
山岡デマンド交通のミーティングポイントの名称変更等について 

 

 

１．概要 

 

 山岡地域では、平成 30 年 10 月からミーティングポイント方式によるデマン

ド交通を運行している。このたび山岡地域運営協議会より、さらなる利便性向

上のため目的地の名称変更・追加要望及びミーティングポイントの名称変更・

追加要望が提出された。なお、時刻、運賃の変更はありません。 

 

 

２．報告事項 

 

（１）目的地の名称変更 

①番号  902  

旧名称 ＪＡ遠山支店前（恵南グリーンセンター） 

新名称 ＪＡグリーンセンター 

 

（２）目的地の追加 

①番号  908 

名称  花白 

    ※ミーティングポイント 103 番「花白」を、目的地も兼ねて 908 番「花

白」として設置する。 

 

（３）ミーティングポイントの名称変更 

①番号  509  

旧名称 ＪＡ鶴岡支店前 

新名称 旧ＪＡ鶴岡支店前 

②番号  808 

旧名称 田代公民館 

新名称 郷灯籠前 

 

（４）ミーティングポイントの追加 

①番号  112 

名称  新道 

 

 

３．実施時期 

 

   令和３年 10 月 1 日（金） 

 

資料２



・名称 新道（しんみち） ・番号　 112

・所有者 国土交通省（国道363・418号）

・住所 恵那市山岡町馬場山田937先

・詳細図

・現況写真



番号 地域 名前 住所 備考
101 旧和田器庫 恵那市山岡町馬場山田１３８０－２
102 八日市場 恵那市山岡町馬場山田１３１１－９
103 花白 恵那市山岡町馬場山田９９６－１－２
104 落合 恵那市山岡町馬場山田５０４
105 東３号集会所 恵那市山岡町馬場山田５６１－１
106 馬場桜 恵那市山岡町馬場山田２１０－１
107 寺尾 恵那市山岡町馬場山田１８６９－１
108 兼平 恵那市山岡町馬場山田２２７
109 峰山 恵那市山岡町馬場山田１０４－３
110 山田石ケ洞 恵那市山岡町馬場山田８７９－１
111 山田中田 恵那市山岡町馬場山田１７１６－３
112 新道 恵那市山岡町馬場山田９３７先 新
201 南１４号集会所東 恵那市山岡町田沢２９４９－４
202 南１３号集会所 恵那市山岡町２３１２－６
203 南１１号集会所 恵那市山岡町田沢２４６８－５
204 南１２号集会所 恵那市山岡町田沢２１３６－６
205 田沢Ⅰ 恵那市山岡町田沢２６１８－３
301 下ヶ洞 恵那市山岡町久保原１０９０－９
302 北洞 恵那市山岡町久保原６３４－４
303 爪切地蔵 恵那市山岡町久保原３０６－２
304 的場 恵那市山岡町久保原１９７５－３３２
305 端田 恵那市山岡町久保原２０５９－１０８５
306 梅平 恵那市山岡町久保原１７８４
307 古野川 恵那市山岡町久保原１８７２
308 西洞 恵那市山岡町久保原１６１０－１
309 端田東 恵那市山岡町久保原１９７５－７１７先
310 久保原１号集会所 恵那市山岡町久保原９３－１
311 端田西 恵那市山岡町久保原２０２１－５
312 久保原東山 恵那市山岡町久保原２０５９－５３先
401 おそご 恵那市山岡町上手向１０３１－３先
402 黒羽根 恵那市山岡町上手向２１１７－２
403 上手向西八号 恵那市山岡町上手向１５０６－１
404 上手向羽佐間 恵那市山岡町上手向１７９９
405 上手向石平 恵那市山岡町上手向１７１先
501 中学校下 恵那市山岡町下手向１６－３
502 下手向郵便局前 恵那市山岡町下手向２７８－６
503 スタンド前 恵那市山岡町下手向４５３－３
504 山岡滝口 恵那市山岡町下手向６０８－１
505 旧鶴岡学校前 恵那市山岡町下手向１０２７－１
506 郡上橋 恵那市山岡町下手向９４８－３
507 庚申下南 恵那市山岡町下手向２２９－１
508 寺口 恵那市山岡町下手向５１１
509 旧JA鶴岡支店前 恵那市山岡町下手向７２３ 名称変更
510 山岡滝公園前 恵那市山岡町下手向７７８－３８
511 居守ヶ池 恵那市山岡町下手向８１１
512 山岡滝南 恵那市山岡町下手向５２４先
513 普門寺東 恵那市山岡町下手向１６３８－１
514 花の木会館 恵那市山岡町下手向１５８５－９
601 旧釜屋器庫 恵那市山岡町釜５８６－１
602 高瀬 恵那市山岡町釜屋３５７－４
603 神明神社前 恵那市山岡町釜屋７９６－６
604 公孫樹会館前 恵那市山岡町釜屋６８４－１
605 一本木（金張） 恵那市山岡町釜屋９４２－２
701 天地平 恵那市山岡町原１２０５
702 陶業文化センター 恵那市山岡町原１１０５－１
703 小万場 恵那市山岡町原９６８－５
704 原公民館 恵那市山岡町原９２１－１
705 原中田信号 恵那市山岡町原２７４－３
706 下沼 恵那市山岡町原８４３
707 金刀比羅神社 恵那市山岡町原６３１－２
708 吹越 瑞浪市陶町猿爪６７０－２
709 新中田 恵那市山岡町原１４７２－２
710 新原団地前 恵那市山岡町原１５１２－１９
711 長沢南交差点 恵那市山岡町原１５４１－１１
712 原Ⅰ 恵那市山岡町原１４－７
801 広瀬 恵那市山岡町田代３８０－２
802 田代郷入口 恵那市山岡町田代４０２－２５
803 新田大橋 恵那市山岡町田代１５５６－１
804 道の駅 恵那市山岡町田代１５５５－１６９
805 田代薬師堂 恵那市山岡町田代５３３－２
806 留守ヶ洞 恵那市山岡町田代４５２－３
807 中洞 恵那市山岡町田代６８９－１
808 郷灯籠前 恵那市山岡町田代８７１－１ 名称変更
809 田代新田 恵那市山岡町田代１４４４－２
810 笹平 恵那市山岡町田代１４２１－３
811 田代集落センター前 恵那市山岡町田代８７１－３
901 田沢 山岡駅前 恵那市山岡町馬場山田３０５４－３
902 馬場山田 ＪＡグリーンセンター 恵那市山岡町馬場山田１４９０－１ 名称変更
903 上手向 山岡郵便局前 恵那市山岡町上手向８５－１
904 上手向 山岡振興事務所前 恵那市山岡町上手向１２２８－１
905 上手向 健康プラザ 恵那市山岡町上手向５９５ 山岡診療所
906 下手向 庚申下西 恵那市山岡町下手向２３５－１ みうらや
907 原 東原 恵那市山岡町原１０７０－２ 鶴岡郵便局
908 馬場山田 花白 恵那市山岡町馬場山田９９６－１－２ 新
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※令和3年10月1日現在（案）
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