０番２０地先 6.0

常代四丁目９号線

その他 2127
常代五丁目９番１１地先 6.0

常代五丁目１０号線

その他 2132
郡三丁目８番９地先 6.0

郡三丁目１０号線

その他 2133
郡三丁目８番１８地先 6.0

郡三丁目１１号線

その他 2130
郡三丁目１９番６地先 6.0

郡三丁目８号線

その他 2131
郡三丁目８番２２地先 6.0

郡三丁目９号線

DAXX －　44　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

コオリ２チョウメ１０ゴウセン

郡二丁目１７番２０地先 17.8
コオリ３チョウメ１２ゴウセン

郡三丁目５番１地先 5.1
ナカノ１チョウメ１２ゴウセン

中野一丁目４１０番３地先 15.1
ミノウ、ハッタンメ１ゴウセン

大字三直２５０番１地先 11.0
ヤエハラ１ゴウセン

八重原１７２番２０７地先 22.1
ヤエハラ２ゴウセン

八重原１７２番１８地先 21.6
ヤエハラ３ゴウセン

八重原１７２番１地先 9.9
ヤエハラ４ゴウセン

八重原１７２番９４地先 19.3
ヤエハラ５ゴウセン

八重原１７２番７４地先 15.9
ヤエハラ６ゴウセン

八重原１７２番７０地先 12.6
ヤエハラ７ゴウセン

八重原１７２番７７地先 5.1
サカタ、オオゼキヤツ

坂田１７５５番地先 15.4
ミナミコヤス６チョウメ２２ゴウセン

南子安六丁目１６番７９地先 9.6
ミナミコヤス６チョウメ２３ゴウセン

南子安六丁目１６番８０地先 9.7
クボ５チョウメ１ゴウセン

久保五丁目１番２地先 6.0
クボ５チョウメ２ゴウセン

久保五丁目３番６地先 6.0
ミノウ、ナカゴウセン

三直２１８番１地先 11.1
ナカトミ、イシタセン

中富４０６番２地先 10.6
ミノウ、オオヤマゴエセン

外箕輪１１５７番１地先 13.0
モクシ１チョウメ１４ゴウセン

杢師一丁目１１番６４地先 10.4
ミノウ、カミシンデン５ゴウセン

三直１３３１番２６地先 9.9
オオヤマノ、マガリサクセン

大山野７２１番１地先 8.0
ミナミコヤス４チョウメ２３ゴウセン

南子安四丁目３番４９地先 11.0
ヤエハラ８ゴウセン

八重原１７２番１８０地先 12.9
キミツ１チョウメ１０ゴウセン

君津台一丁目１６６４番４０地先 11.3
ソトミノワ、ハヤシマエ１ゴウセン

外箕輪字林前２７８番２０地先 12.5
ソトミノワ、ハヤシマエ２ゴウセン

外箕輪字林前２８４番１地先 10.5
ヒトミ１チョウメ７ゴウセン

人見一丁目８６１番地先 5.3
シモユエ、ウチカンダセン

下湯江字内神田１２６番地先 6.4
ヒトミ、カワベ３ゴウセン

人見字川辺１４３７番１３地先 9.2
ヤエハラ９ゴウセン

八重原１７２番１４７地先 9.6
ヤエハラ１０ゴウセン

八重原１７２番１４３地先 8.3
ヤエハラ１１ゴウセン

八重原１７２番１５０地先 13.0

その他 2136
中野一丁目４６９番３地先 6.0

中野一丁目１２号線

その他 2137
大字三直８３１番２地先 5.5

三直、八反目１号線

その他 2134
郡二丁目１５番１９地先 6.0

郡二丁目１０号線

その他 2135
郡三丁目５番３地先 4.0

郡三丁目１２号線

その他 2140
八重原１７２番７４地先 6.0

八重原３号線

その他 2141
八重原１７２番１地先 6.0

八重原４号線

その他 2138
八重原１７２番１地先 10.4

八重原１号線

その他 2139
八重原１１９番５地先 9.0

八重原２号線

その他 2144
八重原１７２番４０地先 5.1

八重原７号線

その他 2145
坂田２６７番地先 8.1

坂田、大関谷線

その他 2142
八重原１７２番３１地先 6.0

八重原５号線

その他 2143
八重原１７２番３６地先 5.0

八重原６号線

その他 2148
久保五丁目３番６地先 6.0

久保五丁目１号線

その他 2149
久保五丁目２番地先 6.0

久保五丁目２号線

その他 2146
南子安六丁目１６番６１地先 6.0

南子安六丁目２２号線

その他 2147
南子安六丁目１６番６９地先 6.0

南子安六丁目２３号線

その他 2152
三直１０６８番１地先 4.3

三直、大山越線

その他 2153
杢師一丁目１１番９７地先 6.0

杢師一丁目１４号線

その他 2150
三直２５２番２地先 3.7

三直、中郷線

その他 2151
中富７９番３地先 3.5

中富、居下線

その他 2156
南子安四丁目３番４９地先 6.0

南子安四丁目２３号線

その他 2157
八重原１７２番１地先 6.0

八重原８号線

その他 2154
三直１３３１番５地先 6.0

三直、上新田５号線

その他 2155
大山野７４４番１地先 5.0

大山野、曲作線

その他 2160
外箕輪字大川原２３７番１８地先 6.0

外箕輪、林前２号線

その他 2161
人見一丁目８７１番１地先 4.0

人見一丁目７号線

その他 2158
君津台一丁目１６６４番４０地先 6.0

君津一丁目１０号線

その他 2159
外箕輪字大川原２３７番１７地先 6.0

外箕輪、林前１号線

その他 2164
八重原１７２番９７地先 6.0

八重原９号線

その他 2165
八重原１７２番１１１地先 5.0

八重原１０号線

その他 2162
下湯江字内神田１３３番１地先 4.1

下湯江、内神田線

その他 2163
人見字川辺１４３７番１地先 5.1

人見、川辺３号線

その他 2166
八重原１７２番１５１地先 6.0

八重原１１号線

DAXX －　45　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヤエハラ１２ゴウセン

八重原１７２番１６５地先 10.7
ヤエハラ１３ゴウセン

八重原１７２番２２３地先 7.4
ヤエハラ１４ゴウセン

八重原１７２番２４０地先 9.6
ヤエハラ１５ゴウセン

八重原１７２番１地先 21.2
ヤエハラ１６ゴウセン

八重原１７２番２５６地先 9.5
ヤエハラ１７ゴウセン

八重原１７２番２５９地先 9.7
ヤマタカハラ、オオタキセン

山高原字大滝２３４番２地先 7.0
サカタ、イワイ１ゴウセン

坂田字岩井５２３番２８地先 9.6
サカタ、イワイ２ゴウセン

坂田字岩井５２３番２３地先 11.3
ヒトミ、ヒガタセン

人見字干潟１１３１番１地先 8.7
オヤマノ、ナカイリセン

小山野字中入４８２番２地先 7.6
ムテ、ダイサクセン

六手字鹿島台７７３番地先 9.3
ツクリキ、ナカアブラデンセン

作木字仲油田２２６番２地先 5.2
ヤエハラセン

常代字蔭谷田９３０番１地先 15.0
ウチミノワ、ホシヤツウエセン

内箕輪字星谷上１１１番７地先 6.0
ミナミコヤスロクチョウメ24ゴウセン

南子安六丁目１８番１４１地先 6.0
ミナミコヤスロクチョウメ25ゴウセン

南子安六丁目１８番１４０地先 6.0
サダモト、カシブキセン

貞本字河岸吹１０５０番１地先 9.7
シモユエ、マエダセン

下湯江字前田１０６１番１３地先 9.7
ヒトミ、ニラズカニゴウセン

人見字韮塚１３９０番２９地先 9.6
ホセン222ゴウセン

人見字韮塚１３９０番４４地先 3.5

6.0
人見、韮塚２号線

その他 2187
人見字韮塚１３９０番４２地先 3.0

歩専２２２号線

その他 2181
内箕輪字星谷上１１１番１８地先 6.0

内箕輪、星谷上線

その他 2182
南子安六丁目１８番３地先 6.0

南子安六丁目24号線

その他 2183
南子安六丁目１８番１２７地先 6.0

南子安六丁目25号線

その他 2184
貞本字河岸吹１０４８番１地先 6.0

貞元、河岸吹線

その他 2185
下湯江字稲荷前６０８番５地 先 6.0

下湯江、前田線

その他 2186
人見字韮塚１３９０番２８地先

その他 2167
八重原１７２番１５１地先 6.0

八重原１２号線

その他 2178
六手字鹿島台７９２番２地先 4.0

六手、大作線

その他 2172
八重原１７２番２４１地先 6.0

八重原１7号線

その他 2173
山高原字大滝２４１番１地先 4.0

山高原、大滝線

その他 2170
八重原１７２番１９３地先 10.9

八重原１５号線

その他 2171
八重原１７２番２４１地先 6.0

八重原１６号線

その他 2174
坂田字岩井５２３番１７地先 6.0

坂田、岩井１号線

その他 2175
坂田字岩井５２３番３３地先

その他 2179
作木字仲油田２５２番地先 4.0

作木、仲油田線

その他 2180
三直字川田台４３５番１地先 12.0

八重原線

その他 2168
八重原１７２番１９５地先 6.0

八重原１３号線

その他 2169
八重原１７２番２１９地先 6.0

八重原１４号線

6.0
坂田、岩井２号線

その他 2176
人見字干潟１１０３番１地先 3.3

人見、干潟線

その他 2177
小山野字鎌田６２７番３地先 4.0

小山野、中入線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ネリキセン

大字練木６６番１地先 19.2
カミ・ネリキセン

大字練木６８番１地先 7.5
ネリキ、ツブワリセン

大字練木２番８地先 5.6
ネリキ、イケノヤツセン

大字練木２１２番３地先 8.5
ネリキ・キサラヅセン

大字練木３９５番地先 10.6
ネリキ、オケダセン

大字練木１８６番１地先 9.9
ネリキ・ネリキシンデンセン

大字練木３２８番１地先 4.0
オオワシ・オオワシシンデンセン

大字練木２５８番２地先 7.4
オオワシシンデンセン

大字上、大鷲、大鷲新田入会３番１３地先 5.9
オオワシ、ドウメキセン

大字大鷲５８番１地先 6.0
オオワシ、イシガミセン

大字大鷲１５９番地先 6.3
オオワシ・ネリキセン

大字上４６３番地先 10.8
カミ、マエジマセン

大字上６６０番地先 6.0
カミ、テンジンダイセン

大字上６６４番１地先 8.7
カミ、キタノサクセン

大字上３９６番１地先 7.6
ヌカタ・ナカジマオオシモセン

大字中島２番地先 11.8
ムテ・ナカジマセン

大字中島２９２番９地先 26.2
ナカジマ、トウツボセン

大字上２３４番２地先 5.2
カミ、キノシタセン

大字上１６７番地先 5.1
ナカジマ・イズミセン

大字泉５７３番４地先 11.3
イズミ、テンノウモリセン

大字泉２３９番１地先 6.7
イズミ、ハチマンボリセン

大字泉１３８番１地先 5.0
イズミ・ナカジマセン

大字中島７００番３４地先 12.0
イズミ、コシボリセン

大字泉５３３番地先 5.5
ナカジマ、ナカホイクエンセン

大字中島７１８番１０地先 7.1
イズミ、シバハラセン

大字泉９９９番１地先 5.6
イズミ、ナガチョウセン

大字泉９１５番地先 7.1
イズミ、ニクラセン

大字泉８０６番地先 4.3
イズミ、ソリダセン

大字泉６２２番地先 7.5
イズミ、キミガサクセン

大字泉６５５番４地先 6.4
イズミ、イケノヤツセン

大字泉６６９番４地先 10.0
シロコマ、マガリモトセン

大字白駒１７０番地先 9.3
イズミ、イズミダイセン

大字泉１２９番１地先 7.3

3.2
練木、粒割線

その他 3004
大字練木１９８番地先 5.0

練木、池ノ谷線

その他 3001
大字練木１６番３地先 3.0

練木線

その他 3002
大字上４６３番地先 2.5

上・練木線

その他 3003
大字練木２番７地先

その他 3007
大字練木１４６番１地先 2.3

練木・練木新田線

その他 3008
大字大鷲５９番１地先 1.8

大鷲・大鷲新田線

その他 3013
大字上４１０番１地先 2.6

上、前島線

その他 3014
大字中島２９８番３－５地先 2.7

上、天神台線

その他 3011
大字大鷲８５番１地先 4.5

