
凡例

中型運用路線

小型運用路線

東浦町道以外

国道・県道

私有地

起点：(1)愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田弐区地先

終点：(2)愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭4番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：10ｍ 粁程：0.25km

起点：(17)愛知県知多郡東浦町大字緒川字上家左川125番地先

終点：(18)愛知県知多郡東浦町大字森岡字前田55番地1地先

道路種別：県道50号（知多建設事務所）

道路幅員：9ｍ 粁程：1.10km

起点：(11)愛知県刈谷市南桜町一丁目67番地2地先

終点：(10)愛知県刈谷市若松町二丁目16番地先

道路種別：私有地（刈谷駅）

道路幅員：10ｍ 粁程：0.20km

起点：(4)愛知県知多郡東浦町大字緒川字下汐田15番地1地先

終点：(5)愛知県知多郡東浦町大字緒川字古流作15番地2地先

道路種別：県道51号（知多建設事務所）

道路幅員：20ｍ 粁程：1.00km

起点：(17)愛知県知多郡東浦町大字緒川字上家左川125番地先

終点：(16)愛知県知多郡東浦町大字石浜字芦間25番地先

道路種別：国道366号（知多建設事務所）

道路幅員：12ｍ 粁程：1.6km

起点：(20)愛知県知多郡東浦町大字森岡字松原86番地5地先

終点：(21)愛知県知多郡東浦町大字森岡字半之木82番地4地先

道路種別：東浦町

道路幅員：9ｍ 粁程：0.42km

起点：(59)愛知県知多郡東浦町大字石浜字戌新田22番地1地先

終点：(58)愛知県知多郡東浦町大字藤江字荒子11番地9地先

道路種別：国道366号（知多建設事務所）

道路幅員：8ｍ 粁程：3.12km

起点：(7)愛知県刈谷市富士見町一丁目215番地先

終点：(8)愛知県刈谷市住吉町三丁目53番地先

道路種別：刈谷市

道路幅員：8ｍ 粁程：0.56km

起点：(18)愛知県知多郡東浦町大字森岡字前田55番地1地先

終点：(19)愛知県知多郡東浦町大字森岡字後狭間3番地4地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.73km

起点：(19)愛知県知多郡東浦町大字森岡字後狭間3番地4地先

終点：(20)愛知県知多郡東浦町大字森岡字松原86番地5地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：0.73km

起点：(56)愛知県知多郡東浦町大字藤江字西黒根126番地先

終点：(55)愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地上78番地101地先

道路種別：東浦町

道路幅員：7ｍ 粁程：0.15km

起点：(58)愛知県知多郡東浦町大字藤江字荒子11番地9地先

終点：(57)愛知県知多郡東浦町大字藤江字仲之廻間6番地2地先

道路種別：県道23号（知多建設事務所）

道路幅員：8ｍ 粁程：1.47km

起点：(62)愛知県知多郡東浦町大字藤江字大坪16番地1地先

終点：(63)愛知県知多郡東浦町大字藤江字柳牛19番地4地先

道路種別：県道463号（知多建設事務所）

道路幅員：7ｍ 粁程：0.21km

起点：(12)愛知県刈谷市住吉町五丁目15番地先

終点：(13)愛知県刈谷市住吉町四丁目41番地先

道路種別：刈谷市

道路幅員：6ｍ 粁程：0.10km

起点：(74)愛知県知多郡東浦町大字石浜字須賀45番地先

終点：(75)愛知県知多郡東浦町大字生路字上ノ郷100番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：5ｍ 粁程：0.76km

起点：(77)愛知県知多郡東浦町大字生路字池下25番地先

終点：(78)愛知県知多郡東浦町大字生路字狐洞6番地2地先

道路種別：東浦町

道路幅員：5ｍ 粁程：0.49km

起点：(60)愛知県知多郡東浦町大字藤江字ふじが丘22番地17地先

終点：(61)愛知県知多郡東浦町大字藤江字上廻間137番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：7ｍ 粁程：0.28km

起点：(10)愛知県刈谷市若松町二丁目16番地先

終点：(9)愛知県刈谷市住吉町三丁目63番地先

道路種別：刈谷市

道路幅員：12ｍ 粁程：0.71km

起点：(9)愛知県刈谷市住吉町三丁目63番地先

終点：(12)愛知県刈谷市住吉町五丁目15番地先

道路種別：刈谷市

道路幅員：6ｍ 粁程：0.18km

起点：(66)愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘16番地15地先

終点：(65)愛知県知多郡東浦町大字石浜字吹付2番地171地先

道路種別：東浦町

道路幅員：7ｍ 粁程：0.64km

起点：(75)愛知県知多郡東浦町大字生路字上ノ郷100番地先

終点：(76)愛知県知多郡東浦町大字生路字門田91番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：5ｍ 粁程：0.85km

