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計画停電対象エリア 

 

第６グループ 

【青森県】 

青森市 

大野片岡,けやき１丁目,けやき２丁目,長島２丁目,はまなす１丁目,は

まなす２丁目,旭町１丁目,旭町２丁目,旭町３丁目,安田稲森,安田近野,

安田若松,安方１丁目,羽白実法,羽白池上,羽白富田,羽白野木和,浦町奥

野,雲谷,雲谷山吹,雲谷梨ノ木,栄町１丁目,栄町２丁目,奥内宮田,奥内

宮田,奥内川合,奥内川台,奥内平塚,奥野１丁目,奥野２丁目,奥野３丁

目,横内,横内亀井,横内鏡山,横内若草,横内神田,横内泉川,横内八重菊,

王余魚沢,王余魚沢村元,王余魚沢片子都谷森,王余魚沢北村元,岡造道１

丁目,岡造道２丁目,岡造道３丁目,岡町宮本,岡町舟岡,岡町松本,岡町藤

戸,沖館１丁目,沖館３丁目,沖館４丁目,沖館５丁目,沖館篠田,沖館小

浜,卸町,下十川宮本,下十川扇田,下十川村元,下十川大沼袋,花園１丁

目,花園２丁目,岩渡,岩渡熊沢,吉内,吉内東留岡,吉内富田,吉野田,吉野

田荷越沢,吉野田蛍沢,吉野田樋田,吉野田平野,吉野田木戸口,久栗坂久

栗坂山,久栗坂山辺,久栗坂大谷,久栗坂浜田,久須志１丁目,久須志２丁

目,久須志３丁目,久須志４丁目,宮田玉水,宮田高瀬,宮田山下,牛館,牛

館岡部,牛館松枝,橋本２丁目,郷山前永原,郷山前上野,郷山前村元,金沢

１丁目,金沢２丁目,金沢３丁目,金沢４丁目,金沢５丁目,金浜伊吹,金浜

稲田,金浜船岡,金浜野尻,銀杉田,駒込桐ノ沢,駒込蛍沢,駒込蛍沢地内,

駒込月見野,駒込見吉,駒込深沢,駒込前田,桑原,桑原稲葉,桑原山崎,原

別１丁目,原別２丁目,原別３丁目,原別４丁目,原別５丁目,原別６丁目,

原別７丁目,原別８丁目,原別遠山,原別下海原,原別玉清水,原別上海原,

原別袖崎,原別難波,古館１丁目,古館安田,古館大柳,古川１丁目,古川２

丁目,古川３丁目,古川４丁目,戸建沢,戸崎宮井,戸山安原,戸山宮崎,戸

山荒井,戸山赤坂,戸門見通,戸門山部,戸門土筆山,五本松,五本松一本

木,五本松羽黒平,五本松岡本,五本松松本,五本松平野,五本松野脇,後

潟,後潟大原,後潟平野,後萢外山,後萢久堅,後萢前橋,幸畑,幸畑１丁目,

幸畑２丁目,幸畑３丁目,幸畑４丁目,幸畑５丁目,幸畑阿部野,幸畑松元,

幸畑谷脇,幸畑唐崎,港町１丁目,港町２丁目,港町３丁目,荒川横倉,荒川

柴田,荒川成瀬,荒川筒井,荒川品川,高屋敷,高屋敷安田,高屋敷社元,高

屋敷野尻,高田,高田川瀬,高田朝日山,高田朝日山,高田日野,合浦１丁

目,合浦２丁目,合子沢山崎,合子沢松森,合子沢前岳,左堰大科,左堰野



 2 

田,細越,細越栄山,細越種元,細越常盤,細越浅田,細野,細野大沢,細野沢

井,細野二股,細野目倉石,桜川１丁目,桜川２丁目,桜川３丁目,桜川４丁

目,桜川５丁目,桜川６丁目,桜川７丁目,桜川８丁目,桜川９丁目,三好１

丁目,三好２丁目,三内稲元,三内丸山,三内玉作,三内沢部,三内沢部,三

内里見,三本木川崎,三本木扇沢,四ツ石里見,四戸橋,四戸橋磯部,自由ヶ

丘１丁目,自由ヶ丘２丁目,篠田１丁目,篠田２丁目,篠田２丁目,篠田３

丁目,女鹿沢,女鹿沢稲本,女鹿沢山本,女鹿沢西花岡,女鹿沢西種本,女鹿

沢西増田,女鹿沢東花岡,女鹿沢東種本,女鹿沢東早稲田,女鹿沢東富田,

女鹿沢平野,女鹿沢野尻,勝田１丁目,勝田１丁目,勝田２丁目,小館亀山,

小館菊川,小館桜刈,小橋伊沢,小橋千鳥,小橋田川,小橋福田,小畑沢小

杉,小柳１丁目,小柳２丁目,小柳３丁目,小柳４丁目,小柳５丁目,小柳６

丁目,小柳鴨泊,小柳朽葉,小柳桂,小柳唐橋,小柳袰懸,松原１丁目,松原

２丁目,松原３丁目,松森１丁目,松森２丁目,松森３丁目,上野山辺,上野

篠塚,上野有原,新城山田,新城天田内,新城福田,新城平岡,新町１丁目,

新町野岡部,新町野管谷,新町野幾田,新町野菅谷,新町野薄井,新田１丁

目,新田２丁目,新田３丁目,新田扇田,新田忍,諏訪沢,諏訪沢,諏訪沢丸

山,諏訪沢岩田,諏訪沢桜川,諏訪沢松代,諏訪沢野田,杉沢,杉沢井ノ下,

杉沢井ノ上,杉沢山下,杉沢山元,杉沢上福田,杉沢板橋野山,杉沢福田,瀬

戸子磯田,瀬戸子神田,清水,清水成見,清水浜元,西滝１丁目,西滝２丁

目,西滝３丁目,西滝菅野屋,西滝切島,西滝富永,西田沢沖津,西田沢山

辺,西田沢浜田,青柳１丁目,青柳２丁目,青柳２丁目,石江岡部,石江江

渡,石江高間,石江三好,石江富田,石江平山,千刈１丁目,千刈２丁目,千

刈３丁目,千刈４丁目,千富町１丁目,千富町２丁目,泉野,泉野内野,泉野

野脇,浅虫蛍谷,浅虫坂本,浅虫山下,浅虫内野,浅虫馬場山,前田,前田中

野,前田湯の沢,前田野目長峰,相沢村元,相沢長沢,造道１丁目,造道２丁

目,造道２丁目,造道３丁目,造道磯野,造道沢田,孫内山科,孫内山辺,孫

内北原,大釈迦,大釈迦山田,大釈迦山本,大釈迦前田,大釈迦沢井,大釈迦

沢田,大釈迦沢内沢,大釈迦中田,大谷,大谷山ノ内,大谷小谷,大別内葛

野,大別内山吹,大別内西田,大別内萩原,大野玉島,大野金沢,大野今井,

大野笹崎,大野山下,大野若宮,大野前田,大野鳴滝,大矢沢野田,大矢沢里

見,第二問屋町３丁目,第二問屋町４丁目,滝沢,滝沢下川原,滝沢住吉,滝

沢小川平,滝沢小川目沢,滝沢大川目,滝沢地内道,滝沢東滝沢,滝沢東滝

沢山,滝沢北滝沢,滝沢北滝沢山,沢山平野,沢山野際,樽沢,樽沢上野,樽

沢村元,築木館,築木館岩瀬,築木館山ノ井,茶屋町,中央１丁目,中佃１丁

目,中佃２丁目,中佃３丁目,虫蛍谷,長沼,長沼小沢,長沼南藤巻,長島４

丁目,佃１丁目,佃２丁目,佃３丁目,鶴ヶ坂山本,鶴ヶ坂川合,鶴ヶ坂早稲
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田,鶴ヶ坂田川,堤町１丁目,堤町２丁目,田屋敷下り松,田茂木野,田茂木