大鷲、石神線

その他 3012
大字大鷲１番地先 4.1

大鷲・練木線

その他 3005
大字練木１９５番１地先 1.5

練木・木更津線

その他 3006
大字練木１３１番１地先 5.2

練木、桶田線

その他 3015
大字上１５１番地先 4.8

上、北ノ作線

その他 3016
大字糠田６１番１地先 3.3

糠田・中島大下線

その他 3021
大字泉２８２番５地先 2.9

泉、天王森線

その他 3022
大字泉１２２番１地先 3.2

泉、八幡堀線

その他 3019
大字中島２２６番地先 3.8

上、木ノ下線

その他 3020
大字中島６４７番３地先 2.9

中島・泉線

その他 3009
大字大鷲新田２６５番１地先 1.8

大鷲新田線

その他 3010
大字大鷲６０番地先 6.0

大鷲、百目木線

その他 3023
大字泉１４２番地先 6.0

泉・中島線

その他 3024
大字泉３６６番６地先 1.7

泉、越堀線

その他 3029
大字泉８８２番地先 5.0

泉、反田線

その他 3030
大字泉５９７番地先 2.5

泉、君ヶ作線

その他 3027
大字泉９２２番１地先 3.5

泉、長町線

その他 3028
大字泉９７２番１地先 2.6

泉、荷倉線

その他 3017
大字六手２２１番８地先 7.0

六手・中島線

その他 3018
大字中島２６２番２地先 4.0

中島、遠坪線

その他 3031
大字泉６６０番１地先 3.3

泉、池ノ谷線

その他 3032
大字白駒１４３番１地先 4.0

白駒、曲元線

その他 3025
大字中島２８４番１地先 2.5

中島、中保育園線

その他 3026
大字泉５７７番４地先 2.8

泉、柴原線

その他 3033
大字泉３９８番地先 2.1

泉、泉台線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

イズミダンチ１ゴウセン

大字泉６６番２６地先 8.1
イズミダンチ２ゴウセン

大字泉６６番５０地先 7.9
イズミダンチ３ゴウセン

大字泉６６番７２地先 9.7
イズミダンチ４ゴウセン

大字泉６６番２地先 9.2
イズミダンチ５ゴウセン

大字泉６６番６４地先 9.0
イズミダンチ６ゴウセン

大字泉５１番４地先 8.9
イズミダンチ７ゴウセン

大字泉５１番５地先 8.0
イズミダンチ８ゴウセン

大字泉５１番８地先 9.0
イズミダンチ９ゴウセン

大字泉３９９番６１地先 7.2
イズミダンチ１０ゴウセン

大字泉３９９番５５地先 8.0
イスミダンチ１１ゴウセン

大字泉３９９番６８地先 10.2
イスミダンチ１２ゴウセン

大字泉３９９番４３地先 6.5
イスミダンチ１３ゴウセン

大字泉４６１番１地先 10.5
イズミ、マンザキ１ゴウセン

大字泉５６４番２地先 11.4
イズミ、マンザキ２ゴウセン

大字泉３７０番２地先 5.5
イズミ、マンザキ３ゴウセン

大字泉３６５番１地先 7.0
イズミ、ダイサク１ゴウセン

大字泉４８９番１４地先 8.4
イズミ、ダイサク２ゴウセン

大字泉４８９番２３地先 7.1
シロコマ、ババサキセン

大字白駒３３４番１地先 13.7
イズミ、ホシヤツセン

大字泉４４８番１地先 6.6
ナカジマダンチ１ゴウセン

大字中島７９８番１０地先 6.9
ナカジマダンチ２ゴウセン

大字中島７４６番４９地先 9.3
ナカジマダンチ３ゴウセン

大字中島７１８番２２地先 9.1
ナカジマダンチ４ゴウセン

大字中島７４６番４９地先 9.4
ナカジマダンチ５ゴウセン

大字中島７１８番７１地先 9.5
ナカジマダンチ６ゴウセン

大字中島７００番１８地先 10.6
ナカジマダンチ７ゴウセン

大字中島７００番１０地先 9.6
ナカジマダンチ８ゴウセン

大字中島７１８番５２地先 9.7
ナカジマダンチ９ゴウセン

大字中島７１８番６４地先 8.2
ナカジマダンチ１０ゴウセン

大字中島７００番３０地先 8.0
ナカジマダンチ１１ゴウセン

大字中島７０１番６地先 8.6
ナカジマダンチ１２ゴウセン

大字中島７００番２９地先 8.0
ナカジマ、ワダシタセン

大字中島７９８番１０地先 9.3

その他 3037
大字泉６２番３地先 4.0

泉団地４号線

その他 3038
大字泉６６番１１地先 5.0

泉団地５号線

その他 3035
大字泉９６番地先 4.5

泉団地２号線

その他 3036
大字泉６６番４１地先 6.0

泉団地３号線

その他 3039
大字泉６３番１地先 4.5

泉団地６号線

その他 3040
大字泉６６番３０地先 5.0

泉団地７号線

その他 3045
大字泉４３１番地先 4.1

泉団地１２号線

その他 3046
大字泉６６番８５地先 2.8

泉団地１３号線

その他 3043
大字泉５１番２８地先 4.0

泉団地１０号線

その他 3044
大字泉６６番８１地先 6.0

泉団地１１号線

その他 3034
大字泉６６番２地先 6.0

泉団地１号線

その他 3047
大字泉３８４番４地先 2.1

泉、万崎１号線

その他 3048
大字泉３６４番１地先 2.3

泉、万崎２号線

その他 3053
大字泉３８番１地先 2.9

泉、星谷線

その他 3054
大字中島７４６番４３地先 4.5

中島団地１号線

その他 3051
大字泉４８９番１地先 3.3

泉、大作２号線

その他 3052
大字白駒８３番１地先 4.3

白駒、馬場崎線

その他 3041
大字泉５１番１１地先 5.0

泉団地８号線

その他 3042
大字泉５１番１６地先 5.0

泉団地９号線

その他 3055
大字中島７４６番５地先 4.5

中島団地２号線

その他 3056
大字中島７４５番地先 4.0

中島団地３号線

その他 3061
大字中島７４６番６４地先 5.0

中島団地８号線

その他 3062
大字中島７１８番５８地先 6.0

中島団地９号線

その他 3059
大字中島７４６番４７地先 6.0

中島団地６号線

その他 3060
大字中島７４６番５１地先 5.0

中島団地７号線

その他 3049
大字泉１７４番１地先 4.0

泉、万崎３号線

その他 3050
大字泉５５７番１地先 3.0

泉、大作１号線

その他 3063
大字中島７００番１０地先 6.0

中島団地１０号線

その他 3064
大字中島７００番４１地先 4.5

中島団地１１号線

その他 3057
大字中島７４６番１１地先 4.5

中島団地４号線

その他 3058
大字中島７１８番８地先 4.5

中島団地５号線

その他 3065
大字中島７００番４７地先 4.3

中島団地１２号線

その他 3066
大字中島６４９番１０地先 3.5

中島、和田下線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ナカジマ、ワダセン

大字中島１０２７番１地先 6.2
ナカジマ、ジョウガンジセン

大字中島１００７番１地先 17.8
ナカジマ、タカギワセン

大字中島８１８番１地先 6.8
ナカジマ、シイキセン

大字中島８４３番１地先 5.8
ナカジマ、シイギヤツセン

大字中島８５０番１地先 8.3
シロコマ、タカツカセン

大字白駒３５４番１地先 5.3
ナカジマ、チゴヤツ１ゴウセン

大字中島９０８番３地先 12.7
ナカジマ、チゴヤツ２ゴウセン

大字中島９０７番１９地先 6.1
シロコマ・オギサクセン

大字萩作１６９番５地先 13.3
シロコマ、ニシヤツセン

大字白駒６２９番２地先 5.0
シロコマ、ハギノダイセン

大字白駒４４５番地先 5.4
オオイ、ニシゴオリセン

大字大井３９７番地先 3.4
ナカジマ・オオイセン

大字大井６０８番１地先 12.8
オオイ、イワイサクセン

大字大井４２７番地先 7.5
オオイ、ダイヤマセン

大字大井６４４番２地先 7.8
オオイ、ミヤヂセン

大字大井４４１番地先 8.3
オオイ、カミゴウセン

大字大井２９１番１地先 18.0
オオイ、カタフチセン

大字大井２６９番地先 10.0
ナカジマ、ブユウヤツセン

大字中島１０８８番３地先 8.0
ナカジマ、ヒガシセン

大字中島４３７番２地先 8.5
ナカジマ、ニシホリノウチセン

大字中島５３９番１地先 8.2
ヌカタ、ホラガイセン

大字糠田１１９番８地先 5.0
ヌカタ、ダイセン

大字糠田５２０番地先 13.5
ツカハラ・ナカジマセン

大字中島６５２番２地先 12.6
ヌカタセン

大字塚原１番３地先 8.3
ヌカタ、カワクボセン

大字糠田４１４番２地先 10.8
ネモト・ヌカタセン

大字糠田９９番１地先 11.0
ヌカタ、シタムラセン

大字糠田３３７番２地先 4.3
ヌカタ、ヌカタマエセン

大字糠田８１１番１地先 7.3
ヌカタ、トダマエ１ゴウセン

大字糠田７３番４地先 7.0
ヌカタ、トダマエ２ゴウセン

大字糠田７５９番２地先 5.7
コイトオオヤツ、ムカイセン

大字小糸大谷１２５番２地先 4.2
コイトオオヤツ、ニシヤツセン

大字小糸大谷７５番１地先 9.8

その他 3069
大字中島２３９番地先 3.2

中島、タカギワ線

その他 3070
大字中島９８８番１地先 3.3

中島、椎木線

その他 3067
大字中島１０３４番１地先 2.9

中島、和田線

その他 3068
大字中島１０２０番２地先 4.3

中島、成願寺線

その他 3071
大字中島８５９番１地先 2.0

中島、椎木谷線

その他 3072
大字白駒４８番１地先 1.8

白駒、高塚線

その他 3077
大字白駒４０４番地先 2.2

白駒、萩ノ台線

その他 3078
大字大井４１２番地先 2.5

大井、西郡線

その他 3075
大字中島９６２番１地先 2.5

白駒・荻作線

その他 3076
大字白駒６４５番１地先 2.8

白駒、西谷線

その他 3079
大字中島１０５３番地先 2.3

中島・大井線

その他 3080
大字大井５９番地先 3.0

大井、岩井作線

その他 3085
大字中島６３１番２地先 2.6

中島、武勇谷線

その他 3086
大字中島１１８５番地先 2.7

中島、東線

その他 3083
大字大井９５番１地先 3.1

大井、上郷線

その他 3084
大字大井２８４番１地先 1.8

大井、片渕線

その他 3073
大字中島９０８番３地先 4.4

中島、児谷１号線

その他 3074
大字中島９０７番４地先 3.7

中島、児谷２号線

その他 3087
大字中島５８５番地先 3.0

中島、西堀之内線

その他 3088
大字糠田１１３番地先 4.0

糠田、ホラガイ線

その他 3093
大字根本６６番１地先 6.0

根本・糠田線

その他 3094
大字糠田９８番１地先 3.0

糠田、下村線

その他 3091
大字糠田１０７番６地先 3.6

糠田線

その他 3092
大字糠田２９１番地先 3.0

糠田、川久保線

その他 3081
大字大井２０番１地先 2.9

大井、台山線

その他 3082
大字大井６２番地先 5.0

大井、宮地線

その他 3095
大字糠田３１９番地先 3.0

糠田、額田前線

その他 3096
大字糠田８０７番１地先 4.6

糠田、戸田前１号線

その他 3099
大字小糸大谷２９番１地先 4.0

小糸大谷、西谷線

その他 3089
大字糠田１６１番１地先 2.5

糠田、台線

その他 3090
大字糠田７０３番１地先 6.5

塚原・中島線

その他 3097
大字糠田７５１番３地先 2.3

糠田、戸田前２号線

その他 3098
大字小糸大谷６９番１地先 3.5

小糸大谷、向井線
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路線
番号
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コイトオオヤツ、スイジンヤツセン