起点：(78)愛知県知多郡東浦町大字生路字狐洞6番地2地先

終点：(79)愛知県知多郡東浦町大字生路字池下124番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：7ｍ 粁程：0.18km

起点：(10)愛知県刈谷市若松町二丁目16番地先

終点：(11)愛知県刈谷市南桜町一丁目67番地2地先

道路種別：県道48号（知多建設事務所）

道路幅員：10ｍ 粁程：0.12km

起点：(14)愛知県刈谷市住吉町五丁目15番地先

終点：(15)愛知県刈谷市住吉町五丁目15番地

道路種別：私有地（刈谷豊田総合病院）

道路幅員：6ｍ 粁程：0.05km

起点：(59)愛知県知多郡東浦町大字石浜字戌新田22番地1地先

終点：(64)愛知県知多郡東浦町大字石浜字三本松1番地69地先

道路種別：県道469号（知多建設事務所）

道路幅員：8ｍ 粁程：1.10km

起点：(64)愛知県知多郡東浦町大字石浜字三本松1番地69地先

終点：(66)愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘16番地15地先

道路種別：県道23号（知多建設事務所）

道路幅員：7ｍ 粁程：0.53km

起点：(49)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台36番地7地先

終点：(50)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台20番地2地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.41km

起点：(48)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台4番地7地先

終点：(49)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台36番地7地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.66km

起点：(45)愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間1番地先

終点：(44)愛知県知多郡東浦町大字緒川字肥後原37番地3地先

道路種別：東浦町

道路幅員：5ｍ 粁程：0.37km

起点：(57)愛知県知多郡東浦町大字藤江字仲之廻間6番地2地先

終点：(56)愛知県知多郡東浦町大字藤江字西黒根126番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：1.25km

起点：(50)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台20番地2地先

終点：(51)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台1番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：7ｍ 粁程：0.42km

起点：(52)愛知県知多郡東浦町大字緒川字鼈池28番地2地先

終点：(51)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台1番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：7ｍ 粁程：1.38km

起点：(79)愛知県知多郡東浦町大字生路字池下124番地先

終点：(60)愛知県知多郡東浦町大字藤江字ふじが丘22番地17地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：0.52km

起点：(55)愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地上78番地101地先

終点：(54)愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地上78番地89地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.07km

起点：(5)愛知県知多郡東浦町大字緒川字古流作15番地2地先

終点：(6)愛知県刈谷市港町七丁目8番地2地先

道路種別：県道51号（知多建設事務所）

道路幅員：20ｍ 粁程：0.49km

起点：(6)愛知県刈谷市港町七丁目8番地2地先

終点：(7)愛知県刈谷市富士見町一丁目215番地先

道路種別：刈谷市

道路幅員：9ｍ 粁程：1.70km

起点：(2)愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭4番地先

終点：(3)愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭12番地6地先

道路種別：東浦町

道路幅員：10ｍ 粁程：0.55km

起点：(46)愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間山1番地62地先

終点：(45)愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間1番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.55km

起点：(41)愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山43番地2地先

終点：(40)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東本坪10-115地先

道路種別：県道24号（知多建設事務所）

道路幅員：8ｍ 粁程：0.59km

起点：(42)愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山24-32地先

終点：(41)愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山43番地2地先

道路種別：県道55号（知多建設事務所）

道路幅員：17ｍ 粁程：0.10km

起点：(42)愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山24-32地先

終点：(43)愛知県知多郡東浦町大字緒川字寿久茂48番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：5ｍ 粁程：0.12km

起点：(16)愛知県知多郡東浦町大字石浜字芦間25番地先

終点：(73)愛知県知多郡東浦町大字石浜字廻間92番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.47km

起点：(40)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東本坪10-115地先

終点：(39)愛知県知多郡東浦町大字緒川字桐池四区30番地1地先

道路種別：県道23号（知多建設事務所）

道路幅員：8ｍ 粁程：1.21km

起点：(22)愛知県知多郡東浦町大字森岡字上申間6番地2地先

終点：(23)愛知県知多郡東浦町大字森岡字中源吾地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：0.70km

起点：(81)愛知県知多郡東浦町大字緒川字上米田9番地10地先

終点：(82)愛知県知多郡東浦町大字緒川字上米田11番地75地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.14km

起点：(21)愛知県知多郡東浦町大字森岡字半之木82番地4地先

終点：(22)愛知県知多郡東浦町大字森岡字上申間6番地2地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：1.27km