野阿部野,田茂木野大沢,田茂木野田茂木沢,土屋カヌカ沢,土屋高森山,

土屋淀川,東造道１丁目,東造道２丁目,東造道３丁目,東大野２丁目,東

滝沢山,筒井桜川,筒井八ツ橋,徳才子,徳才子山本,徳才子船岡,徳才子早

稲田,徳才子福田,内真部,内真部岸田,内真部山下,内真部内真部山,内真

部平岡,南佃１丁目,南佃２丁目,虹ヶ丘１丁目,入内駒田,馬屋尻,馬屋尻

菊川,馬屋尻小金沢,馬屋尻清水流,八ツ役,八ツ役芦谷,八ツ役上林,八重

田１丁目,八重田２丁目,八重田３丁目,八重田４丁目,八重田鶴見,八重

田浜野,八重田矢作,八重田露草,八幡林,八幡林熊谷,八幡林三島,八幡林

品川,飛鳥塩越,飛鳥岸田,飛鳥山田,飛鳥福浦,浜館１丁目,浜館２丁目,

浜館３丁目,浜館４丁目,浜館５丁目,浜館６丁目,浜館科,浜館間瀬,浜館

見取,浜田３丁目,浜田豊田,富田１丁目,富田２丁目,富田３丁目,富田４

丁目,富田５丁目,福田１丁目,福田２丁目,平新田,平新田玉清水,平新田

森越,平新田池上,北金沢１丁目,北金沢２丁目,北中野,北中野下嶋田,北

中野字天王,北中野上沢田,北中野村元,北中野沢田,北中野中坪,北中野

中道,北中野天王,北中野桃里,北中野北畠,北中野林元,本郷岸田,本郷篠

原,本郷松元,本郷田ノ沢,本郷平岡,本郷豊田,本郷柳田,本泉１丁目,本

泉２丁目,本町４丁目,本町５丁目,妙見２丁目,妙見３丁目,問屋町１丁

目,問屋町２丁目,野尻今田,野尻野田,野沢,野沢稲荷沢,野沢横手,野沢

字川部,野沢字沢部,野沢小牧野,野沢川部,野沢沢部,野内浦島,野内菊

川,野内山王林,野内小笹,野内大林,野内鈴森,野木,野木山口,野木野尻,

矢作１丁目,矢作２丁目,矢作３丁目,矢田下野尻,矢田山野井,矢田菖蒲

沢,矢田上野尻,矢田前,矢田前浅井,矢田前本泉,矢田前本泉,矢田前弥生

田,矢田大柳,矢田牧原,柳川１丁目,柳川２丁目,油川岡田,油川実法,油

川千刈,油川船岡,油川大浜,油川中道,油川柳川,油川浪返,里見１丁目,

里見２丁目,緑１丁目,浪岡,浪岡稲盛,浪岡稲村,浪岡王余魚沢村元,浪岡

王余魚沢片子都谷森,浪岡岡田,浪岡下十川大沼袋,浪岡吉内山下,浪岡吉

野田木戸口,浪岡郷山前上野,浪岡五本松岡本,浪岡高屋敷安田,浪岡高屋

敷宅社元,浪岡佐野,浪岡細田,浪岡細野目倉石,浪岡若松,浪岡女鹿沢東

種本,浪岡女鹿沢平野,浪岡女鹿沢野尻,浪岡松島,浪岡杉沢,浪岡杉沢井

ノ下,浪岡杉沢山元,浪岡杉沢福田,浪岡川合,浪岡浅井,浪岡前田,浪岡増

館宮元,浪岡増館若柳,浪岡増館富岡,浪岡大釈迦山田,浪岡大釈迦前田,

浪岡大釈迦沢田,浪岡樽沢村元,浪岡長沼北藤巻,浪岡徳才子山本,浪岡平

野,浪岡北中野上沢田,浪岡北中野天王,浪岡北中野天王,浪岡本郷松元,

浪岡林元,浪岡林本,浪岡淋城,浪館近野,浪館志田,浪館志田,浪館泉川,

浪館泉川,浪館前田１丁目,浪館前田２丁目,浪館前田３丁目,浪館前田４
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丁目,浪館前田４丁目,浪館地内,浪館平岡,浪打１丁目,浪打２丁目,六枚