大字小糸大谷１３７番１地先 7.9
ネモト・コイトオオヤツセン

大字小糸大谷５１１番２地先 13.8
コイトオオヤツ、カネコシセン

大字小糸大谷３２１番地先 7.3
コイトオオヤツ、サワダセン

大字小糸大谷４２８番１地先 7.5
ネモト、ネモトシタセン

大字根本２７４番１地先 9.3
コイトオオヤツ、ダイシロセン

大字小糸大谷４２６番地先 8.9
コイトオオヤツ、オオヤツセン

大字小糸大谷４４３番１地先 5.5
ネモト・ギョウマセン

大字行馬１０９番９地先 5.5
ギョウマ・ネモトセン

大字根本５５２番地先 15.0
ネモト、ワダセン

大字根本５２６番５地先 5.9
ナガシ、ウリグラセン

大字長石５１番２地先 9.9
ナガシ、ムカイセン

大字長石１２０番地先 6.6
ナガシ、ヒガシヒライハラセン

大字長石５１０番地先 7.5
ナガシ、カミメンサクセン

大字長石５９２番１地先 7.1
ホウギ、タカトリセン

大字法木３３０番２地先 11.3
ホウギ、タマリセン

大字法木１７２番地先 4.0
ホウギ、ホリノウチセン

大字法木５９番１地先 5.3
ナガシ、キョウクボセン

大字根本８１９番地先 5.9
ネモト、サンジンシタセン

大字根本８２２番１地先 7.5
ネモト、ミナミチョウセン

大字根本８００番地先 6.0
ネモト、シナシセン

大字根本７９０番１地先 4.5
ネモト、シナシマエセン

大字根本７５４番地先 5.5
ネモト、サワセン

大字根本５４６番２地先 4.3
ネモト、ヤサダセン

大字根本８５７番１地先 5.3
ツカハラ・ギョウマセン

大字大井戸４番地先 26.0
ツカハラ、シタダセン

大字糠田７０４番１地先 8.3
ヌカタ、フジキセン

大字糠田５９１番１地先 6.1
ツカハラ・オギサクセン

大字荻作５０番１地先 5.3
ギョウマ・イトガワセン

大字糸川４６３番地先 18.1
ネモト・イトガワセン

大字糸川２９４番地先 12.3
ネモト・オオイドセン

大字大井戸５９０番地先 6.7
オオイドセン

大字大井戸３６０番１地先 12.8
オオイド、スナオシセン

大字大井戸１２３８番地先 10.8

その他 3101
大字根本４３６番地先 1.8

根本・小糸大谷線

その他 3102
大字小糸大谷２５７番地先 5.0

小糸大谷、金越線

その他 3100
大字小糸大谷２４７番地先 5.1

小糸大谷、水神谷線

その他 3103
大字小糸大谷３６８番２地先 3.0

小糸大谷、沢和田線

その他 3104
大字根本８８番２地先 3.2

根本、根本下線

その他 3109
大字根本５１７番３地先 3.0

根本、和田線

その他 3110
大字根本５５５番６地先 3.0

長石、瓜倉線

その他 3107
大字根本３２０番３地先 3.0

根本・行馬線

その他 3108
大字行馬１８８番１地先 4.0

行馬・根本線

その他 3111
大字長石１０９番地先 2.0

長石、向線

その他 3112
大字長石４９６番１地先 2.0

長石、東平井原線

その他 3117
大字根本６４５番１地先 4.0

長石、京久保線

その他 3118
大字根本８３５番２地先 5.0

根本、山神下線

その他 3115
大字法木１５６番１地先 3.0

法木、玉り線

その他 3116
大字法木１３０番地先 2.8

法木、堀ノ内線

その他 3105
大字小糸大谷４０６番地先 3.5

小糸大谷、大城線

その他 3106
大字小糸大谷４０８番地先 3.0

小糸大谷、大谷線

その他 3119
大字根本８３９番５地先 4.0

根本、南町線

その他 3120
大字根本６９８番地先 2.3

根本、品子線

その他 3125
大字塚原１１７番地先 3.6

塚原、下田線

その他 3126
大字糠田６４５番１地先 2.2

糠田、藤木線

その他 3123
大字根本５３２番１地先 4.0

根本、屋佐田線

その他 3124
大字塚原１１１番１地先 2.5

塚原・行馬線

その他 3113
大字長石９７２番３地先 3.2

長石、上面作線

その他 3114
大字法木２５２番地先 11.0

法木、高取線

その他 3127
大字塚原３４７番５地先 2.0

塚原・荻作線

その他 3128
大字行馬１０１番１地先 4.8

行馬・糸川線

その他 3131
大字大井戸１２８７番地先 2.5

大井戸線

その他 3132
大字大井戸１２２４番１地先 6.0

大井戸、砂押線

その他 3121
大字根本６６７番１地先 2.5

根本、品子前線

その他 3122
大字根本５４８番１地先 3.0

根本、沢線

その他 3129
大字根本７８７番地先 2.9

根本・糸川線

その他 3130
大字根本８４４番１地先 3.2

根本・大井戸線
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オオイド、ナカダセン

大字大井戸９６７番地先 5.5
オオイド、フカイセン

大字大井戸４７０番地先 7.5
オオイド、オオミドウセン

大字糸川１３３番地先 7.3
イトガワ、キタガワヅラセン

大字糸川７０番地先 8.0
イトガワ、ウエノドウセン

大字糸川９５番１地先 5.8
オオイド・フクオカセン

大字福岡１５５番地先、１５６番２地先合併 15.3
ネモト・イトガワセン

大字大井戸１５４０番地先 7.5
オオイド、オオツキセン

大字大井戸１１５５番２地先 7.7
オオイド、ハセドウセン

大字糸川２５２番１地先 10.3
イトガワ、サクバタケセン

大字糸川３４３番地先 7.1
カマダキ・オオイドセン

大字大井戸１０４１番地先 10.3
イトガワ、サンノウマエセン

大字糸川７７３番１地先 5.4
イトガワ、モリシタセン

大字糸川７１４番１地先 4.6
イトガワ、イリツボセン

大字糸川１３８６番１地先 9.8
イトガワ、イワノサクセン

大字糸川１８０９番地先 7.8
イトガワ、カネオカセン

大字糸川１０５９番１地先 7.5
イトガワ、ゴタンメセン

大字糸川９４６番地先 9.5
イトガワ、ウエノダイセン

大字糸川１０５３番１地先 8.2
カマダキ、ムカイダセン

大字鎌滝１０２１番４地先 7.3
カマダキセン

大字鎌滝１１５８番１地先 9.1
カマダキ、シモコイトセン

大字鎌滝５７１番地先 9.4
カマダキ、ヒガシハラセン

大字鎌滝４９９番内－３地先 10.8
カマダキ、バツバセン

大字鎌滝３０６番地先 9.3
カマダキ、シバグチセン

大字鎌滝１０２６番１地先 4.6
オギサク・カマダキセン

大字鎌滝１１２８番１地先 4.5
フクオカ、ヤツセン

大字福岡２４９番２地先 8.4
カマダキ、ウエノハラセン

大字鎌滝１１２４番地先 5.1
カマダキ、ミナミセン

大字鎌滝１２８番地先 11.0
カマダキ、ダイモンセン

大字鎌滝１１１番地先 7.2
カマダキ、ミナミヤマダセン

大字鎌滝２３１番１地先 4.3
カマダキ、シバハラセン

大字鎌滝９番１地先 5.4
イトガワ・オオノダイセン

大字大野台３６９番地先 12.7
オオノダイ、フルカワダイセン

大字大野台９４番地先 8.4

その他 3133
大字大井戸９８１番地先 3.0

大井戸、仲田線

その他 3134
大字大井戸３０９番地先 3.0

大井戸、深井線

その他 3135
大字大井戸３０９番地先 3.0

大井戸、大御堂線

その他 3136
大字糸川１３６番２地先 4.0

糸川、北川面線

その他 3141
大字大井戸１５２１番地先 2.7

大井戸、長谷堂線

その他 3142
大字糸川３３１番地先 2.0

糸川、作畑線

その他 3139
大字根本７２１番地先 3.0

根本・糸川線

その他 3140
大字大井戸１４８６番地先 4.8

大井戸、大月線

その他 3143
大字鎌滝４６０番２地先 3.0

鎌滝・大井戸線

その他 3144
大字糸川１２１４番地先 3.6

糸川、山王前線

その他 3149
大字糸川８９３番地先 1.0

糸川、五反目線

その他 3150
大字糸川８８１番１地先 3.0

糸川、上ノ台線

その他 3147
大字糸川１０７０番地先 1.9

糸川、岩ノ作線

その他 3148
大字糸川１４５７番地先 4.1

糸川、金岡線

その他 3137
大字糸川１６３番地先 3.0

糸川、上ノ堂線

その他 3138
大字大井戸１１５７番地先 1.8

大井戸・福岡線

その他 3151
大字鎌滝７１４番地先 4.0

鎌滝、向田線

その他 3152
大字鎌滝３３６番２地先 3.5

鎌滝線

その他 3157
大字荻作６７番３地先 1.5

荻作・鎌滝線

その他 3158
大字福岡３０３番９地先 3.6

福岡、谷線

その他 3155
大字鎌滝３３４番１地先 4.4

鎌滝、馬場線

その他 3156
大字鎌滝８５５番１地先 2.0

鎌滝、柴口線

その他 3145
大字糸川７６１番地先 3.0

糸川、森下線

その他 3146
大字糸川１１４６番地先 4.0

糸川、入坪線

その他 3159
大字鎌滝１０８６番２地先 2.5

鎌滝、上ノ原線

その他 3160
大字鎌滝２２０番１地先 3.0

鎌滝、南線

その他 3165
大字大野台１０７番地先 4.2

大野台、古川台線

その他 3163
大字鎌滝１０５番内１地先 2.5

鎌滝、芝原線

その他 3164
大字糸川１６０１番地先 4.1

糸川・大野台線

その他 3153
大字鎌滝１０９１番１地先 2.3

鎌滝、下小糸線

その他 3154
大字鎌滝５６２番１地先 4.0

鎌滝、東原線

その他 3161
大字鎌滝１９８番１地先 3.0

鎌滝、大門線

その他 3162
大字鎌滝２３５番地先 2.7

鎌滝、南山田線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

オオノダイ、ダイセン

大字大野台２８０番１地先 8.6
オオノダイセン

大字大野台４７７番地先 8.3
オオノダイ、セキジタセン

大字大野台４９５番地先 6.3
オオノダイ、デグチマエセン

大字大野台５０４番地先 6.2
オオノダイ、ジンダブチセン

大字大野台４６９番１地先 10.1
オオノダイ、ゴギョウダイセン

大字大野台８１５番内－１地先 3.7
イトガワ、カネオカダイセン

大字糸川１６４２番地先 6.8
コイト・クルリセン

大字糸川２３２４番１地先 16.4
ホウギ、ミズバセン

大字法木３８４番１７－２４地先 6.5
イトガワ、ササハラセン

大字糸川２３１５番地先 7.1
イトガワ、イジタセン

大字糸川２３２６番２地先 8.9
イトガワ、ヤツバタケセン

大字糸川１８８５番１地先 5.7
イズミダンチ１４ゴウセン

大字泉７７番１４地先 17.9
イズミ、ニクラ１ゴウセン

大字泉８５４番５地先 13.1
イズミ、ソリダ１ゴウセン

大字泉５９１番１地先 8.1
イズミ、ナミキ１ゴウセン

大字泉１９６番１５地先 8.5
ヌカタ、サイゴウ１ゴウセン

大字糠田１８１番６１地先 12.0
ヌカタ、サイゴウ２ゴウセン

大字糠田１８１番５８地先 9.7
ヌカタ、サイゴウ３ゴウセン

大字糠田１８１番９２地先 9.6
ヌカタ、トダマエ３ゴウセン

大字糠田７４２番２０地先 8.2
ヌカタ、トダマエ４ゴウセン

大字糠田７４２番５地先 9.1
ネモト１ゴウセン

大字根本９５７番２地先 11.6
ネモト２ゴウセン

大字根本９４９番１地先 9.5
コイトオオヤツ１ゴウセン

大字小糸大谷５１６番５５地先 12.2
コイトオオヤツ２ゴウセン

木更津市大字矢那１５２７番４０地先 18.8
イトカワ、カミシロ１ゴウセン

大字糸川５５４番４地先 15.0
オオイ・コイトオオヤツセン

小糸大谷１０８番１地先 11.8
イズミ、ダイサク３ゴウセン

大字泉５４３番９地先 13.0
イズミ、ダイサク４ゴウセン

大字泉５３８番３７地先 15.0

その他 3166
大字大野台３１５番１地先 2.7

大野台、台線

その他 3167
大字大野台９９番１地先 3.0

大野台線

その他 3168
大字大野台５４１番１地先 3.5

大野台、堰下線

その他 3173
大字法木３８４番９０地先 6.4

小糸・久留里線

その他 3174
大字法木３８４番７２地先 3.0

法木、水場線

その他 3171
大字大野台７６９番１地先 2.5

大野台、五行台線

その他 3172
大字糸川１５９０番地先 2.5

糸川、金岡台線

その他 3175
大字糸川２２２５番１地先 5.0

糸川、笹原線

その他 3176
大字糸川２３５０番１地先 3.0

糸川、居下線

その他 3183
大字泉１９９番１地先 6.0

泉、並木１号線

その他 3184
大字糠田１８１番６９地先 6.0

糠田、西郷１号線

その他 3181
大字泉８５９番４地先 6.0

泉、荷倉１号線

その他 3182
大字泉５８９番２地先 6.0

泉、反田１号線

その他 3169
大字大野台４９５番地先 3.6

大野台、出口前線

その他 3170
大字大野台４８６番６地先 3.5

大野台、甚田渕線

その他 3185
大字糠田１８１番９８地先 6.0

糠田、西郷２号線

その他 3186
大字糠田１８１番６９地先 5.0

糠田、西郷３号線

その他 3191
大字小糸大谷５１１番２地先 5.0

小糸大谷１号線

その他 3192
大字小糸大谷５１４番地先 8.0

小糸大谷２号線

その他 3189
大字根本９４９番１地先 8.0

根本１号線

その他 3190
木更津市大字矢那１５２７番４０地先 3.6

根本２号線

その他 3177
大字大井戸１５５４番１地先 3.3

糸川、谷畑線

その他 3180
大字泉７７番８地先 4.0

泉団地１４号線

その他 3195
大字泉５３８番２１地先 6.0

泉、大作3号線

その他 3196
大字泉５３８番１１地先 6.0

泉、大作4号線

その他 3193
大字糸川５５４番１７地先 6.0

糸川、神代１号線

その他 3194
大井３３９番２地先 5.1

大井・小糸大谷線

その他 3187
大字糠田７５２番３地先 6.0

糠田、戸田前３号線

その他 3188
大字糠田７４２番１３地先 6.0

糠田、戸田前４号線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

イチジュク・ニツトネセン

大字大野台５２１番１地先 23.0
イチジュク、ナカジュクセン

大字市宿３２４番地先 4.7
ニツトネ、ウワノツボセン

大字日渡根１１３番地先 8.8
ニツトネ、タキザワセン

大字日渡根１８２番１地先 9.7
イチジュク、カミジュクセン

大字市宿３８２番６地先 3.5
イチジュク・カノウザンセン

大字鹿野山５８３番１地先 9.2
セイワイチバ、テラダセン

大字清和市場２２０番地先 9.1
セイワイチバ、アズマセン

大字清和市場４３７番３地先 8.0
セイワイチバ、マエサカセン

大字清和市場７１８番１８地先 6.7
セイワイチバ、タキヤツセン

大字清和市場７１２番地先 5.3
セイワイチバ・ニツトネセン

大字日渡根１９５番２地先 9.6
セイワイチバ、ハギュウセン

大字清和市場２６８番地先 5.3
ヒガシイノハラ、スナオシセン

大字東猪原１０６番２地先 6.1
ヒガシイノハラ、ミダセン

大字東猪原１８５番地先 4.2
ヒガシイノハラ、ゴマンブセン

大字東猪原１６３番地先 6.8
ヒガシイノハラ、チュウタセン

大字東猪原３５１番２地先 10.0
ヒガシイノハラ・オサカセン

大字東猪原、西猪原入会１番９地先 9.8
ニシイノハラ、ハタダセン

大字西猪原８５番１地先 4.1
ニシイノハラ、セキジタセン

大字西猪原８番地先 7.8
ニシイノハラ、セキバタセン

大字西猪原１７９番１地先 9.6
ニシイノハラ、コイドセン

大字西猪原３１７番４地先 9.0
ニシイノハラ、ニシダイセン

大字西猪原２２４番１地先 6.6
セイワイチバ、ウチジュクセン

大字清和市場４９５番地先 8.9
ニシアワグラ、シモダセン

大字西粟倉１３４番１地先 5.0
ニシアワグラ、マエハタ１ゴウセン

大字西粟倉１０２番地先 4.8
ニシアワグラ、マエハタ２ゴウセン

大字西粟倉１０７番地先 2.7
ヒガシアワグラ・ニシイノハラセン

大字西猪原３６７番５地先 12.3
ヒガシイノハラ・ヒガシアワグラセン

大字東粟倉４６１番地先 12.0
ヒガシイノハラ、タキノウエセン

大字東猪原４７０番１地先 5.8
ヒガシイノハラ、スワセン

大字東猪原４２８番１地先 7.5
ヒガシイノハラ、シグラセン

大字東猪原３２０番地先 7.8
ヒガシイノハラ、ヤマダセン

大字東猪原５７３番３地先 10.2
ニシイノハラ、ミヤダセン

大字西猪原４７１番１地先 7.3

その他 4003
大字日渡根１番１地先 4.0

日渡根、上の坪線

その他 4004
大字日渡根１３９番２地先 4.0

日渡根、滝沢線

その他 4001
大字市宿１６８番１地先 6.2

市宿・日渡根線

その他 4002
大字市宿３２５番地先 3.0

市宿、中宿線

その他 4007
大字清和市場３６６番１地先 5.0

清和市場、寺田線

その他 4008
大字清和市場４４５番１地先 2.3

清和市場、吾妻線

その他 4005
大字市宿３１１番地先 2.8

市宿、上宿線

その他 4006
大字市宿３７９番地先 0.9

市宿・鹿野山線

その他 4011
大字清和市場３０４番１地先 2.9

清和市場・日渡根線

その他 4012
大字清和市場３０２番１地先 2.5

清和市場、萩生線

その他 4009
大字清和市場４４４番地先 2.5

清和市場、前坂線

その他 4010
大字清和市場４４８番３地先 1.9

清和市場、滝谷線

その他 4015
大字東猪原１２４番３地先 3.5

東猪原、五万部線

その他 4016
大字東猪原１３２番地先 1.5

東猪原、仲田線

その他 4013
大字日渡根３６２番地先 3.4

東猪原、砂押線

その他 4014
大字東猪原１０６番２地先 2.9

東猪原、弥陀線

その他 4019
大字西猪原１６８番１地先 3.0

西猪原、堰下線

その他 4020
大字西猪原３７７番４地先 3.6

西猪原、堰端線

その他 4017
大字東猪原３７６番２地先 2.5

東猪原・大坂線

その他 4018
大字西猪原７３番３地先 3.0

西猪原、畑田線

その他 4023
大字市宿６６４番地先 2.6

清和市場、内宿線

その他 4024
大字西粟倉２番１地先 2.6

西粟倉、下田線

その他 4021
大字西猪原３７３番２地先 2.7

西猪原、小井戸線

その他 4022
大字西猪原２１０番２地先 3.0

西猪原、西台線

その他 4027
大字東粟倉１１８番５地先 5.0

東粟倉・西猪原線

その他 4028
大字西猪原１６６番１地先 2.2

東猪原・東粟倉線

その他 4025
大字西粟倉１１６番３地先 2.5

西粟倉、前畑１号線

その他 4026
大字西粟倉１０９番１地先 1.4

西粟倉、前畑２号線

その他 4031
大字東猪原２８７番地先 2.5

東猪原、市倉線

その他 4032
大字東猪原５１９番地先 3.0

東猪原、山田線

その他 4029
大字東猪原２６３番地先 2.8

東猪原、瀧ノ上線

その他 4030
大字東猪原２９７番１地先 2.8

東猪原、諏訪線

その他 4033
大字西猪原３５４番１地先 2.7

西猪原、宮田線
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備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ニシイノハラ、ヒロタセン