起点：(80)愛知県知多郡東浦町大字緒川字上米田2番地12地先

終点：(81)愛知県知多郡東浦町大字緒川字上米田9番地10地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：0.14km

起点：(53)愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地西39番地1地先

終点：(52)愛知県知多郡東浦町大字緒川字鼈池28番地2地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：1.68km

起点：(47)愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台8番地5地先

終点：(46)愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間山1番地62地先

道路種別：東浦町

道路幅員：9ｍ 粁程：1.20km

起点：(54)愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地上78番地89地先

終点：(53)愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地西39番地1地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.42km

起点：(68)愛知県知多郡東浦町大字石浜字菰蓋1番地143地先

終点：(67)愛知県知多郡東浦町大字石浜字吹付2番地159地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：0.37km

起点：(24)愛知県大府市吉田町正右ェ門新田1番地1地先

終点：(25)愛知県大府市吉田町正右ェ門新田1番地

道路種別：私有地（げんきの郷）

道路幅員：12ｍ 粁程：0.20km

起点：(23)愛知県知多郡東浦町大字森岡字中源吾地先

終点：(24)愛知県大府市吉田町正右ェ門新田1番地1地先

道路種別：大府市

道路幅員：8ｍ 粁程：0.32km

起点：(29)愛知県大府市森岡町7丁目430番地先

終点：(30)愛知県大府市森岡町7丁目430番地

道路種別：私有地（長寿医療研究ｾﾝﾀｰ）

道路幅員：8ｍ 粁程：0.18km

起点：(26)愛知県知多郡東浦町大字緒川字相生41番地5先

終点：(27)愛知県知多郡東浦町大字森岡字下源吾地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：2.33km

起点：(36)愛知県知多郡東浦町大字緒川字篭池19番地44地先

終点：(35)愛知県知多郡東浦町大字緒川字沙弥田22番地1地先

道路種別：県道23号（知多建設事務所）

道路幅員：8ｍ 粁程：1.95km

起点：(37)愛知県知多郡東浦町大字緒川字相生の丘8番地1地先

終点：(36)愛知県知多郡東浦町大字緒川字篭池19番地44地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.46km

起点：(38)愛知県知多郡東浦町大字緒川字鰻池39番地8地先

終点：(37)愛知県知多郡東浦町大字緒川字相生の丘8番地1地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.29km

起点：(39)愛知県知多郡東浦町大字緒川字桐池四区30番地1地先

終点：(38)愛知県知多郡東浦町大字緒川字鰻池39番地8地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：0.22km

起点：(34)愛知県知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜59番地2地先

終点：(33)愛知県知多郡東浦町大字緒川字平成1番地2地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：1.15km

起点：(73)愛知県知多郡東浦町大字石浜字廻間92番地先

終点：(69)愛知県知多郡東浦町大字石浜字白山1番地3地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.24km

起点：(69)愛知県知多郡東浦町大字石浜字白山1番地3地先

終点：(68)愛知県知多郡東浦町大字石浜字菰蓋1番地143地先

道路種別：東浦町

道路幅員：9ｍ 粁程：0.23km

起点：(70)愛知県知多郡東浦町大字緒川字帯刀17番地17地先

終点：(69)愛知県知多郡東浦町大字石浜字白山1番地3地先

道路種別：東浦町

道路幅員：8ｍ 粁程：0.70km
起点：(35)愛知県知多郡東浦町大字緒川字沙弥田22番地1地先

終点：(4)愛知県知多郡東浦町大字緒川字下汐田15番地1地先

道路種別：県道24号（知多建設事務所）

道路幅員：10ｍ 粁程：0.99km

起点：(27)愛知県知多郡東浦町大字森岡字下源吾地先

終点：(28)愛知県大府市森岡町9丁目300番地先

道路種別：大府市

道路幅員：8ｍ 粁程：0.06km

起点：(28)愛知県大府市森岡町9丁目300番地先

終点：(29)愛知県大府市森岡町7丁目430番地先

道路種別：大府市

道路幅員：8ｍ 粁程：0.31km

起点：(31)愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山1番地先

終点：(32)愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山1番地

道路種別：私有地（あいち健康プラザ）

道路幅員：8ｍ 粁程：0.16km

起点：(71)愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地先

終点：(72)愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

道路種別：私有地（東浦町役場）

道路幅員：8ｍ 粁程：0.11km

起点：(44)愛知県知多郡東浦町大字緒川字肥後原37番地3地先

終点：(43)愛知県知多郡東浦町大字緒川字寿久茂48番地先

道路種別：東浦町

道路幅員：6ｍ 粁程：0.21km
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