橋,六枚橋磯打,六枚橋山越,六枚橋不浪知南津軽郡藤崎町 

久井名館早稲田,久井名舘北原,榊亀田,榊和田,三ツ屋永田,三ツ屋上前

田,常盤一西田,常盤五宮本,常盤四宮本,常盤四西田,常盤二西田,常盤富

田,水木,水木稲元,水木稲田,水木水元,水木水上,水木浅田,水木村上,水

木福西,徳下元前田,徳下滝本,富柳福岡,福館稲村,福館西田,福館前田,

福館里見,福舘西田,福島,福島宮元,福島村元,福島東田,福島林元 

藤崎町 

久井名館早稲田,久井名舘北原,榊稲村,榊亀田,榊宮本,榊種元,榊和田,

三ツ屋永田,三ツ屋上前田,若松森越,若松早稲田,小畑福元,常盤一西田,

常盤五宮本,常盤四宮本,常盤四西田,常盤二西田,常盤富田,水木,水木稲

元,水木稲田,水木水元,水木水上,水木浅田,水木村上,水木福西,中島種

元,中島中元,徳下元前田,徳下滝本,富柳福岡,福館稲村,福館西田,福館

前田,福館里見,福島,福島宮元,福島村元,福島東田,福島林元,矢沢福富,

矢沢福本黒石市 

五所川原市 

磯松,磯松磯野,磯松古館,磯松山の井,磯松赤川,磯松唐川,磯松唐皮,稲

実米崎,姥萢船橋,原子山元,十三,十三羽黒崎,十三琴湖岳,十三古中道,

十三五月女萢,十三深津,十三地内,十三通行道,相内,相内岩井,相内吉

野,相内桂川,相内実取,相内赤坂,相内露草,太田,太田山の井,脇元,脇元

磯辺,脇元赤川,脇元曇谷,脇元野脇 

外ヶ浜町 

磯山,宇鉄鎧島,宇鉄釜野沢,宇鉄山,宇鉄上宇鉄,宇鉄川柱,宇鉄藤島,宇

鉄鳴神,宇鉄梨ノ木間,宇鉄梹榔,宇鉄鐇泊,宇田,丑ヶ沢,姥ヶ沢,下蟹田,

下小国,家ノ上,蟹田,蟹田塩越,蟹田下蟹田,蟹田外黒山,蟹田高銅屋,蟹

田山本紅葉坂,蟹田小国品吉,蟹田石浜,蟹田大平,蟹田中師宮本,蟹田田

ノ沢,蟹田鰐ヶ渕,外ヶ浜町,外黒山,釜野沢,元宇鉄,元宇田,高銅屋,今

津,今津間沢,今津才の神,今津尻高,根岸,根岸山居,根岸小川,根岸湯ノ

沢,三厩宇鉄元宇鉄,三厩宇鉄竜浜,三厩宇鉄六条間,三厩三厩宇鉄山,三

厩三厩増川東町,三厩増川,三厩藤嶋,三厩本町,三厩龍浜,三厩鐇泊,山本

紅葉坂,山本野脇,算用師,舟岡,小国下小国,小国岩井,小国坂元,小国山

崎,小国谷田,小国東小国山,小国南田,上宇鉄,上蟹田,上小国,新町,石

崎,石崎元宇田,石崎平舘漁港内,石崎弥蔵釜,石浜,石浜塩越,石浜舟岡,

川原添,増川,増川東町,大平,大平山元,大平沢辺,中師,中師火箱沢,中師

舘ノ沢,中師宮本,中小国,中浜,東町,桃ヶ丘,藤島,内黒山,南沢,南沢舘

下,南沢山口,平舘,平舘元宇田,平舘後田,平舘根岸湯の沢,平舘石崎沢,
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平舘石崎弥蔵釜,平舘石浜磯山,平舘太郎右エ門沢,平舘田の沢,平舘門の

沢,平舘弥蔵釜,本町,野田,野田,野田山下,野田鳴川,弥蔵釜,龍浜,緑ヶ

丘,六條間,鰐ヶ淵,鐇泊 

蓬田村 

阿弥陀川,阿弥陀川汐干,郷沢,郷沢宮本,郷沢浜田,広瀬,広瀬高根,広瀬

坂元,瀬辺地,瀬辺地山田,瀬辺地田浦,中沢,中沢池田,中沢浪返,長科,長

科浦田,長科川瀬,長科鶴蝮,蓬田,蓬田塩越,蓬田宮本,蓬田汐越 

今別町 

奥平部,奥平部奥村元,奥平部村元道添,奥平部砥石,今別,今別宮本,今別

西田,今別中沢,今別町二股,砂ヶ森,砂ヶ森砂村元,砂ヶ森赤根沢,山崎,

山崎山元,村元,大川平,大川平熊沢,大川平深沢,大川平清川,大川平村

元,大川平東大川,大川平二股,大川平母沢,大泊,大泊上野,大泊大村元,

大泊鋳釜,大泊与茂内,東町,鍋田,鍋田関口,鍋田山崎,鍋田字関口,浜名,

浜名黒崎,浜名今別山,浜名三九郎沢,浜名字中宇田,浜名字浜名,浜名中

宇田,浜名中野,浜名二ッ石,袰月,袰月村下,袰月袰村元 

中泊町 

小泊小泊,下高根,下高根小金石,亀山,宮川,高根,高根小金石,今泉,今泉

今泉山,今泉神山,今泉唐崎,今泉藤の森,今泉布引,砂山,鮫貝,山口,漆

流,小泊,小泊下前,小泊砂山,小泊鮫貝,小泊山,小泊折戸,小泊地内,小泊

朝間,小泊長坂,小泊渕岩,小泊袰内,上高根,上高根小金石,水澗,成滝,折

腰内,大山長根,築上,中小泊山,中里町,朝間,長坂,長泥,長泥玉清水,田

茂木,田茂木若宮,田茂木望月,南小泊,白倉,薄市,薄市沖原,薄市花持,薄

市玉清水,薄市飛石,尾崎道,尾別,尾別小谷,尾別浅井,尾別尾別山,浜野,

簿市玉清水,豊岡三笠,豊岡片岡,坊主沢,梨子木平,嗽沢,渕岩 

つがる市 

下車力町盛野,牛潟町,車力町中島,富萢町,富萢町芦崎,富萢町萱津,富萢

町去来見,富萢町三室,富萢町糸柳,富萢町寿,富萢町清水,富萢町静,富萢

町千年,富萢町荘野,富萢町難波,富萢町薮分,富萢町里見,富萢町屏風山,

富萢町藪分,豊富町,豊富町千貫,豊富町豊牡丹,豊富町屏風山 

黒石市 

あけぼの町,ぐみの木１丁目,ぐみの木２丁目,ぐみの木３丁目,ぐみの木

北,ちとせ１丁目,ちとせ２丁目,ちとせ３丁目,旭町,一番町,浦町１丁

目,浦町２丁目,横町,牡丹平,牡丹平牡丹平,牡丹平福民,牡丹平福民西,

牡丹平福民北,乙大工町,乙徳兵衛町,下目内沢字小屋敷家岸,下目内沢字

小屋敷添,下目内沢目内沢,下目内沢目内沢堰末,下目内澤字小屋敷,下目

内澤小屋敷家岸,下目内澤小屋敷添,花園町,花巻村下平,花巻立石,角田,
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株梗木横丁,株梗木中渡,岩木町,吉乃町,京町,京町寺町,境松１丁目,境

