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（２） 主要施設へのアクセス性 

町内の主要な施設はおおむね鉄道駅・バス停から徒歩圏内に位置しています。 

なお、一部の施設や観光資源は鉄道駅やバス停から離れた場所にあり、特に、須成地区では子育て・教育施

設や福祉施設が公共交通空白地もしくは、公共交通空白地近傍に見られ、アクセス性がやや低くなっています。 
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図 鉄道駅・バス停から医療施設へのアクセス性  

No 種別 名称
1 医科 やまだクリニック
2 医科 耳鼻咽喉科たけうちクリニック
3 医科 かにえ診療所
4 医科 かとうクリニック
5 医科 眼科尾関クリニック
6 医科 成山ひだまりクリニック
7 医科 よしはる皮膚科
8 医科 川村眼科医院
9 医科 つつみ整形外科クリニック
10 医科 回生堂クリニック
11 医科 上田医院
12 医科 尾張温泉かにえ病院
13 医科 増田医院
14 医科 梶原クリニック
15 医科 循環器科・内科すずきクリニック
16 医科 ふなとクリニック
17 医科 すぎうらクリニック
18 医科 いそべクリニック
19 医科 山本医院
20 医科 船入病院
21 医科 飯田ファミリークリニック
22 医科 久保田内科クリニック
23 医科 さらクリニック
24 医科 前田内科
25 歯科 よこい歯科クリニック
26 歯科 滝川歯科医院
27 歯科 あじさいデンタルクリニック
28 歯科 蟹江ゆう歯科
29 歯科 おくしま歯科クリニック
30 歯科 竹内歯科医院
31 歯科 デンタルクリニック服部
32 歯科 さかがみ歯科
33 歯科 カニエ歯科
34 歯科 高阪歯科医院
35 歯科 ひらざわ矯正歯科クリニック
36 歯科 ファミリー歯科
37 歯科 かにえ総合歯科
38 歯科 月星歯科クリニック
39 歯科 西川原歯科医院
40 歯科 富吉歯科クリニック
41 歯科 島崎歯科
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図 鉄道駅・バス停から観光資源へのアクセス性  

No 種別 名称
1 文化施設 歴史民俗資料館
2 文化施設 まちなか交流センター
3 文化施設 蟹江町図書館
4 社寺・文化財 佐野七五三之助墓所
5 社寺・文化財 龍照院
6 社寺・文化財 冨吉建速神社・八劔社
7 社寺・文化財 須成祭
8 社寺・文化財 神田鐳藏家系碑
9 社寺・文化財 善敬寺
10 社寺・文化財 八幡神社
11 社寺・文化財 松秀寺
12 社寺・文化財 蓮行寺
13 社寺・文化財 三明神社
14 社寺・文化財 寶蓮寺
15 社寺・文化財 観音寺
16 社寺・文化財 地蔵寺
17 社寺・文化財 蟹江城址
18 社寺・文化財 日吉神社
19 社寺・文化財 蟹江新町日吉神楽
20 社寺・文化財 法応寺
21 社寺・文化財 西光寺
22 社寺・文化財 蟹江神明社
23 社寺・文化財 盛泉寺
24 社寺・文化財 安楽寺
25 社寺・文化財 尾張稲荷大社
26 社寺・文化財 銭洗尾張弁財天富吉神社
27 社寺・文化財 八幡社
28 社寺・文化財 小酒井不木生誕地碑
29 社寺・文化財 親鸞聖人腰掛石
30 社寺・文化財 鹿島神社文学苑
31 社寺・文化財 鹿島神社
32 社寺・文化財 舟入神明社
33 社寺・文化財 吉川英治句碑
34 観光資源 フラワーガーデン戸谷
35 観光資源 山口酒蔵
36 観光資源 釣堀センター
37 観光資源 大相撲ストリート
38 観光資源 甘強酒蔵
39 観光資源 サンサンブリッジ
40 観光資源 夜寒橋
41 観光資源 文学散歩道
42 観光資源 蟹江川水辺スポット
43 観光資源 みづほ園芸
44 観光資源 蟹江川排水機場
45 観光資源 蟹江町観光交流センター「祭人」
46 温泉 尾張温泉
47 温泉 足湯かにえの郷
48 公園 源氏塚公園
49 公園 日光川ウォーターパーク
50 公園 佐屋川創郷公園
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