大字西猪原４３０番地先 5.9
ヒガシアワグラ、コノ１ゴウセン

大字東粟倉２９番地先 3.7
ヒガシアワグラ、コノ２ゴウセン

大字東粟倉４８番１地先 5.7
ヒガシアワグラ、ナカノダイセン

大字東粟倉３６番１地先 9.6
ニシアワグラ・ヒガシアワグラセン

大字西粟倉８６番３地先 9.7
ヒガシアワグラ、カワヅラダイセン

大字東粟倉１６１番１地先 12.8
ヒガシアワグラ、カワダイセン

大字東粟倉２３４番地先 5.5
ヒガシアワグラ、アタゴセン

大字東粟倉２５５番地先 13.2
ヒガシアワグラ、ヒイラギセン

大字東粟倉３６７番地先 9.7
ウエハタ、アオトダイセン

大字平田１７１番５地先 9.3
ウエハタ、チムラセン

大字植畑２５、２６、２７合番３地先 4.7
ヒガシアワグラ、カキヤマダセン

大字東粟倉５７８番３地先 5.2
ヒラツタ、ニシヤツセン

大字植畑１０３２番地先 10.7
ヒラツタ、シモナカザワセン

大字平田３１５番１地先 7.5
ウエハタ、クルミワキセン

大字植畑１０８番１地先 8.5
ウエハタ、ホンゴウセン

大字植畑２１７番１地先 8.5
ウエハタ、ホンゴウダイセン

大字植畑２００番１地先 7.2
ウエハタ、オオハラダイセン

大字植畑４４０番２地先 7.0
ウエハタ、コガネブチセン

大字植畑３２６番１地先 6.5
ウエハタ、ヒガシオオハラセン

大字植畑６２４番１３地先 16.9
ヒガシヒカサ・フタイリセン

大字二入３６６番１地先 18.2
ヒガシヒカサ、ウエノダイセン

大字東日笠５８０番３地先 5.3
ヒガシヒカサ、カヂカヤツセン

大字東日笠２１７番２地先 6.9
ウエハタ、ヒガシムツボリセン

大字植畑７２４番１地先 13.2
ウエハタ、ミナミウツボザワセン

大字植畑９６７番２地先 6.3
ヒガシヒカサ、コブネセン

大字東日笠３３４番地先 4.4
ヒガシヒカサ、ハナタテセン

大字東日笠３８３番１地先 5.0
ニシヒカサ、ナカムラセン

大字西日笠４９５番１地先 8.5
ニシヒカサ、クボダイセン

大字西日笠４０７番地先 4.5
フタイリ、カワバタセン

大字二入３５０番地先 13.1
フタイリ、ナカノサクセン

大字二入１４２番地先 7.2
フタイリ、マツヤマセン

大字二入４８０番地先 6.5
フタイリ、マエガサキセン

大字二入２３９番地先 4.8

その他 4035
大字東粟倉３４番１地先 2.8

東粟倉、小野１号線

その他 4036
大字東粟倉３９番地先 2.5

東粟倉、小野２号線

その他 4034
大字西猪原３１６番２地先 2.5

西猪原、廣田線

その他 4039
大字東粟倉９３番２地先 2.4

東粟倉、川面代線

その他 4040
大字東粟倉２２９番１地先 2.2

東粟倉、川代線

その他 4037
大字東粟倉２８９番１地先 2.5

東粟倉、中ノ代線

その他 4038
大字西粟倉１１８番１地先 5.5

西粟倉・東粟倉線

その他 4043
大字平田４６番３地先 4.7

植畑、青戸台線

その他 4044
大字植畑１３３番地先 3.0

植畑、千村線

その他 4041
大字東粟倉４２０番６地先 3.0

東粟倉、愛宕線

その他 4042
大字東粟倉４１０番１地先 1.7

東粟倉、柊線

その他 4047
大字平田２４９番１地先 7.5

平田、下仲沢線

その他 4048
大字植畑７７番２地先 3.5

植畑、胡桃脇線

その他 4045
大字東粟倉５５１番地先 2.6

東粟倉、柿山田線

その他 4046
大字平田１６８番３地先 2.7

平田、西谷線

その他 4051
大字植畑２８２番１地先 3.8

植畑、大原台線

その他 4052
大字植畑４１２番１地先 3.0

植畑、小金渕線

その他 4049
大字植畑１０９番１地先 3.7

植畑、本郷線

その他 4050
大字植畑２２３番１地先 4.7

植畑、本郷台線

その他 4055
大字東日笠５３８番２地先 2.8

東日笠、上ノ台線

その他 4056
大字東日笠２９６番２地先 3.2

東日笠、鍛治ヶ谷線

その他 4053
大字植畑４１１番地先 4.4

植畑、東大原線

その他 4054
大字東日笠１４９番１地先 1.5

東日笠・二入線

その他 4059
大字東日笠３３０番３地先 2.2

東日笠、小船線

その他 4060
大字東日笠４４５番３地先 2.3

東日笠、花立線

その他 4057
大字植畑６６７番地先 4.0

植畑、東六ッ堀線

その他 4058
大字植畑５２５番１地先 2.5

植畑、南打保沢線

その他 4063
大字二入２８番３地先 1.0

二入、川端線

その他 4064
大字二入９６番８地先 2.0

二入、中ノ作線

その他 4061
大字西日笠３１１番１地先 0.5

西日笠、中村線

その他 4062
大字西日笠３９９番２地先 2.0

西日笠、久保台線

その他 4065
大字二入３９６番１地先 2.0

二入、松山線

その他 4066
大字二入３６５番１地先 2.0

二入、前ヶ崎線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ツジモリ、アラハナセン

大字辻森６８番地先 9.7
ツジモリ、ムコウヤマセン

大字辻森１０５番３地先 5.0
ツジモリ、シタノマチセン

大字辻森１３２番１地先 3.9
ツジモリセン

大字辻森２６１番内－２地先 10.5
ツジモリ、クボダイセン

大字辻森３９７番地先 8.2
ツジモリ、ツルマイセン

大字辻森１９９番内－２地先 6.1
オオイワ、ウエノダイセン

大字大岩２２５番２地先 14.8
オオイワ、ニシノマエセン

大字大岩１４０番地先 13.0
オオイワ、イノウエセン

大字大岩４６番地先 6.2
オオイワ、シタムラセン

大字大岩４５番１地先 6.3
マサキ、ウメノキダイセン

大字正木８４番２地先 7.4
マサキ、ウチコシセン

大字正木１９９番２地先 4.8
マサキ、ナカダイセン

大字正木２７３番２地先 5.7
シュクバラ、クボダイセン

大字宿原１８８番１地先 11.3
ヌタザワ、サワマセン

大字怒田沢２３番１地先 5.5
シュクバラ、ミシマジンジャセン

大字宿原８２１番地先 9.5
シュクバラ、キタノサクセン

大字宿原３５３番地先 6.9
シュクバラ、シミズマエセン

大字宿原３４０番１地先 8.8
マサキ、カワマタセン

大字正木３２９番２地先 6.5
マサキ、ヒガシダイセン

大字正木３９１番２地先 5.7
シユクバラ、ヤナギダイセン

大字宿原２９６番１地先 8.0
ヌタザワ、カネバセン

大字怒田沢３１６番２地先 7.0
ヌタザワ、ウエノハラセン

大字怒田沢１５２番地先 5.9
タビナ、キタネセン

大字旅名１３８番３地先 5.8
タビナ、ヤツカタセン

大字旅名５７番１地先 7.4
タビナ、ホリコミセン

大字旅名５９番２地先 4.9
タビナ、アナノツカセン

大字旅名３８１番地先 10.1
タビナ、ヨコミチセン

大字旅名４６２番地先 2.9
タビナ、ギョウタロウセン

大字旅名３９８番地先 13.1
オクゴメ、オオシカグラセン

大字奥米４４５番１地先 8.5
オクゴメ、メグタセン

大字奥米２４６番１地先 7.0
タビナ、マルヅカセン

大字旅名４８２番地先 9.3
トヨフサ、クラサワセン

大字豊英旧倉沢１４１番９地先 11.3

その他 4067
大字二入４４１番内－２地先 2.6

辻森、荒花線

その他 4068
大字辻森３４３番１地先 2.5

辻森、向山線

その他 4071
大字辻森５９２番１地先 2.6

辻森、久保台線

その他 4072
大字辻森２６４番５地先 3.4

辻森、鶴舞線

その他 4069
大字辻森１０１番１地先 2.8

辻森、下ノ町線

その他 4070
大字辻森３４１番３地先 3.3

辻森線

その他 4075
大字大岩２３９番２地先 4.0

大岩、井ノ上線

その他 4076
大字大岩２２７番２地先 2.2

大岩、下村線

その他 4073
大字大岩２８６番６地先 2.0

大岩、上ノ台線

その他 4074
大字大岩２４４番１地先 4.0

大岩、西ノ前線

その他 4079
大字正木２８８番１地先 4.0

正木、中台線

その他 4080
大字宿原７１４番、７１５番合併－１地先 2.5

宿原、久保台線

その他 4077
大字正木１２８番４地先 2.0

正木、梅ノ木台線

その他 4078
大字正木１８２番２地先 3.5

正木、打越線

その他 4083
大字宿原３１２番１地先 4.0

宿原、北ノ作線

その他 4084
大字宿原３３８番２地先 4.7

宿原、清水前線

その他 4081
大字怒田沢４５番地先 3.5

怒田沢、沢間線

その他 4082
大字宿原６３７番３地先 3.3

宿原、三島神社線

その他 4087
大字宿原３４１番地先 2.7

宿原、柳台線

その他 4088
大字怒田沢２２０番地先 3.0

怒田沢、鐘場線

その他 4085
大字正木４５５番内－１地先 2.1

正木、川又線

その他 4086
大字正木３２２番地先 1.8

正木、東台線

その他 4091
大字旅名２１８番１地先 4.0

旅名、谷方線

その他 4092
大字旅名６１番１地先 3.0

旅名、堀込線

その他 4089
大字怒田沢１６０番１地先 3.8

怒田沢、上ノ原線

その他 4090
大字旅名２１３番１地先 3.0

旅名、北根線

その他 4095
大字旅名４６０番２地先 2.7

旅名、行太呂線

その他 4096
大字奥米１２８番１地先 1.0

奥米、大鹿倉線

その他 4093
大字旅名１９番地先 3.0

旅名、穴ノ塚線

その他 4094
大字旅名４６０番２地先 1.8

旅名、横道線

その他 4099
大字豊英旧倉沢８４番１地先 3.1

豊英、倉沢線

その他 4097
大字奥米１８７番３地先 1.5

奥米、廻田線

その他 4098
大字旅名４６９番１地先 3.7

旅名、丸塚線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

トヨフサ、ムカイセン

大字豊英旧倉沢８６番２地先 8.9
トヨフサ、ウエノダイセン

大字豊英旧倉沢１１６番２地先 5.5
トヨフサ、ウエガタセン

大字豊英旧倉沢９８番１地先 5.1
トヨフサ、キワダセン

大字豊英旧奥畑３１４番１地先 8.6
トヨフサ、キワダムコウセン

大字豊英旧倉沢５３６番１地先 4.4
トヨフサ、オクハタセン

大字豊英旧奥畑１８６番地先 6.4
ヒガシアワグラ、ナカノダイ１ゴウセン

大字東粟倉字中ノ代２９８番２３地先 9.8
ヒガシアワグラ、ナカノダイ２ゴウセン

大字東粟倉４１６番３地先 10.7
ヒガシヒカサ、アバツシダイセン

大字東日笠９６番９地先 10.5
オオイワセン

大岩２３５番２地先 12.6
オオイワ・シュクバラセン

宿原６３５番２地先 11.0
シュクバラ・タビナセン

旅名１８０番４地先 10.0
トヨフサセン

豊英旧奥畑４番７地先 12.6

その他 4100
大字豊英旧倉沢８８番地先 4.0

豊英、向線

その他 4103
大字豊英旧倉沢４８５番１地先 3.5

豊英、木和田線

その他 4104
大字豊英旧倉沢５６０番７地先 2.5

豊英、木和田向線

その他 4101
大字豊英旧倉沢９５番１地先 2.9

豊英、植ノ台線

その他 4102
大字豊英旧倉沢１０３番地先 3.5

豊英、植形線

その他 4107
大字東粟倉２９５番２地先 4.0

東粟倉、中ノ代２号線

その他 4108
大字東日笠９６番２４地先 6.0

東日笠、安婆津志台線

その他 4105
大字豊英旧奥畑１１３番１地先 2.8

豊英、奥畑線

その他 4106
大字東粟倉字中ノ代２９８番２５地先 5.4

東粟倉、中ノ代１号線

その他 4111
宿原３８５番１地先 4.5

宿原・旅名線

その他 4112
豊英旧倉沢２７０番１地先 4.6

豊英線

その他 4109
大岩２８８番５地先 5.6

大岩線

その他 4110
大岩３７８番２地先 4.6

大岩・宿原線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヤマモト、オオミヤダイセン

大字山本１９２９番１地先 6.6
ヤマモト、バンダイシタセン