松２丁目,境松３丁目,錦町,元町,後大工町,幸町,甲大工町,甲徳兵衛町,

高賀野高田,高館乙里見,高舘乙花岡,高舘乙高原,高舘丁高原,高樋深山

林,黒石,黒石建石,黒石十三森,作場町,柵ノ木１丁目,柵ノ木２丁目,柵

ノ木３丁目,柵ノ木４丁目,桜木町,三島村里,山形町,市ノ町,寺小路,若

葉町,寿町,住吉町,十三森,春日町,小屋敷,小屋敷小屋敷村,昭和町,松

原,松葉町,上十川山元,上十川村元,上十川大野,上十川長谷沢,上十川北

原,上十川柳沢,上十川留岡,上町,垂柳永田,垂柳福岡,西ヶ丘,西馬場尻

安田,西馬場尻岡田,西馬場尻枝村,西馬場尻村元,西馬場尻派村,西馬場

尻八幡田,青山,石名坂桜清水,石名坂村ヨリ北,石名坂町堰向,石名坂豊

岡村下,赤坂池田,赤坂東池田,赤坂北野崎,赤坂野崎,泉町,浅瀬石,浅瀬

石稲田,浅瀬石桜田,浅瀬石山辺,浅瀬石松田,浅瀬石清川,浅瀬石川原田,

浅瀬石川合,浅瀬石扇田,浅瀬石村元,浅瀬石村上,浅瀬石龍ノ口,前町,相

野,袋井１丁目,袋井２丁目,袋井３丁目,大町１丁目,大町２丁目,大板

町,鍛冶町,竹田町,竹鼻山元,竹鼻村元,中川花岡,中川篠村,中川富田,中

町,長崎１丁目,長崎２丁目,追子野木１丁目,追子野木２丁目,追子野木

３丁目,田舎館東田,田中,東新町１丁目,東新町２丁目,東町,東馬場尻,

東馬場尻中坪,東馬場尻馬場尻,東馬場尻笊谷地,東野添竹田,東野添長坂

道北,道北町,内町,二双子十川,二双子浅田,二双子村元,二双子野田,馬

場尻東,馬場尻南,馬場尻北,畑中藤巻,八甲,飛内,美原町,浜町,富士見,

富田,平川市高木岡崎,平川市李平下安原,豊岡,豊岡狼森,北田中,北田中

道下,北美町１丁目,北美町２丁目,北美町３丁目,末広,末広町,野際１丁

目,野際２丁目,野際３丁目,野添町,弥生町,油横丁,緑ヶ丘,緑町１丁目,

緑町２丁目,緑町３丁目,緑町４丁目 

平川市 

猿賀,猿賀浅井,猿賀南田,金屋下松元,金屋下早稲田,金屋上松元,金屋上

早稲田,金屋中松元,金屋中早稲田,原上原,原大野,高木,高木原田,高木

原富,高木松元,新屋,新屋稲村,新屋栄館,新屋山下,新屋町松下,新屋町

松久,新屋富山,南田中西原,南田中村内,南田中北原,尾上栄松,李平下安

原 

田舎館村 

境森佃,高樋宮本,高樋八幡,黒石市境松村井,枝川舘子,枝川狐森,十二川

原中鱸,諏訪堂川原田,諏訪堂村元,前田屋敷東中野,前田屋敷南一本柳,

前田屋敷南佃,田舎館中辻,田舎館東田,東光寺,東光寺安田,東光寺稲田,

東光寺高田,東光寺前田,東光寺村井,東光寺村岡,東光寺村上,東光寺村

林,東光寺林元,堂野前種井,堂野前前川原,畑中,畑中観妙寺,畑中上野,
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畑中新田,畑中藤本,畑中樋口,八反田古館,平川市新山岡部,平川市新山

松橋 

東通村 

猿ヶ森,猿ヶ森稲荷林,猿ヶ森下山,猿ヶ森下田代,猿ヶ森尻労道,猿ヶ森

村中,下田屋,下田代,蒲野沢,蒲野沢ホヤケ平,蒲野沢蒲沢山,蒲野沢蒲野

沢道,蒲野沢桑原道,蒲野沢鹿橋,蒲野沢鹿橋道,蒲野沢小川,蒲野沢石持,

蒲野沢石持山,蒲野沢石持道,蒲野沢前田,蒲野沢村中,蒲野沢大久保,蒲

野沢浜ノ平,蒲野沢野牛道,岩屋,岩屋往来,岩屋牛牧,岩屋苦蕨,岩屋苦蕨

平,岩屋小沢平,岩屋草野沢,岩屋滝不動平,岩屋長石倉,岩屋田畑,砂子

又,砂子又猿ヶ沢,砂子又官台山,砂子又高舘,砂子又高松下,砂子又黒森,

砂子又砂子又,砂子又字蛙谷地,砂子又小目名沢,砂子又上田代,砂子又上

流,砂子又新田,砂子又川原,砂子又大萱,砂子又大久保下,砂子又大川目,

砂子又沢内,砂子又伝助沢,砂子又揚ノ尻,砂子又里,小田野沢,小田野沢

ほど山,小田野沢見知川山,小田野沢荒沼,小田野沢出口,小田野沢小南

通,小田野沢小老部,小田野沢焼山川目,小田野沢大平滝,小田野沢地内,

小田野沢中川目,小田野沢中道川目,小田野沢南通,小田野沢畑浦,小田野

沢浜通,小田野沢北向,小田野沢揚ノ尻,上田屋長川,尻屋,尻屋漁港内,尻

屋山根,尻屋尻屋崎,尻屋水上,尻屋水神,尻屋石倉,尻屋村中,尻屋八峠,

尻労,尻労安部,尻労下堀川,尻労坂ノ下,尻労小倉,尻労焼山,尻労上堀

川,尻労尻労,尻労天神林,大利,大利井戸尻,大利向平,大利荒谷沢,大利

早掛平,大利大場沢,大利沢畑,大利浜道,大利冷水,田屋一ノ沢,田屋下田

屋,田屋家ノ上,田屋館古横道,田屋上田屋,田屋上流,田屋石蕨平,田屋大

館,田屋鍋形,田屋林ノ下,田屋林ノ上,白糠,白糠稲葉沢,白糠下馬坂,白

糠家ノ上,白糠垣間,白糠向流,白糠向流下,白糠赤平,白糠前坂下,白糠前

田,白糠鳥ノ沢,白糠銅屋,白糠浜通,白糠明神,白糠明神ノ上,白糠明神川

端,白糠老部,目名向野,野牛,野牛井戸前,野牛井戸頭,野牛稲崎,野牛釜

ノ平,野牛古野牛川,野牛小河原,野牛水上,野牛大橋,野牛東栄,野牛入

口,老部 

むつ市 

大曲，旭町，旭町地内，宇田町，宇田町，宇田町放送，烏沢前浜，奥内，

奥内姥沢，奥内奥内，奥内釜谷道，奥内近川，奥内金谷沢，奥内江豚沢，

奥内今泉，奥内石蕨，奥内大室平，奥内竹立，奥内中道，奥内中野，奥

内楢立場，奥内二又道，奥内浜奥内，奥内浜道，奥内浜平，奥内坊主流，

横迎町１丁目，横迎町２丁目，下北町，海老川町，関根，関根の内休場，

関根安畑，関根烏沢，関根休場，関根高梨，関根高梨川目，関根出戸川

目，関根新田川目，関根水川目，関根川代，関根川代川目，関根前浜，
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関根南関根，関根浜関根，関根北関根，関根名子，関根名子平，近川，