大字山本１７２７番２地先 6.7
ヤマモト、シミズセン

大字山本１５９５番１地先 7.9
ヤマモト、トリイドセン

大字山本１７２４番地先 6.6
ヤマモト、ノモトセン

大字山本３３８番１地先 5.5
ニシバラ・キサラヅセン

大字山本２３８番地先 7.5
ニシバラ、クマサキセン

大字西原１３６２番２地先 3.7
ニシバラ、ネガタセン

大字西原１１１９番地先 9.8
ニシバラ、コシマキセン

大字西原６２２番２地先 7.0
ニシバラ、ナカゴウセン

大字西原５０４番地先 5.8
ニシバラ、モンゼンセン

大字西原６１５番２地先 3.6
カエフチ、シモフルカワセン

大字賀恵淵１１４５番地先 4.7
ニシバラ、シモジュクセン

大字西原９４１番１地先 6.5
カエフチ、カミジュクセン

大字賀恵淵８６７番地先 4.9
カエフチ、ゴタンメセン

大字賀恵淵１１２１番１地先 8.0
ニシバラ、オオツボセン

大字賀恵淵１０３７番２地先 13.3
ニシバラ・カエフチセン

大字賀恵淵３７４番４地先 7.0
カエフチ、ムネマエダセン

大字賀恵淵６１２番地先 9.6
カエフチ、サクダセン

大字賀恵淵６３０番地先 6.9
カエフチ、マキノウチセン

大字賀恵淵４８１番地先 6.0
トザキ、シボイセン

大字西原７８５番１地先 7.3
ニシバラ、イソベ１ゴウセン

大字西原７６７番１地先 8.0
ニシバラ、イソベ２ゴウセン

大字西原７０８番１地先 6.4
トザキ、コダイセン

大字戸崎２３３２番１地先 20.4
トザキ、ジンヤダイセン

大字戸崎２１８３番１地先 8.6
サンダ、コクダイセン

大字三田２３７番地先 6.3
サンダ、ケナシダセン

大字末吉３８７番地先 20.6
スエヨシチュウオウセン

大字末吉３５９番７地先 4.6
スエヨシ、ロクタンダセン

大字三田２９０番１地先 4.1
スエヨシ、クニヨシダセン

大字末吉４番１地先 3.9
タワラダ、スナツタセン

大字末吉９７１番１地先 5.1
タワラダ・ニシバラセン

大字山本１４８８番１地先 19.0
スエヨシ、ヤエナリタセン

大字俵田１１４２番地先 14.5

その他 5003
大字山本１０５１番地先 3.4

山本、清水線

その他 5004
大字山本８１３番１地先 2.9

山本、鳥井戸線

その他 5001
大字山本１９０３番１地先 3.2

山本、大宮代線

その他 5002
大字山本１７２６番１地先 2.6

山本、番代下線

その他 5007
大字西原１３２４番１地先 1.8

西原、熊崎線

その他 5008
大字西原１０４４番１地先 2.9

西原、根方線

その他 5005
大字山本８４７番１地先 3.0

山本、野元線

その他 5006
大字西原２２７番１地先 3.5

西原・木更津線

その他 5011
大字西原６１８番地先 2.5

西原、門前線

その他 5012
大字西原７９２番１地先 3.0

賀恵淵、下古川線

その他 5009
大字西原５２７番１地先 3.0

西原、腰巻線

その他 5010
大字西原４９６番地先 3.3

西原、中郷線

その他 5015
大字賀恵淵８８２番１地先 3.5

賀恵淵、五反目線

その他 5016
大字西原５８６番地先 4.0

西原、大坪線

その他 5013
大字西原９７１番１地先 4.0

西原、下宿線

その他 5014
大字賀恵淵９３０番１地先 2.5

賀恵淵、上宿線

その他 5019
大字賀恵淵６９３番地先 2.7

賀恵淵、作田線

その他 5020
大字賀恵淵１０６３番地先 2.5

賀恵淵、槇ノ内線

その他 5017
大字西原８３１番３地先 2.8

西原・賀恵淵線

その他 5018
大字賀恵淵３７３番１地先 2.8

賀恵淵、宗前田線

その他 5023
大字西原７１１番２地先 4.0

西原、磯辺２号線

その他 5024
大字戸崎２２２８番１地先 3.0

戸崎、小台線

その他 5021
大字戸崎１９９３番２地先 3.3

戸崎、志保井線

その他 5022
大字西原７３９番２地先 3.2

西原、磯辺１号線

その他 5027
大字三田２７０番１地先 2.5

三田、毛無田線

その他 5028
大字末吉３３７番１地先 3.2

末吉中央線

その他 5025
大字戸崎２１４６番地先 3.5

戸崎、陣屋台線

その他 5026
大字三田３９９番２地先 2.4

三田、石代線

その他 5031
大字賀恵淵１９１番１地先 2.9

俵田、砂田線

その他 5032
大字俵田１０９２番１地先 2.2

俵田・西原線

その他 5029
大字末吉８８９番４地先 2.8

末吉、六反田線

その他 5030
大字末吉２番３地先 3.3

末吉、国吉田線

その他 5033
大字末吉１０４５番地先 2.5

末吉、八重成田線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

スエヨシ、タケノウチセン

大字俵田１３５１番１地先 4.6
スエヨシ、ウシロジュクセン

大字末吉３８９番１地先 7.3
スエヨシ、ジュクセン

大字末吉９１８番１地先 4.5
スエヨシ、ヒガシバタケセン

大字末吉８６１番地先 3.5
スエヨシ、クボタセン

大字末吉５８９番１地先 7.2
ハセガワ、イワサキセン

大字長谷川１２６５番１地先 6.1
ハセガワ、ハナレヤマセン

大字長谷川９５５番地先 6.0
ハセガワ、オオバタケセン

大字長谷川１２２９番地先 10.8
ハセガワ、クマタケセン

大字長谷川５６９番１地先 14.0
ハセガワ、シモヒラツタセン

大字長谷川３８１番地先 5.8
ハセガワ、カミヒラツタセン

大字長谷川２１７番地先 4.9
ハセガワ、ハセガワヤツセン

大字長谷川１４３番地先 8.4
オビツダイ、トオツボセン

大字小櫃台１３４番５地先 4.0
ハセガワ、カワヅラダイセン

大字小櫃台１４５番地先 11.4
ハセガワ・ミノワセン

大字箕輪５０５番１地先 6.5
ミノワ、ヤツセン

大字箕輪５４４番７地先 6.9
タワラダ、ハラガワセン

大字俵田７９８番１地先 3.6
タワラダ、マツメンセン

大字俵田１０２９番地先 3.5
タワラダ、アオキダイセン

大字賀恵淵３９番４地先 5.5
タワラダ、ニシアオキダイセン

大字俵田９１０番２地先 7.3
カエフチ、アケミチセン

大字賀恵淵４４番１地先 6.4
カエフチ、ヒロナガセン

大字賀恵淵１２４番１地先 5.2
トザキ、ミヤノマエセン

大字戸崎６６３番２地先 6.2
トザキ、モリシタウシロセン

大字戸崎３１７番３地先 7.5
トザキ、タナカセン

大字戸崎２８０番地先（仮） 21.0
トザキ・カエフチセン

大字賀恵淵４８０番２地先 9.0
トザキ、セキノマエセン

大字戸崎１４３７番地先 7.1
トザキ、ドウジョウヤツセン

大字戸崎１４１２番地先 5.5
トザキ、カミダイセン

大字戸崎１４１１番１地先 9.5
トザキ、カミゼキセン

大字戸崎１５６８番地先 9.5
トザキ、オツパセン

大字戸崎１５５８番１地先 7.9
トザキ、ミネセン

大字戸崎１６２２番１地先 9.6
トザキ、シモボウヤツセン

大字戸崎１８６９番地先 4.9

その他 5035
大字末吉１番１地先 2.4

末吉、後宿線

その他 5036
大字末吉９２０番１地先 3.3

末吉、宿線

その他 5034
大字末吉１０６７番１地先 3.0

末吉、竹ノ内線

その他 5039
大字長谷川１１３８番地先 1.8

長谷川、岩崎線

その他 5040
大字長谷川９２６番１地先 4.0

長谷川、離山線

その他 5037
大字末吉８５６番５地先 2.5

末吉、東畑線

その他 5038
大字末吉９３２番１地先 2.5

末吉、久保田線

その他 5043
大字長谷川３３３番地先 3.0

長谷川、下平田線

その他 5044
大字長谷川２３３番地先 3.2

長谷川、上平田線

その他 5041
大字長谷川７６８番２地先 4.0

長谷川、大畑線

その他 5042
大字長谷川７５１番１地先 3.3

長谷川、熊竹線

その他 5047
大字長谷川２１３番７地先 2.9

長谷川、川面台線

その他 5048
大字長谷川２６３番１地先 1.8

長谷川・箕輪線

その他 5045
大字長谷川２２４番地先 3.6

長谷川、長谷川谷線

その他 5046
大字小櫃台１０２番２地先 2.5

小櫃台、遠坪線

その他 5051
大字俵田１３０６番地先 2.0

俵田、松免線

その他 5052
大字俵田７６３番３地先 2.0

俵田、青木台線

その他 5049
大字箕輪５１０番３地先 2.0

箕輪、谷線

その他 5050
大字俵田１３１０番１地先 2.0

俵田、腹川線

その他 5055
大字賀恵淵９０番１地先 3.9

賀恵淵、広長線

その他 5056
大字戸崎８１０番１地先 2.5

戸崎、宮ノ前線

その他 5053
大字俵田８９９番１地先 2.5

俵田、西青木台線

その他 5054
大字賀恵淵１番１地先 2.5

賀恵淵、明道線

その他 5059
大字戸崎７００番１０地先 2.5

戸崎・賀恵淵線

その他 5060
大字戸崎６９８番８地先 3.3

戸崎、関ノ前線

その他 5057
大字戸崎３２３番地先 4.0

戸崎、森下後線

その他 5058
大字戸崎７４３番１地先 2.9

戸崎、田中線

その他 5063
大字戸崎１５７１番１地先 5.0

戸崎、上堰線

その他 5064
大字戸崎１５９７番１地先 2.8

戸崎、追場線

その他 5061
大字戸崎１２５２番１地先 2.5

戸崎、道浄谷線

その他 5062
大字戸崎６８５番２地先 2.8

戸崎、上台線

その他 5065
大字戸崎１８５１番１地先 2.9

戸崎、峯線

その他 5066
大字戸崎１７４０番１地先 2.5

戸崎、下坊谷線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

トザキ、オグラセン

大字戸崎２６５０番１地先 24.5
トザキ、センブチダイセン

大字戸崎１５０１番１地先 7.8
トザキ、ウエハラセン

大字戸崎１０５９番地先 4.2
イワデ、シモカワセン

大字岩出３０７番地先 7.4
イワデ、フドウセン

大字岩出６０１番地先 5.3
イワデ、タジリセン

大字岩出２０３番地先 3.6
スエヨシ、ムコウバラセン

大字末吉１２５４番１地先 8.4
カミニツタ、ミナミシタセン

大字上新田１０番３地先 6.7
タワラダ、シタヤセン

大字上新田２４番２地先 7.5
タワラダテイシャジョウセン

大字俵田１６４１番１地先 5.2
タワラダ、ウバガミセン

大字俵田３９５番２地先 6.2
タワラダ、ウバガミダイセン

大字俵田７０２番２地先 4.5
タワラダ、ホリゴメセン

大字俵田７９３番３地先 6.5
タワラダ、マエバラセン

大字俵田１９８番地先 6.3
タワラダ、ハリヤマセン

大字上新田５３１番１地先 11.0
タワラダ、キクザワセン

大字俵田１７番１地先 4.3
ミノワ、ナカミゾセン

大字箕輪４３６番地先 7.8
ミノワ、ハダセン

大字箕輪７７３番１地先 6.4
ミノワセン

大字箕輪２３４番地先 19.5
ミノワ、ウエバラセン

大字箕輪字乙１３８６番２地先 14.5
ミノワ、ダゴダセン

大字箕輪１２０２番１地先 5.0
ミノワ、スナオシセン

大字箕輪１１７０番１地先 12.2
アオヤギ、シタバラセン

大字青柳５８４番地先 7.0
アオヤギ、キタノサキセン

大字青柳５５２番地先 8.0
アオヤギ、シタノダイセン

大字青柳５４４番１地先 5.3
アオヤギ、ウチバタケセン

大字青柳６３６番１地先 9.8
アオヤギセン

大字青柳５７６番地先 9.0
テラザワ、クワダセン

大字寺沢１４９番地先 8.3
テラザワ、ハギヤマセン

大字寺沢７４５番地先 15.8
テラザワ、ウリガサクセン

大字寺沢７４９番６地先 3.4
テラザワ、ヤツセン

大字寺沢２７７番１地先 9.9
テラザワ、タケシタセン

大字寺沢４７８番１地先 3.7
テラザワ、ザオウダイセン

大字寺沢９１１番地先 4.0

その他 5067
大字戸崎２４１３番２地先 6.9

戸崎、小倉線

その他 5068
大字戸崎２６０１番１地先 3.0

戸崎、千渕台線

その他 5071
大字岩出２３７番２地先 2.5