近川今泉，近沢，金曲１丁目，金曲２丁目，金曲３丁目，金谷１丁目，

金谷２丁目，金谷沢，栗山町，栗山町川原地，後田，港町，荒川，荒川

町，今泉地内，桜木町，山女館，若松町，十二林，小川町２丁目，小川

町一丁目，昭和町，松原町，松山町，松森町，上山，上山地内，上川町，

城ケ沢羽立，城ヶ沢永下，城ヶ沢下川迎，城ヶ沢下前田，城ケ沢下田，

城ヶ沢下道，城ヶ沢角違，城ヶ沢丸山，城ヶ沢狐森，城ヶ沢堺田，城ヶ

沢堺田，城ヶ沢字中丁塚，城ヶ沢上堺田，城ヶ沢城ケ沢，城ヶ沢新之助，

城ヶ沢川代，城ヶ沢早川向，城ヶ沢袖越，城ヶ沢大川目，城ケ沢地内，

城ヶ沢中丁塚，城ヶ沢梅ノ木，城ヶ沢浜田，城ヶ沢片平，城ヶ沢流道，

新城ヶ沢，新町，真砂町，神山，赤川，赤川町，赤川町，川守町，川内

町しなの木，川内町一枚橋，川内町隠里，川内町下小倉平，川内町家ノ

上，川内町家ノ辺，川内町蛎崎，川内町蛎崎香ノ木，川内町蛎崎合野，

川内町蛎崎寺ノ前，川内町蛎崎半右エ門沢，川内町釜谷，川内町館山下，

川内町休所，川内町銀杏平，川内町銀杏木，川内町熊ヶ平，川内町戸沢，

川内町戸沢川代，川内町高野川，川内町砂浜，川内町獅子畑，川内町宿

野部，川内町宿野部しなの木平，川内町上小倉平，川内町石倉沢，川内

町川代，川内町川内，川内町川袰川，川内町前田，川内町大川向，川内

町中道，川内町中畑，川内町田野沢，川内町湯野川，川内町湯野川向，

川内町湯野川地内，川内町八右工門沢，川内町板家戸，川内町板子塚，

川内町桧川，川内町桧川稲沢，川内町桧川漁港，川内町桧川川代，川内

町福浦山，川内町立越，川内町袰川，泉沢，大曲１丁目，大曲２丁目，

大曲３丁目，大室平，大畑赤滝山地先，大畑町伊勢堂，大畑町伊勢堂，

大畑町奥薬研，大畑町観音堂，大畑町関根橋，大畑町鍵掛，大畑町庚申

堂，大畑町高橋川，大畑町佐助川，大畑町佐藤ヶ平，大畑町事業区，大

畑町小目名家ノ下，大畑町小目名村，大畑町松ノ木，大畑町松ノ木ノ内

観音堂，大畑町松ノ木道，大畑町上野，大畑町新町，大畑町水木沢，大

畑町正津川，大畑町正津川高待，大畑町正津川戦敷，大畑町正津川大畑

道，大畑町正津川道，大畑町正津川平，大畑町赤坂，大畑町赤川村，大

畑町赤滝山，大畑町戦敷，大畑町孫次郎間，大畑町大畑村，大畑町大畑

道，大畑町谷地道，大畑町中島，大畑町朝比奈岳，大畑町鳥谷場，大畑

町釣屋浜，大畑町兎沢，大畑町東町，大畑町湯坂下，大畑町筒万坂，大

畑町堂近，大畑町南町，大畑町二枚橋，大畑町八幡湯坂，大畑町本町，

大畑町本門寺前，大畑町湊，大畑町湊村，大畑町明神平，大畑町木野部，

大畑町薬研，大畑町柳沢，大畑町涌館，大畑町葉色，大畑町葉色山，大

畑町葉石山，大平荒川，大平荒川，大平町，大平町，大平町本町裏通，
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大平落野沢，大湊宇曽利川，大湊宇曽利川村ノ内，大湊宇曽利川村ノ内

大道下，大湊宇曽利川村下，大湊上町，大湊新町，大湊水上ノ内薪取道，

大湊大近川，大湊大川守，大湊鷹待，大湊町，大湊浜町，第２石蕨，第

２石蕨地内，中央１丁目，中央２丁目，中道，中野，中野沢，中野沢穴

明窪，中野沢小川，中野沢上山道，中野沢大近川，中野沢中田道，中野

沢畑沢野，中野沢浜田，仲町，長坂，田町，田名部宇曽利山，田名部下

川，田名部下道，田名部椛山，田名部宮ノ後，田名部宮後，田名部後田，

田名部荒川山，田名部高田，田名部三本松，田名部山道，田名部十二林，

田名部女館，田名部小平館，田名部松山，田名部上川，田名部上道，田

名部新町，田名部赤川，田名部前川目，田名部前田，田名部町，田名部

槌川目，田名部斗南岡，田名部土手内，田名部頭梨子，田名部道向，田

名部内田，田名部南椛山，田名部二又，田名部品ノ木，田名部北椛山，

田名部矢立山，田名部落野沢，田名部立山，苫生１丁目，苫生２丁目，

苫生町１丁目，苫生町２丁目，南赤川町，南町，二又，二又道，白糠入

込山，美里町，浜奥内，浜関根，文京町，並川町，本町，野平，矢立山，

柳町１丁目，柳町２丁目，柳町３丁目，柳町４丁目，緑ケ丘，緑町，老

人福祉センタ－，脇野沢稲平，脇野沢寄浪，脇野沢寄浪地内，脇野沢九

艘泊，脇野沢桂沢，脇野沢源藤城，脇野沢口広，脇野沢黒岩，脇野沢黒

岩，脇野沢鹿間平，脇野沢七引，脇野沢小サ沢，脇野沢小沢，脇野沢新

井田，脇野沢親和町，脇野沢瀬野，脇野沢瀬野川目，脇野沢瀬野川目，

脇野沢瀬野川目，脇野沢赤坂，脇野沢滝山，脇野沢蛸田，脇野沢辰内，

脇野沢田ノ頭，脇野沢渡向，脇野沢本村 

大間町 

奥戸，奥戸奥戸村，奥戸下道，奥戸館ノ上，奥戸向町，奥戸黒岩，奥戸

材木，奥戸材木川目，奥戸材木村，奥戸小奥戸，奥戸新釜，奥戸赤石海

岸，奥戸船橋，奥戸大川目，奥戸田ノ頭，奥戸道，奥戸二ツ石，奥戸浜

町，奥戸浜町通，割石，向町，材木川目，大間，大間奥戸上道，大間奥

戸村，大間奥戸道，大間下手道，大間割石，大間根田内，大間細間，大

間材木，大間山道，大間寺道，大間七郎平，大間蛇浦道，大間上野，大

間太田，大間大間，大間大間平，大間大間平，大間大川目，大間中山，

大間内山，大間二ツ石，大間冷水，大間狼丁，本町 

佐井村 

佐井中道，磯谷，原田川目，古佐井，古佐井川目，古佐井中道，糠森，

佐井，佐井磯谷，佐井原田，佐井原田川目，佐井古佐井，佐井古佐井川

目，佐井糠森，佐井黒岩，佐井川目，佐井村野平，佐井大佐井，佐井大

佐井川目，佐井中道，佐井湯ノ川越，佐井八幡堂，佐井福浦川目，佐井
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仏ケ浦，佐井矢越，川目，大佐井，大佐井川目，長後，長後牛滝，長後