岩出、不動線

その他 5072
大字岩出１７７番１地先 2.2

岩出、田尻線

その他 5069
大字戸崎２７５１番２地先 2.0

戸崎、上原線

その他 5070
大字岩出３６０番２地先 2.7

岩出、下川線

その他 5075
大字俵田１５４５番１地先 4.5

俵田、下谷線

その他 5076
大字俵田１６３８番９地先 3.0

俵田停車場線

その他 5073
大字末吉１１９０番１地先 2.5

末吉、向原線

その他 5074
大字上新田５０番地先 4.5

上新田、南下線

その他 5079
大字俵田３１３番地先 2.0

俵田、堀込線

その他 5080
大字俵田４１０番地先 2.0

俵田、前原線

その他 5077
大字俵田７２１番１地先 2.7

俵田、姥神線

その他 5078
大字俵田７２５番２地先 1.8

俵田、姥神台線

その他 5083
大字箕輪９２７番３地先 3.0

箕輪、中溝線

その他 5084
大字箕輪２４番地先 2.5

箕輪、羽田線

その他 5081
大字俵田２０７番２地先 4.5

俵田、張山線

その他 5082
大字俵田２５番１地先 3.5

俵田、菊沢線

その他 5087
大字箕輪１１５７番２地先 2.7

箕輪、ダゴタ線

その他 5088
大字青柳７７０番６地先 3.0

箕輪、砂押線

その他 5085
大字箕輪８３０番２地先 3.0

箕輪線

その他 5086
大字箕輪１１７１番地先 5.0

箕輪、上原線

その他 5091
大字青柳４７５番地先 3.0

青柳、下ノ台線

その他 5092
大字青柳２４９番地先 3.8

青柳、内畑線

その他 5089
大字青柳６０４番地先 4.5

青柳、下原線

その他 5090
大字青柳４５６番地先 3.0

青柳、北ノ崎線

その他 5095
大字寺沢６８６番６地先 3.0

寺沢、萩山線

その他 5096
大字寺沢８００番１地先 3.0

寺沢、瓜ヶ作線

その他 5093
大字青柳３９番地先、４０番１地先 4.4

青柳線

その他 5094
大字寺沢６７８番１地先 3.0

寺沢、桑田線

その他 5099
大字寺沢２３３番２、２３３番３合併－３地先 2.5

寺沢、座王台線

その他 5097
大字岩出６２７番１地先 2.2

寺沢、谷線

その他 5098
大字寺沢２３７番５地先 2.0

寺沢、竹下線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

イワデ、ネブヅカセン

大字岩出１６８番１地先 15.7
イワデ・テラサワセン

大字岩出６３１番１地先 13.8
オビツマツオカセン

久留里市場字下町５８９番１地先 18.9
ニシバラセン

西原７５０番１地先 8.8
トザキ、イナニズカセン

戸崎１００８番１地先 12.9
スエヨシセン

末吉５８９番４地先 12.5
オビツテイシャバセン

大字末吉１４４番１地先 9.8
タワラダ、アトハラセン

大字俵田２４６番２地先 33.0
その他 5107

大字俵田３００番１地先 5.1
俵田、後原線

その他 5105
末吉８９７番３地先 6.5

末吉線

その他 5106
大字末吉１０５５番３地先 5.1

小櫃停車場線

その他 5100
大字岩出１２９番２地先 8.2

岩出、念佛塚線

その他 5103
西原１５３４番地先 5.2

西原線

その他 5104
戸崎８５６番１地先 5.0

戸崎、稲荷塚線

その他 5101
大字岩出２７９番１地先 4.2

岩出・寺沢線

その他 5102
山本字湯名下５番１地先 6.4

小櫃松丘線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヨシノ、タキハラセン

大字吉野２５番１地先 6.3
ヨシノ、ミナミチセン

大字吉野３９７番地先 15.8
ヨシノ、ハシリグチセン

大字吉野１４番地先 4.2
クルリオオヤツ、シモトグラセン

大字久留里大谷３６１番地先 5.7
クルリオオヤツ、シモタダセン

大字久留里大谷３７９番１地先 4.2
クルリオオヤツ、ヒノデザワセン

大字久留里大谷８０１番地先 7.5
カワヤツ、オシマワリセン

大字川谷２８１番１地先 6.0
カワヤツ、オドリボウセン

大字川谷３６６番地先 15.1
カワヤツ、ヒジリサワセン

大字川谷４４２番１地先 3.0
カワヤツ、シタダセン

大字川谷３８９番地先 3.8
カワヤツ、カワサキセン

大字川谷５６６番地先 4.8
カワヤツ、カマガホリセン

大字川谷７３９番地先 4.3
ヌダ・カワヤツセン

大字川谷１１２３番１地先 5.3
カワヤツ、チョウジャ1ゴウセン

川谷１１９０番地先 8.8
クルリイチバ・コイチブセン

大字小市部９４番地先 8.8
クルリイチバ、サンノウマエセン

大字久留里市場８１３番１地先 5.4
クルリイチバ、シンマチ１ゴウセン

大字久留里市場７２３番地先 6.8
クルリイチバ、シンマチ２ゴウセン

大字久留里５５９番地先 6.1
クルリ、アンジュ１ゴウセン

大字久留里市場９１３番２地先 10.3
クルリ、アンジュ２ゴウセン

大字久留里５０９番地先 3.5
クルリ、アンジュ３ゴウセン

大字久留里５１７番１地先 6.3
クルリイチバ、アンジュハラセン

大字久留里４９７番１地先 8.1
クルリイチバ、ネダ１ゴウセン

大字久留里市場７２２番地先 7.6
クルリイチバ、ネダ２ゴウセン

大字久留里５５９番地先 8.7
クルリイチバ、カミチョウセン

大字久留里市場８６１番３地先 11.0
クルリイチバ、シモチョウヒガシセン

大字久留里市場５８０番４地先 6.2
クルリイチバ、ヒガシウシロセン

大字久留里市場５６１番３地先 2.5
クルリイチバ、サワムコウセン

大字久留里市場６２９番地先 6.0
クルリイチバ、ニシウシロセン

大字久留里市場５０６番４地先 5.1
クルリイチバ、シモチョウニシセン

大字久留里市場４９５番２地先 15.6
クルリエキテイシャジョウセン

大字久留里市場２０２番２地先 30.5
クルリイチバ、ナカチョウセン

大字久留里市場１８５番１７地先 6.3
クルリイチバ、シモタバタセン

大字久留里市場３９番１地先 8.5

その他 6003
大字吉野１２２番２地先 2.1

吉野、走口線

その他 6004
大字久留里大谷２番２地先 2.8

久留里大谷、下戸蔵線

その他 6001
大字吉野３６６番地先 3.5

吉野、滝原線

その他 6002
大字吉野１６０番１地先 5.5

吉野、皆道線

その他 6007
大字川谷８９番１地先 2.5

川谷、押廻線

その他 6008
大字川谷３５４番４地先 3.8

川谷、踊坊線

その他 6005
大字久留里大谷４０５番１地先 2.5

久留里大谷、下夕田線

その他 6006
大字久留里大谷３９２番１地先 3.0

久留里大谷、日出沢線

その他 6011
大字川谷５７８番３地先 2.0

川谷、川崎線

その他 6012
大字川谷８２７番１地先 2.5

川谷、釜ヶ堀線

その他 6009
大字川谷３８３番１地先 2.3

川谷、日尻沢線

その他 6010
大字川谷４２６番１地先 2.3

川谷、下夕田線

その他 6015
大字久留里市場８３４番１地先 4.5

久留里市場・小市部線

その他 6016
大字久留里市場７２３番地先 3.5

久留里市場、山王前線

その他 6013
大字怒田１５６７番１地先 1.8

怒田・川谷線

その他 6014
川谷１１７４番内地先 2.2

川谷、長者１号線

その他 6019
大字久留里市場７７番１地先 3.6

久留里、安住１号線

その他 6020
大字久留里５０５番地先 2.5

久留里、安住２号線

その他 6017
大字久留里市場６９６番１地先 3.4

久留里市場、新町１号線

その他 6018
大字久留里市場７１４番１地先 3.9

久留里市場、新町２号線

その他 6023
大字久留里市場７０４番１地先 3.6

久留里市場、根田１号線

その他 6024
大字久留里市場８６２番地先 2.5

久留里市場、根田２号線

その他 6021
大字久留里市場５４番１地先 4.8

久留里、安住３号線

その他 6022
大字久留里市場７６番３地先 2.3

久留里市場、安住原線

その他 6027
大字久留里市場５６３番１地先 2.5

久留里市場、東後線

その他 6028
大字久留里市場６１９番１－１地先 2.9

久留里市場、沢向線

その他 6025
大字久留里市場１０３番２地先 3.8

久留里市場、上町線

その他 6026
大字久留里市場１６１番２地先 2.7

久留里市場、下町東線

その他 6031
大字久留里市場５３６番５地先 6.8

久留里駅停車場線

その他 6032
大字久留里市場１４１番１地先 2.8

久留里市場、仲町線

その他 6029
大字久留里市場５０９番２地先 3.5

久留里市場、西後線

その他 6030
大字久留里市場３９番１地先 3.2

久留里市場、下町西線

その他 6033
大字久留里市場５６番地先 0.9

久留里市場、下夕畑線

DAXX －　61　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

クルリオオワダ・ウラタセン

大字浦田２番地先 8.2
クルリイチバ、フルカワ１ゴウセン

大字久留里市場３３６番１地先 14.0
クルリイチバ、フルカワ２ゴウセン

大字久留里市場３６３番６地先 10.7
クルリオオワダ・トミダセン

大字向郷７４９番１地先 5.0
トミダ・アタゴセン

大字愛宕６２番地先 10.0
トミダセン

大字富田９４番３地先 10.5
アタゴ、クニミツセン

大字愛宕３４番地先 6.9
ムカイゴウ、クズハラダイセン

大字向郷２１８６番地先 3.5
ムカイゴウ、コウシンザワセン

大字向郷８８４番２地先 12.7
ムカイゴウセン

大字向郷３２９番１地先 7.5
ムカイゴウ、セキバラセン

大字向郷１１３７番１地先 5.0
ムカイゴウ、ノリオシセン

大字向郷２１２８番地先 3.8
アタゴ、ヤツセン

大字愛宕２７４番６地先 6.2
アタゴ、ハラセン

大字愛宕１７４番２地先 4.0
アタゴ、ミスミセン

大字愛宕１９８番１地先 11.8
ムカイゴウ・アタゴセン

大字向郷１０４９番２地先 15.0
ムカイゴウ、オクスダセン

大字向郷１６２８番地先 4.0
ヤマタキノ、ニシノセン

大字山滝野１２０８番１地先 6.3
ヤマタキノ、ナカハラセン

大字山滝野１０９８番２６地先 6.8
ヤマタキノ、シュクドセン

大字山滝野７５３番地先 6.0
ヤマタキノ、カノハラセン

大字芋窪２１９番地先 7.9
ムカイゴウ、ギョウニンバラセン

大字向郷１８３７番地先 5.3
ムカイゴウ・クリツボセン

大字向郷２０番１地先 8.3
ムカイゴウ、オオミヤシタセン

大字向郷１９６７番地先 4.0
ムカイゴウ、シモマツヤマセン

大字向郷１２１０番地先 9.0
ムカイゴウ、カミマツヤマセン

大字向郷１２１５番２地先 4.0
ムカイゴウ、マエバシシタセン

大字向郷１９９２番地先 7.6
ムカイゴウ、ハシドセン

大字向郷１９７０番地先 6.0
ムカイゴウ、ドウメキセン

大字向郷２０１６番地先 4.8
ウラタ、シモダイモンセン

大字浦田２５４７番地先 5.3
ウラタ、マザキセン

大字浦田２８３番１地先 6.2
ウラタ、タモセン

大字浦田２４７８番地先 9.0
クルリ、オオテソトセン

大字久留里２１１番１地先 6.3

その他 6035
大字久留里市場３８１番９地先 3.4

久留里市場、古川１号線

その他 6036
大字久留里市場３５０番４地先 5.7

久留里市場、古川２号線

その他 6034
大字久留里大和田７６番３地先 0.9

久留里大和田・浦田線

その他 6039
大字富田１５５番２地先 4.0

富田線

その他 6040
大字富田３４２番１、３４２番３合併－１地先 2.7

愛宕、国光線

その他 6037
大字久留里大和田１３４番１地先 2.0

久留里大和田・富田線

その他 6038
大字向郷８３９番２地先 3.0

富田・愛宕線

その他 6043
大字向郷１１４１番１地先 4.5

向郷線

その他 6044
大字向郷１０４５番１地先 1.8

向郷、堰原線

その他 6041
大字向郷２１７１番地先 3.5

向郷、久津原台線

その他 6042
大字向郷１２９６番１５地先 5.8

向郷、庚申沢線

その他 6047
大字愛宕２０９番１地先 1.4

愛宕、原線

その他 6048
大字向郷１５３７番１地先 4.1

愛宕、三角線

その他 6045
大字向郷１２６６番１地先 3.0

向郷、乗押線

その他 6046
大字向郷１５３２番３地先 3.0

愛宕、谷線

その他 6052
大字山滝野１１９３番１地先 3.7

山滝野、西野線

その他 6053
大字山滝野１５５８番１地先 2.5

山滝野、仲原線

その他 6049
大字向郷１５５９番１地先 2.0

向郷・愛宕線

その他 6051
大字向郷１６２８番５地先 2.0

向郷、奥須田線

その他 6056
大字向郷１７９５番地先 3.0

向郷、行人原線

その他 6057
大字向郷１７９６番地先 2.7

向郷・栗坪線

その他 6054
大字山滝野１０９８番６地先 1.8

山滝野、宿戸線

その他 6055
大字山滝野１５８４番１地先 2.5

山滝野、鹿ノ原線

その他 6060
大字向郷１２０２番１地先 2.5

向郷、上松山線

その他 6061
大字向郷２０７０番地先 5.0

向郷、前橋下線

その他 6058
大字向郷２０８８番地先 3.0

向郷、大宮下線

その他 6059
大字向郷１１４４番地先 2.0

向郷、下松山線

その他 6064
大字浦田３５８番１地先 3.0

浦田、下大門線

その他 6065
大字浦田２３２番１地先 3.0

浦田、間崎線

その他 6062
大字向郷１８８８番地先 5.0

向郷、橋戸線

その他 6063
大字向郷４０８番２地先 2.8

向郷、百目木線

その他 6066
大字浦田１０８番１地先 3.8

浦田、田茂線

その他 6067
大字浦田２４４５番２地先 2.7

久留里、大手外線

DAXX －　62　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

クルリ、オオテウチセン

大字久留里２１１番１地先 3.6
クルリ、オヤシキセン

大字久留里１８３番１地先 12.8
クルリ、トバリセン

大字久留里８８番２地先 5.1
クルリ、コウタイセン

大字久留里４１９番４地先 10.3
クルリ、セキヤツセン

大字久留里３４９番２地先 12.7
ヌダ、スナオシセン

大字怒田１８５４番地先 9.6
ヌダ、ツルマキセン

大字怒田１９１４番地先 7.7
ウラタ、タカブチセン

大字怒田２２７番１地先 10.0
ヌダ、コヤツセン

大字怒田１７９９番地先 5.1
サカハタ・ウラタセン

大字浦田２１２５番７地先 19.0
ウラタ、カノウヤセン

大字浦田９２８番地先 7.1
ウラタ、ウラタセン

大字浦田１２７７番１地先、１２７７番２地先合併 3.8
ムカイゴウ、アタマセン

大字向郷１６６番１地先 3.7
クリツボ、マサキセン

大字栗坪５４番３地先 5.0
イモクボ・クリツボセン

大字栗坪６３番２地先 8.3
イモクボセン

大字芋窪１６３番地先 5.7
ウラタ、ダイヤマセン

大字浦田１５７２番地先 5.4
ウラタ、ヒグマセン

大字浦田１４１３番２地先 11.5
ウラタ、ウエノダイセン

大字浦田１６０１番１地先 4.5
ウラタ、ナカミチセン

大字浦田２９１７番地先 10.2
ウラタ、ミヤノダイセン

大字浦田１７１８番地先 8.1
ヒラヤマ、カヤツセン

大字平山３３４番１地先 8.7
ヒラヤマシエイジュウタクセン

大字平山２８５番１地先 5.8
ヒラヤマ、ミゾエセン

大字平山７５３番３地先 5.3
ヒラヤマ、シタハラセン

大字平山２８３番地先 8.5
ヒラヤマテイシャジョウセン

大字平山７５９番１地先 4.0
ヒラヤマ、ミネノダイセン

大字平山２７２番地先 4.5
ヒラヤマ、タカハタセン

大字平山７８３番１地先 5.9
ヤマタキノ、オオノミヤダイセン

大字山滝野１９２番１地先 4.8
ヤマタキノ、テラノウエセン

大字山滝野１８６番地先 7.7
ヤマタキノ、コタキセン

大字山滝野９４番３地先 7.1
ヒロオカ・ヤマタキノセン

大字山滝野３０８番５地先 18.4
ヤマタキノ、ウエノハタセン

大字山滝野５８２番１地先 5.4

その他 6068
大字久留里１６２番２地先 2.2

久留里、大手内線

その他 6069
大字浦田１１２番１地先 4.7

久留里、御屋敷線

その他 6072
大字久留里２６２番１地先 5.0

久留里、関谷線

その他 6073
大字怒田９１番３地先 4.9

怒田、砂押線

その他 6070
大字久留里７４番２－１地先 2.5

久留里、戸張線

その他 6071
大字久留里１０４番１地先 3.3

久留里、交代線

その他 6076
大字怒田１６２８番地先 2.6

怒田、小谷線

その他 6077
大字坂畑８６番１地先 0.5

坂畑・浦田線

その他 6074
大字怒田１０番２地先 2.9

怒田、鶴巻線

その他 6075
大字浦田１１４８番２地先 2.2

浦田、高渕線

その他 6080
大字向郷９８番２地先 2.7

向郷、愛玉線

その他 6081
大字向郷２４番１地先 3.5

栗坪、政木線

その他 6078
大字浦田８６３番５地先 3.4

浦田、叶谷線

その他 6079
大字浦田２７４９番地先 2.0

浦田、浦田線

その他 6084
大字浦田３０７０番地先 3.0

浦田、大山線

その他 6085
大字浦田１４９９番２地先、１５００番１－１地先合併 5.0

浦田、日熊線

その他 6082
大字芋窪３５０番１地先 3.2

芋窪・栗坪線

その他 6083
大字芋窪１２０番地先 3.0

芋窪線

その他 6088
大字浦田１７２４番２地先 2.4

浦田、宮ノ台線

その他 6089
大字平山３６３番１地先 1.5

平山、加谷線

その他 6086
大字浦田２９４７番地先 2.3

浦田、上ノ台線

その他 6087
大字浦田２９５２番地先 3.9

浦田、中道線

その他 6092
大字平山５１０番２地先 3.3

平山、下原線

その他 6093
大字平山７５９番４地先 4.0

平山停車場線

その他 6090
大字平山３３３番１地先 2.7

平山市営住宅線

その他 6091
大字平山４２１番地先 2.6

平山、溝添線

その他 6096
大字山滝野８１０番１地先 2.0

山滝野、大の宮代線

その他 6097
大字山滝野２３２番１地先 2.3

山滝野、寺ノ上線

その他 6094
大字平山６７７番１地先 2.6

平山、峯ノ代線

その他 6095
大字平山６４５番地先 2.0

平山、高畑線

その他 6100
大字山滝野６８１番１地先 2.8

山滝野、上ノ畑線

その他 6098
大字山滝野２１６番３地先 3.9

山滝野、小滝線

その他 6099
大字平山１６５６番１０地先 3.0

広岡・山滝野線

DAXX －　63　－



起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヤマタキノ、シュクハラセン

大字山滝野１０１７番２地先 10.8
ヤマタキノ、ダイサクセン

大字山滝野１５８９番１地先 11.8
ヤマタキノ、シノミヤセン

大字山滝野１４３５番地先 6.2
ヒラヤマ、アサダチダイセン

大字平山１５６１番２地先 4.2
ヒラヤマ、アサダチセン

大字平山１５２４番２地先 5.4
ヒラヤマ、ウツボダイセン

大字平山１３７８番２地先 4.5
ヒラヤマ、ウツボセン

大字平山１５９５番地先 6.5
ヒロオカ、ヤツグチセン

大字広岡２０００番１地先 5.4
ヒロオカ、トガノ１ゴウセン

大字広岡２５６４番地先 5.6
ヒロオカ、トガノ２ゴウセン

大字広岡２４９８番３地先 6.5
ヒロオカ、ウツロギセン

大字広岡２４４８番５地先 12.1
オサカ、シギハタセン

大字大坂１８８３番１地先 5.0
ヒロオカ、トリイダイセン

大字広岡１７９３番地先 3.5
ヒロオカ、センボンセン

大字広岡１５６８番４地先 7.3
マツオカテイシャジョウセン

大字広岡１２０１番１地先 7.4
ヒロオカ、ヤナセマエセン

大字広岡１１９３番、１２２７番３地先合併 6.3
ヒロオカ、シダブクロセン

大字広岡１１９２番１地先 4.7
ヒロオカ、アケボノセン

大字広岡４１４３番地先 10.1
ヒロオカ、セキウエセン

大字広岡９４６番１地先 9.7
ヒロオカ、トアナセン

大字広岡４０９１番２地先 9.0
ヒロオカ、アサガラセン

大字広岡３９４０番地先 6.0
オサカ、ミネギシセン

大字大坂１７７０番地先 14.3
オサカ、ムカイノダイセン

大字大坂１７０６番２地先 4.7
オサカ、オグラシタセン

大字大坂６９７番内－１地先 7.3
オサカ、ウエノダイセン

大字大坂１８５番１地先 8.3
オサカ・イノハラセン

大字大坂１６２４番地先 4.5
オサカ、イワゴセン

大字大坂１６００番内－１地先 4.7
オサカ、オグラダイセン

大字大坂８２９番地先 5.0
オサカ、ヒロトセン

大字大坂２６１番１地先 7.8
ナドノ、オンボウヤツセン

大字大戸見旧名殿３２２番５地先 12.4
ナドノ、イシザワセン

大字大戸見旧名殿４２８番地先 9.2
ヤナシロセン

大字柳城４０３番２地先 9.2
ヤナシロ、ナカダイセン

大字柳城４０６番１地先 6.6

その他 6101
大字山滝野５８６番１地先 2.7

山滝野、宿原線

その他 6104
大字広岡２６９２番１地先 2.7

平山、朝立台線

その他 6105
大字平山１５６２番１地先 3.0

平山、朝立線

その他 6102
大字山滝野１３９１番２地先 4.4

山滝野、大作線

その他 6103
大字山滝野１４７５番地先 3.4

山滝野、四ノ宮線

その他 6108
大字平山１５５５番１地先 2.0

広岡、谷口線

その他 6109
大字広岡２５１８番地先 2.6

広岡、外ヶ野１号線

その他 6106
大字平山１４３５番１地先 2.7

平山、宇坪台線

その他 6107
大字平山１４３４番１地先 3.5

平山、宇坪線

その他 6112
大字大坂１９５３番２地先 2.9

大坂、鴫畑線

その他 6113
大字広岡１７４１番１地先 0.9

広岡、鳥居台線

その他 6110
大字広岡２５２２番１地先 3.5

広岡、外ヶ野２号線

その他 6111
大字広岡６８３番１地先 5.0

広岡、打路木線

その他 6116
大字広岡１２９７番１地先 2.7

広岡、柳瀬前線

その他 6117
大字大戸見３３２３番１地先 2.4

広岡、歯朶袋線

その他 6114
大字広岡２０５４番１地先 1.5

広岡、千本線

その他 6115
大字広岡１７０２番１地先 1.5

松丘停車場線

その他 6120
大字広岡８８６番２地先 4.0

広岡、戸穴線

その他 6121
大字広岡４０８７番地先 3.0

広岡、朝柄線

その他 6118
大字広岡１０００番地先 1.3

広岡、曙線

その他 6119
大字広岡９０５番１地先 4.9

広岡、関上線

その他 6124
大字大坂７８１番１地先 4.5

大坂、小倉下線

その他 6125
大字大坂５番地先 5.0

大坂、上ノ代線

その他 6122
大字大坂１７８０番１地先 3.2

大坂、峰岸線

その他 6123
大字大坂６５４番１地先 2.7

大坂、向ノ代線

その他 6128
大字大坂８７２番１地先 3.5

大坂、小倉代線

その他 6129
大字大坂８０９番地先 3.6

大坂、拾戸線

その他 6126
大字大坂８３３番地先 1.0

大坂・猪原線

その他 6127
大字大坂９７１番４地先 1.0

大坂、岩後線

その他 6132
大字柳城１６８０番１地先 2.5

柳城線

その他 6133
大字柳城２０４番１地先 4.0

柳城、中台線

その他 6130
大字大戸見旧名殿１６番３地先 4.0

名殿、音坊谷線

その他 6131
大字大戸見旧名殿３６４番地先 3.0

名殿、石沢線
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終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