牛滝屋敷裏，長後牛滝川目，長後細間，長後字長後，長後沼ノ平，長後

川目，長後長後，長後長後川目，長後福浦，長後福浦川目，長後野平，

福浦 

風間浦村 

蛇浦，易国間，易国間易国間，易国間家ノ上，易国間桑畑，易国間古野，

易国間古野，易国間小易国間，易国間上ノ畑，易国間新町，易国間新町，

易国間孫三郎間，易国間大川目，易国間湯の上，易国間二タ川，下風呂

下風呂，下風呂街道添，下風呂甲，下風呂甲平ノ上，下風呂滝ノ上，下

風呂鳥谷場ノ上，下風呂畑尻ノ下，蛇浦古釜谷，蛇浦古釜谷平，蛇浦五

郎太，蛇浦蛇浦，蛇浦新釜谷，蛇浦石上 

横浜町 

イタヤノ木，旭町，夷ヶ沢平，夷ケ沢平，稲荷平，横浜，横浜，横浜新

丁，屋敷形，下川原，下田ノ沢，下苗代川目，家ノ前川目，家の前川目，

椛名木，茅平，舘ノ後，舘町，鶏ヶ唄，鶏ヶ唄，鶏ケ唄，鶏沢，源氏ヶ

浦，源氏ケ浦，向平，三保野，寺下，寺下，上イタヤノ木，新丁，新町，

吹越，川尻，川太郎川目，太郎須田，大町，大豆田，大畑，第一取水場，

第二取水場，中椛名木，中畑，桧木，苗代川目，浜懸，浜町，浜田，有

畑，有畑，梨木平，林ノ後，林ノ脇，林ノ脇，林尻，塚名平 

六ヶ所村 

泊，泊，泊焼山，泊川原，泊川原，泊村ノ内，泊南，泊泊山，泊六角 

平内町 

土屋鍵懸，東津軽郡平内町土屋 

 

【秋田県】 

仙北市 

雲然下町屋,雲然荒屋敷,雲然山口,雲然上町屋,雲然碇,雲然碇前田,雲

然田中,雲然田頭,薗田,薗田後田,薗田上花園,薗田新田,横町,下タ野,

下延,下延上川原,下延上野坊,下延切欠田,下延大瀬蔵野,下延大前田,

下延段添,下岩瀬町,下新町,下菅沢,下川原,下中町,下鶯野,外ノ山,角

館町雲然,角館町薗田,角館町横町,角館町下延,角館町下菅沢,角館町下

中町,角館町岩瀬,角館町岩瀬下タ野,角館町金山下,角館町細越町,角館

町山谷川崎,角館町小勝田,角館町上新町,角館町上菅沢,角館町上野,角

館町西勝楽町,角館町西長野,角館町川原,角館町中菅沢,角館町中町,角

館町田町上丁,角館町白岩,角館町白岩下西野,角館町八割,岩瀬,岩瀬下

タ野,金山下,広久内,細越町,山根町,山谷川崎,七日町,勝楽,小館,小山
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田,小勝田,小勝田下川原,小勝田下村,小勝田小倉前,小勝田松ヶ崎,小

勝田西ノ沢,小勝田前田,小勝田中川原,小松,小松真木口,小人町,小渕

野,上荒井 ,上新町,上菅沢,上野,上野大塚,水の目沢,菅沢,西下タ野,

西荒井,西勝楽町,西長野,西長野鬼壁,西長野熊堂,西長野桂渕,西長野

月見堂,西長野古寺,西長野高森,西長野上野,西長野川下田,西長野中

泊,西長野野田,西明寺,西明寺堂村,西木町下檜内,西木町小山田,西木

町小渕野,西木町上荒井,西木町西明寺,西木町門屋,西野川原,川原,川

原下袋,川原若神子,川原町後,川原八卦,大中嶋,竹原町,中菅沢,中町,

田沢湖角館東前郷,田沢湖小松,田沢湖生保内,田町下丁,田町上丁,東勝

楽丁,白岩,白岩下銭神,白岩新西野,白岩前郷,白岩町東,白岩念仏殿,八

割塩手沢,八割坂ノ下,八割字八割,八割西ヶ沢,八割大沢,八割内山,表

町下丁,表町上丁,歩行町,北野,門屋,裏町 

秋田市 

旭川新藤田西町,旭川新藤田東町,旭川清澄町,旭川南町,旭南１丁目,旭

南２丁目,旭南３丁目,旭北栄町,旭北錦町,旭北寺町,旭北寺町１番,茨

島１丁目,茨島２丁目,茨島３丁目,茨島４丁目,茨島５丁目,茨島６丁

目,茨島７丁目,横森１丁目,横森２丁目,横森３丁目,横森４丁目,横森

５丁目,卸町１丁目,卸町２丁目,卸町３丁目,卸町４丁目,卸町５丁目,

下黒瀬,下黒瀬町屋敷,下黒瀬野中,下浜羽川,下浜桂根,下浜長浜,下浜

楢田,下浜八田,下浜名ヶ沢,下北手寒川,下北手黒川,下北手桜宮ヶ沢,

下北手松崎,下北手松崎大巻,下北手松崎大沢田,下北手通沢下前田,下

北手通沢杉崎,下北手宝川潤ヶ崎,下北手宝川大西ヶ沢,下北手宝川堂ヶ

下,下北手柳館,下北手柳館賀川潟下,下北手柳館向田,下北手柳館前田

面,下北手梨平,下和田岡村,河辺,河辺岩見,河辺戸島,河辺戸島七曲台,

河辺戸島白熊沢,河辺戸島本町,河辺高岡,河辺三内,河辺三内寺田,河辺

諸井山根,河辺諸井大部,河辺松渕,河辺神内,河辺大張野,河辺畑谷,河

辺畑谷丸山,河辺畑谷大又,河辺豊成,河辺豊成宮下,河辺北野田高屋,河

辺北野田高屋神田,河辺和田,萱ヶ沢,萱ヶ沢三福,萱ヶ沢真木屋,萱ヶ沢

中ノ沢,萱ヶ沢土橋,萱ヶ沢二タノ沢,萱ヶ沢柳沢,岩見,岩見鵜養,岩見

小平岱,岩見八慶,牛島,牛島１丁目,牛島２丁目,牛島西１丁目,牛島西

２丁目,牛島西３丁目,牛島西４丁目,牛島西潟敷,牛島東１丁目,牛島東

２丁目,牛島東３丁目,牛島東４丁目,牛島東５丁目,牛島東６丁目,牛島

東７丁目,牛島南１丁目,牛島南２丁目,繋上田面,戸賀沢,戸島,戸島沖

田表,戸島七曲下,戸島七曲石坂台,戸島町尻,御所野下堤１丁目,御所野

下堤２丁目,御所野下堤４丁目,御所野下堤５丁目,御所野元町１丁目,

御所野元町２丁目,御所野元町３丁目,御所野元町３丁目,御所野元町４
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丁目,御所野元町５丁目,御所野元町６丁目,御所野元町７丁目,御所野