ヤナシロ、ヤナシロサワセン

大字柳城６７１番４地先 4.9
ヤナシロ、ダイセン

大字柳城４１１番１地先 4.9
トネ、ナカダイセン

大字利根１３５番２地先 7.2
トネ、ヒガシダイセン

大字利根１０５番１地先 4.7
トネ、オオハシセン

大字利根４番３地先 6.9
ナドノ、ウエノダイセン

大字大戸見旧名殿２１９番２地先 11.6
カナモリ、イシザキダイセン

大字加名盛１３１番地先 24.8
カナモリ、セキセン

大字加名盛２６９番２地先 15.5
カナモリ、シタセキセン

大字加名盛２４番地先 4.6
オオトミ、ヨマチセン

大字大戸見２４５６番２地先 6.0
オオトミ、アンバセン

大字大戸見２５３７番１地先 14.8
オオトミ、キリハタセン

大字大戸見２２６８番１地先 9.9
オオトミ、オナメシセン

大字大戸見１２１９番地先 6.8
オオトミ、ヤマナミセン

大字大戸見１３７３番１地先 5.3
オオトミ、クヘエセン

大字大戸見１０６４番１地先 7.5
オオトミ、ハスミセン

大字大戸見９８番地先 4.0
オオトミ、ナカムラ１ゴウセン

大字大戸見３００番１地先 5.3
オオトミ、ナカムラ２ゴウセン

大字大戸見２９６番地先 9.0
オオトミ、イリグチセン

大字大戸見２８２番地先 9.8
オオトミ、ホソノセン

大字大戸見１８２６番２地先 14.1
カナモリ、マセドセン

大字加名盛１０６３番地先 7.2
カナモリ、ウエセキセン

大字加名盛５０１番地先 6.0
ササ・カナモリセン

大字加名盛５０５番地先 7.7
ササ、サカシタセン

大字笹９００番３地先 17.6
ササ、オクザサセン

大字笹１００９番１地先 5.1
ササ、トウヤクセン

大字笹１３７５番８地先 2.8
ササ、サカサミズセン

大字笹１５７１番２地先 3.6
ササ、カタクラセン

大字笹１４４９番地先 5.8
カタクラ、ミツイシセン

大字笹１６９８番７地先 29.9
ササ、エシセン

大字笹１７０８番３地先 10.1
ササ、ヒガシシミズセン

大字笹１９１２番６地先 11.4
ササ、ニシシミズセン

大字笹１８８５番１地先 7.2
カギハラ、エボシダイセン

大字香木原６６番５地先 7.4

その他 6136
大字利根１４０番１地先 3.2

利根、中台線

その他 6137
大字利根１３５番１地先 2.7

利根、東台線

その他 6134
大字柳城４１０番１地先 2.7

柳城、柳城沢線

その他 6135
大字柳城１６０番１地先 2.5

柳城、台線

その他 6140
大字大中７２番１地先 2.3

加名盛、石崎代線

その他 6141
大字加名盛１７７番２地先 2.9

加名盛、関線

その他 6138
大字利根１４４番３地先 2.7

利根、大橋線

その他 6139
大字大戸見旧名殿２６３番６地先 3.0

名殿、上ノ台線

その他 6144
大字大戸見２４５３番１地先 3.2

大戸見、網場線

その他 6145
大字大戸見２２９５番１地先 2.6

大戸見、切畑線

その他 6142
大字加名盛１９７番地先 2.5

加名盛、下関線

その他 6143
大字大戸見２９５４番４地先 4.0

大戸見、四町線

その他 6148
大字大戸見１０７２番１地先 2.5

大戸見、九兵衛線

その他 6149
大字大戸見１番１地先 2.6

大戸見、蓮見線

その他 6146
大字大戸見１１６９番地先 1.5

大戸見、女喰線

その他 6147
大字大戸見１１６０番１地先 4.1

大戸見、山並線

その他 6152
大字大戸見２１９番地先 3.7

大戸見、入口線

その他 6153
大字大戸見２０３２番１地先 4.3

大戸見、細野線

その他 6150
大字大戸見２８５番地先 2.5

大戸見、中村１号線

その他 6151
大字大戸見１番２地先 2.7

大戸見、中村２号線

その他 6156
大字笹７０９番６地先 1.5

笹・加名盛線

その他 6157
大字笹９５４番４地先 8.1

笹、坂下線

その他 6154
大字加名盛２６０番１地先 2.8

加名盛、馬瀬戸線

その他 6155
大字加名盛６０５番地先 2.5

加名盛、上関線

その他 6160
大字笹１５３９番地先 2.4

笹、逆水線

その他 6161
大字笹１５１２番１地先 2.7

笹、片倉線

その他 6158
大字笹９３０番１地先 2.5

笹、奥笹線

その他 6159
大字笹１３５７番２地先 2.2

笹、トウヤク線

その他 6164
大字笹１７８９番１地先 2.4

笹、東清水線

その他 6165
大字笹１８９７番１６地先 2.4

笹、西清水線

その他 6162
大字笹１５４９番地先 9.5

片倉、三石線

その他 6163
大字笹１７６５番６地先 3.6

笹、衛士線

その他 6166
大字香木原４７番地先 2.6

香木原、鳥帽子台線
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起　　　　　　　点

終　　　　　　　点
備 考路　　　線　　　名等級

路線
番号

幅 員 ｍ

カギハラ、ヨコヤマセン

大字香木原３０１番２地先 9.9
カギハラセン

大字香木原３６８番１地先 6.5
カワマタセン

大字豊田旧菅間田４０番２地先 20.3
ササ、ナカザサセン

大字笹６７０番１地先 7.0
ササ、マエザサ１ゴウセン

大字笹５４０番１地先 4.9
ササ、マエザサ２ゴウセン

大字笹５４９番１地先 4.8
ササ、モミヤマセン

大字笹４５７番地先 3.5
トヨダ、スガマタダイセン

大字豊田旧菅間田２３番１地先 7.5
キワダハタ、ユガタキセン

大字黄和田畑１３１６番内－１地先 1.5
カワマタ・フジバヤシセン

大字藤林２２３番１地先 5.8
フジバヤシ、ノアイセン

大字藤林１５９番地先 6.8
カワマタ、マツノキダイセン

大字川俣旧川俣１８７番１地先 9.0
フジバヤシセン

大字藤林１３２番１地先 8.9
フジバヤシ、サンノウセン

大字藤林３２０番２地先 3.4
カメヤマテイシャジョウセン

大字藤林９６番１地先 8.8
フジバヤシ、ハラセン

大字藤林４６番内－１地先 3.4
フジバヤシ・サカハタセン

大字坂畑７２番１地先 11.8
サカハタ、コウタイジセン

大字坂畑１４８１番１０地先 4.7
サカハタ、ダイヤツセン

大字坂畑１５４番２地先、１６９番地先 6.6
サカハタガッコウセン

大字坂畑１９８番１地先 7.8
サカハタ、ホンダイセン

大字坂畑７０番地先 5.7
サカハタ、ハラセン

大字草川原７０８番１地先 12.6
クサガワラ、シモヂセン

大字草川原４７５番地先 3.4
クサガワラ、ナカゴウセン

大字草川原５１５番地先 3.3
オリキザワ、ナカゴウセン

大字草川原６３５番１地先 6.8
クサガワラ、ミツイシセン

大字草川原６６７番地先 9.2
サカハタ・クサガワラセン

大字草川原１０３４番地先 10.0
サカハタ・オリキザワセン

大字折木沢１３３４番２地先 11.7
オリキザワ、ナカノダイセン

大字坂畑７５１番３地先 6.1
オリキザワセン

大字折木沢６６８番１地先 6.2
オリキザワ、ゲンノジョウセン

大字折木沢３７７番１地先 6.0
オリキザワ、ナカハラセン

大字折木沢２７７番２地先 6.2
タキハラ・カモウセン

大字釜生５３番３地先 10.5

その他 6168
大字香木原２６９番５地先 2.5

香木原線

その他 6169
大字笹１２３９番１地先 4.0

川俣線

その他 6167
大字香木原１７８番地先 2.7

香木原、横山線

その他 6172
大字笹６３５番１地先 1.8

笹、前笹２号線

その他 6173
大字笹４７３番地先 2.2

笹、椴山線

その他 6170
大字笹６８５番１地先 1.8

笹、中笹線

その他 6171
大字笹６０１番１地先 3.0

笹、前笹１号線

その他 6176
大字川俣旧川俣１番２１地先 3.1

川俣・藤林線

その他 6177
大字藤林１６５番２地先 4.8

藤林、野合線

その他 6174
大字豊田旧野中３５番１地先 5.1

豊田、菅間田台線

その他 6175
大字黄和田畑２番１地先 0.9

黄和田畑、湯ヶ滝線

その他 6182
大字藤林４５０番１地先 5.0

亀山停車場線

その他 6183
大字藤林４６２番地先 2.0

藤林、原線

その他 6181
大字藤林３２８番４地先 2.7

藤林、山王線

その他 6178
大字川俣旧川俣１６１番地先 5.0

川俣、松ノ木代線

その他 6179
大字藤林３１１番内－２地先 3.4

藤林線

その他 6186
大字坂畑９４番２地先 2.7

坂畑、代谷線

その他 6187
大字坂畑２１２番５地先 2.7

坂畑学校線

その他 6184
大字藤林４５９番内－１地先 3.7

藤林・坂畑線

その他 6185
大字坂畑１０５番地先 2.0

坂畑、広大寺線

その他 6190
大字草川原４３５番１地先 2.0

草川原、下地線

その他 6191
大字草川原３５０番１地先 2.4

草川原、中郷線

その他 6188
大字坂畑３３１番１地先 4.0

坂畑、本代線

その他 6189
大字坂畑３２１番１地先 3.2

坂畑、原線

その他 6194
大字坂畑７６２番２地先 1.5

坂畑・草川原線

その他 6195
大字折木沢５９０番２地先 3.3

坂畑・折木沢線

その他 6192
大字草川原５３５番１地先 3.1

折木沢、中郷線

その他 6193
大字草川原４６６番１地先 4.3

草川原、三ツ石線

その他 6198
大字折木沢３３５番１地先 2.5

折木沢、源之亟線

その他 6199
大字折木沢３８９番２地先 2.1

折木沢、中原線

その他 6196
大字折木沢５５２番１地先 1.8

折木沢、中ノ代線

その他 6197
大字折木沢３８８番１地先 2.9

折木沢線

その他 6200
大字滝原７１番３地先 0.9

滝原・釜生線
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路線
番号

幅 員 ｍ

タキハラ、タキハラダイセン

大字滝原６４番３地先 6.7
クラダマ・カモウセン

大字釜生３３９番地先 12.8
クラダマ、センザワセン

大字蔵玉２１０番１地先 3.9
クラダマ、ダイセン

大字蔵玉５７２番地先 6.0
クラダマ、ホリノウチセン

大字蔵玉７０３番１地先 6.4
クラダマ、ジョウノコシセン

大字蔵玉９１７番１地先 6.2
クラダマ、ハヤシノダイセン

大字蔵玉１００４番１地先 7.6
クラダマシヨウガッコウセン

大字蔵玉１２９４番１地先 5.7
クラダマ、コバラセン

大字蔵玉１９１４番地先 6.6
クラダマ、ナカノダイセン

大字蔵玉１４７６番１地先 8.0
キワダハタ、ナカノシタ１ゴウセン

大字黄和田畑３５０番１地先 4.4
キワダハタ、ナカノシタ２ゴウセン

大字黄和田畑４４９番地先 5.4
キワダハタセン

大字黄和田畑２７５番１地先 5.1
キワダハタ、オツパラセン

大字黄和田畑１２７１番地先 3.8
カワマタ、ウエノダイ１ゴウセン

大字川俣旧川俣３７番３地先 19.9
カワマタ、ウエノダイ２ゴウセン

大字川俣旧川俣３３番１０地先 5.1
カワマタ、ウエノダイ３ゴウセン

大字川俣旧川俣３３番８地先 6.9
ササ、ホッタセン

大字笹字大境８番内５地先 7.0
カギハラキタセン

大字香木原４５番１地先 10.0
オリキサワトウザイセン

大字折木沢３００番２地先 6.0
クルリオオヤツ１ゴウセン

大字小市部１６７番２地先 16.9
ヒラヤマシノミヤ１ゴウセン

大字平山８０１番１地先 9.9
ムカイゴウ、ミナミダセン

大字向郷１８４３番９地先 9.9
クルリエキニシセン

久留里市場２１０番１地先 32.7
ヤナシロ・サガハタセン

坂畑字長崎７７８番１地先 11.8
カモウ・クラダマセン

蔵玉字西ノ作６３１番２地先 7.5
クラダマセン

蔵玉字域ノ腰９２１番１地先 15.8
カワヤツ、チョウジャ２ゴウセン

川谷１１９３番１地先 7.0
フジバヤシ、ヨコハタ１ゴウセン

大字藤林２３８番地先 6.3
フジバヤシ、ヨコハタ２ゴウセン

大字藤林２３５番１地先 4.7
フジバヤシ、ハヤシノダイセン

大字藤林２４７番１地先 4.4
キワダハタ、キタハタセン

黄和田畑字北畑３０１番３地先 11.1

その他 6202
大字蔵玉４８５番５地先 0.8

蔵玉・釜生線

その他 6203
大字蔵玉１４０番２地先 2.6

蔵玉、千沢線

その他 6201
大字滝原６２番１地先 2.8

滝原、滝原代線

香木原北線

その他 6216
大字川俣旧川俣３２番１地先 2.3

川俣、上ノ代２号線

その他 6217
大字川俣旧川俣３３番５地先 4.5

川俣、上ノ代３号線

その他 6206
大字蔵玉７３３番１地先 3.0

蔵玉、城ノ腰線

その他 6207
大字蔵玉９６８番地先 4.4

蔵玉、林ノ台線

その他 6204
大字蔵玉４８４番１地先 1.8

蔵玉、台線

その他 6205
大字蔵玉６８４番１地先 3.2

蔵玉、堀ノ内線

その他 6210
大字黄和田畑５４番１地先 4.2

蔵玉、中ノ代線

その他 6211
大字黄和田畑３３１番１地先 2.3

黄和田畑、仲下１号線

その他 6208
大字黄和田畑１５３６番２地先 1.6

蔵玉小学校線

その他 6209
大字蔵玉１２９１番地先 3.0

蔵玉、小原線

その他 6232
黄和田畑字北畑１７３番４地先 3.7

黄和田畑、北畑線

その他 6222
大字平山７９１番地先 4.8

平山四ノ宮１号線

その他 6223
大字向郷１８４７番地先 6.0

向郷、南田線

その他 6220
大字折木沢４０９番１地先 4.7

折木沢東西線

その他 6221
大字久留里市場９１４番３地先 3.2

久留里大谷１号線

その他 6226
釜生字寶瀬台５４番１地先 4.0

釜生・蔵玉線

その他 6227
蔵玉字湾目２２９１番地先 4.3

蔵玉線

その他 6224
久留里市場３５０番２地先 8.4

久留里駅西線

その他 6225
柳城字溝下４５８番１地先 4.4

柳城・坂畑線

その他 6230
大字藤林２４３番３地先 3.1

藤林、横畑2号線

その他 6231
大字藤林２２６番１地先 2.8

藤林、林ノ台線

その他 6228
川谷１１７５番２地先 4.7

川谷、長者２号線

その他 6229
大字藤林１１０番１地先 3.5

藤林、横畑1号線

その他 6214
大字黄和田畑１１７９番２地先 1.9

黄和田畑、追原線

その他 6215
大字川俣旧川俣１６１番地先 3.7

川俣、上ノ代１号線

その他 6212
大字黄和田畑３６８番４地先 2.4

黄和田畑、仲下２号線

その他 6213
大字蔵玉２２４８番１地先 2.8

黄和田畑線

その他 6218
大字笹字堀田２１７９番地先 3.0

笹、堀田線

その他 6219
大字笹２００３番１地先 5.0
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