地蔵田１丁目,御所野地蔵田２丁目,御所野地蔵田３丁目,御所野地蔵田

４丁目,御所野地蔵田５丁目,御所野堤台１丁目,御所野堤台２丁目,御

所野湯本１丁目,御所野湯本２丁目,御所野湯本３丁目,御所野湯本４丁

目,御所野湯本５丁目,御所野湯本６丁目,御野場１丁目,御野場２丁目,

御野場３丁目,御野場４丁目,御野場５丁目,御野場６丁目,御野場７丁

目,御野場８丁目,御野場新町１丁目,御野場新町２丁目,御野場新町３

丁目,御野場新町４丁目,御野場新町５丁目,向浜１丁目,向浜２丁目,向

野,広面屋敷田,広面宮田,広面糠塚,広面高田,広面字野添,広面小沼古

川端,高岡,高岡川原田,高陽幸町,高陽青柳町,左手子,桜１丁目,桜２丁

目,桜３丁目,桜４丁目,桜ガ丘１丁目,桜ガ丘２丁目,桜ガ丘３丁目,桜

ガ丘４丁目,桜ガ丘５丁目,桜台１丁目,桜台２丁目,桜台３丁目,三内,

三内外川原,三内繋沢下段,三内五郎谷地,三内砂子渕,三内三内段,三内

小貝沢,三内鳥海,山王１丁目,山王２丁目,山王３丁目,山王４丁目,山

王５丁目,山王６丁目,山王７丁目,山王沼田町,山王新町,山王中園町,

山王中島町,山王臨海町,山手台１丁目,山手台２丁目,山手台３丁目,山

内,四ツ小屋,四ツ小屋笹葉,四ツ小屋字上川原,四ツ小屋小阿地,四ツ小

屋上川原,四ツ小屋上野,四ツ小屋城下当場,四ツ小屋中川原,四ツ小屋

中野,四ツ小屋末戸松本,寺内,寺内鵜ノ木,寺内後城,寺内高野,寺内児

桜１丁目,寺内児桜２丁目,寺内児桜３丁目,寺内松ケ丘団地,寺内大畑,

寺内堂ノ沢１丁目,寺内堂ノ沢２丁目,寺内堂ノ沢３丁目,寺内蛭根１丁

目,寺内蛭根２丁目,寺内蛭根３丁目,寺内油田１丁目,寺内油田２丁目,

寺内油田３丁目,芝野新田,蛇野,手形,手形学園町,手形休下町,手形才

ノ浜,手形山崎町,手形山西町,手形山中町,手形山東町,手形山南町,手

形山北町,手形蛇野,手形住吉町,手形十七流,手形新栄町,手形西谷地,

手形扇田,手形大松沢,手形大沢,手形中台,手形中谷地,手形田中,種沢,

諸井,女米木,将軍野南１丁目,将軍野南２丁目,松原,松渕,上北手猿田,

上北手猿田館ノ下,上北手古野,上北手荒巻,上北手小山田駒込,上北手

小山田小山田,上北手大戸,上北手大山田,上北手百崎,上北手百崎諏訪

ノ沢,新屋沖田町,新屋下川原町,新屋割山町,新屋関町後,新屋栗田町,

新屋元町,新屋高美町,新屋寿町,新屋渋谷町,新屋勝平台,新屋勝平町,

新屋松美ケ丘東町,新屋松美ケ丘南町,新屋松美ケ丘北町,新屋松美町,

新屋扇町,新屋船場町,新屋前野町,新屋大川町,新屋朝日町,新屋町,新

屋町天秤野,新屋鳥木町,新屋天秤野,新屋田尻沢西町,新屋田尻沢中町,

新屋田尻沢東町,新屋南浜町,新屋日吉町,新屋比内町,新屋表町,新屋豊

町,新屋北浜町,新藤田,新藤田大所,新藤田中山台,新波,新波竹の花,新
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波本屋敷,神ヶ村,神内,仁井田,仁井田栄町,仁井田下新田,仁井田潟中

町,仁井田小中島,仁井田新中島,仁井田新中島町,仁井田新田１丁目,仁

井田新田２丁目,仁井田新田３丁目,仁井田切上,仁井田大野,仁井田中

新田,仁井田二ツ屋１丁目,仁井田二ツ屋２丁目,仁井田蕗見町,仁井田

福島１丁目,仁井田福島２丁目,仁井田本町１丁目,仁井田本町２丁目,

仁井田本町３丁目,仁井田本町４丁目,仁井田本町５丁目,仁井田本町６

丁目,仁井田目長田１丁目,仁井田目長田２丁目,仁井田目長田３丁目,

仁井田緑町３丁目,仁井田緑町４丁目,仁別,石田,赤平,千秋久保田町,

千秋公園,千秋公園二ノ丸,千秋城下町,千秋中島町,千秋北の丸,千秋明

徳町,千秋矢留町,川元むつみ町,川元開和町,川元山下町,川元小川町,

川元松丘町,川尻みよし町,川尻御休町,川尻字大川反,川尻若葉町,川尻

上野町,川尻新川町,川尻総社町,川尻大川町,川尻町,泉一ノ坪,泉五庵

山,泉三嶽根,泉上ノ町,泉中央１丁目,泉中央２丁目,泉中央３丁目,泉

中央４丁目,泉中央５丁目,泉中央６丁目,泉東町,泉南１丁目,泉南２丁

目,泉南３丁目,泉馬場,泉北１丁目,泉北４丁目,相川,太田沢本線,太平

黒沢,太平山谷,太平寺庭,太平中関,太平中関平形,太平八田,太平八田

和岱,太平目長崎,大住１丁目,大住２丁目,大住３丁目,大住４丁目,大

張野,大町１丁目,大町２丁目,大町３丁目,大町４丁目,大町５丁目,大

町６丁目,大平台１丁目,大平台２丁目,大平台３丁目,大平台４丁目,濁

川,中通１丁目,中通２丁目,中通３丁目,中通４丁目,中通５丁目,中通

６丁目,中通７丁目,椿川,椿川安養寺,椿川奥椿岱,椿川関田,椿川山篭,

椿川山籠,椿川川端,椿川袖ノ沢,椿川中村,碇田,添川,田草川,田草川山

崎,土崎港穀保町,土崎港西１丁目,土崎港南１丁目,東通１丁目,東通２

丁目,東通３丁目,東通４丁目,東通５丁目,東通６丁目,東通７丁目,東

通８丁目,東通観音前,東通館ノ越,東通仲町,東通明田,楢山愛宕下,楢

山共和町,楢山金照町,楢山古川新町,楢山佐竹町,楢山字寺小路,楢山城

南新町,楢山城南町,楢山石塚町,楢山川口境,楢山太田町,楢山大元町,

楢山登町,楢山南新町,楢山南新町下丁,楢山南中町,楢山本町,南通みそ

の町,南通亀の町,南通宮田,南通築地,畑谷,畑谷中村,八橋,八橋イサノ

１丁目,八橋イサノ２丁目,八橋運動公園,八橋三和町,八橋新川向,八橋

大沼町,八橋大道東,八橋大畑１丁目,八橋大畑２丁目,八橋田五郎１丁

目,八橋田五郎２丁目,八橋南１丁目,八橋南２丁目,八橋本町１丁目,八

橋本町２丁目,八橋本町３丁目,八橋本町４丁目,八橋本町５丁目,八橋

本町６丁目,八橋戌川原,八橋鯲沼町,浜田,浜田元中村,平沢,平尾鳥,保

戸野すわ町,保戸野金砂町,保戸野原の町,保戸野桜町,保戸野諏訪町,保

戸野千代田町,保戸野中町,保戸野通町,保戸野鉄砲町,保戸野八丁,豊岩
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小山,豊岩石田坂,豊岩豊巻,豊成,北野田高屋,北野田高屋上盤昌,妙法,

妙法平治ケ沢,柳原新田,柳原新田大巻,柳田,雄和下黒瀬,雄和萱ヶ沢,

雄和戸賀沢,雄和向野,雄和芝野新田,雄和種沢,雄和新波新町,雄和神ヶ

村,雄和石田,雄和町相川,雄和町椿川,雄和町妙法,雄和椿川コマサカタ

イ,雄和椿川山籠,雄和椿川中村,雄和田草川,雄和平沢,雄和平沢大部,

雄和平尾鳥,雄和妙法,雄和妙法槐下,和田岡村,和田下石川,和田高屋

敷,和田坂本北,和田上中野 

大仙市 

下高畑,下深井,下深井高田,下深井中谷地,花園町,角間川,金谷町,荒

町,高畑,若葉町,住吉町,小貫高畑,須和町２丁目,大曲,大曲下高畑,大

曲開谷地,大曲古四王際,大曲高畑谷地,大曲市高畑,大曲字下高畑,大曲

西根,大曲西根瀬下,大曲西根中沢台,大曲西根嶋村,大森町,大川西根,

内小友,内小友伊豆沼,内小友下田谷地,内小友宮下,内小友宮南,内小友

九十九沢,内小友元木,内小友高花,内小友七頭,内小友上中田,内小友仙

北屋,内小友浅川,内小友太田,内小友南尻引,内小友北太田,板井田,板

井田下田 

美郷町 

上深井,南町,畑屋,鑓田下二ツ石,六郷岩田,六郷古館,六郷高田,六郷,

六郷新町,六郷大荒田,六郷大町,六郷田岡,六郷道尻,六郷八幡 

由利本荘市 

羽広,羽広軽井沢,羽広七ツ鉢,羽広松山,羽広立寄,加賀沢,加賀沢イカ

リ,加賀沢下久保,加賀沢巻の台,加賀沢松山,葛岡,葛岡宮ノ前,葛岡西

里,葛岡大沢,葛岡沢口,葛岡中道添,葛岡里,岩谷町,岩谷町十二柳,岩谷

町西越,岩谷町川端,岩谷町大宮田,岩谷町田ノ尻,岩谷町日渡,岩谷麓,

岩谷麓後小町,岩谷麓水上,岩谷麓前田表,岩谷麓中谷地,岩野目沢,岩野

目沢雨池,岩野目沢小羽広,岩野目沢川倉,岩野目沢大小屋,岩野目沢楢

渕,岩野目沢揚ノ上,岩野目沢要沢,及位,高尾,小栗山,小栗山芦渕,小栗

山石橋,小栗山畑野沢,松本,松本蛇蝕,松本道上,松本道添,松本野添,新

沢,新沢上村,新沢石田,新田,新田板橋,大倉沢,大谷,大内三川,大内三

川川端,大内町葛岡,大内町及位,大内町小栗山,大内町小栗山見岫,大内

町新沢,大内町中田代的場,大内町長坂,滝,滝川端,滝田ノ沢,滝湯ノ沢,

滝立石向野,中館堤下,中帳,中田代,中田代後口開,中田代小又,中田代

朴沢,中田代本板井沢,中俣,中俣十二ノ下,中俣村卸,中俣峠ノ沢,中俣

鳶ケ台,中俣堀切,長坂,長坂三嶽前,長坂上長坂,徳沢,徳沢下滝,徳沢細

田,平岫,北福田 

 



 15 

【新潟県】 

長岡市 

旭町１丁目，旭町２丁目，麻生田町，愛宕１丁目，愛宕２丁目，愛宕３

丁目，雨池町，新町１丁目，新町２丁目，新町３丁目，池之島，石内１

丁目，石内２丁目，泉１丁目の一部，泉２丁目の一部，稲島，稲葉町，

稲保１丁目，稲保２丁目，稲保３丁目，稲保４丁目，上田町，浦瀬町，

浦瀬町１丁目，浦瀬町２丁目，浦瀬町３丁目，浦瀬町４丁目，浦瀬町５

丁目，浦瀬町６丁目，上沼新田，海老島勇次新田，大荒戸町の一部，大

口，大島新町１丁目，大島新町２丁目，大島新町３丁目，大島新町４丁

目，大島新町５丁目，大島本町１丁目の一部，大島本町２丁目の一部，

大島本町５丁目の一部，大手通１丁目，大手通２丁目，大曲戸新田，大

曲戸，岡村町，荻野町，荻野１丁目，荻野２丁目，小沢町，押切思川，

押切新田，乙吉町，思川新田，表町１丁目，表町２丁目，表町３丁目，

表町４丁目，御山町，柿町，柏町１丁目，柏町２丁目，春日１丁目，春

日２丁目，粕島，学校町１丁目，学校町２丁目，学校町３丁目，加津保

町，桂町，金房３丁目の一部，上野町，上柳町，亀貝町，亀ヶ谷新田，

亀崎町，川崎町，川崎１丁目，川崎２丁目，川崎３丁目，川崎４丁目，

川崎５丁目，川崎６丁目，川袋町，川辺町，雁島町，神田町１丁目，神

田町２丁目，神田町３丁目，関東町，北園町，喜多町の一部，狐興野，

草生津１丁目，草生津２丁目，草生津３丁目，黒津町，稽古町，今朝白

１丁目，今朝白２丁目，今朝白３丁目，江陽１丁目，江陽２丁目，古正

寺町，古正寺１丁目，古正寺２丁目，古正寺３丁目，小曽根町，琴平１

丁目，琴平２丁目，琴平３丁目，寿１丁目，寿２丁目，寿３丁目，小沼

新田，呉服町１丁目，呉服町２丁目，西所の一部，幸町１丁目の一部，

幸町２丁目の一部，幸町３丁目の一部，蔵王１丁目，蔵王２丁目，蔵王

３丁目，蔵王下町，蔵王町，堺東，堺町の一部，坂之上町１丁目，坂之

上町２丁目，坂之上町３丁目，三之宮町，下沼新田の一部，七軒町，信

濃１丁目，信濃２丁目，島田，下々条町，下々条１丁目，下々条２丁目，

下々条３丁目，下々条４丁目，下柳町，下柳１丁目，下柳２丁目，下柳

３丁目，十二潟町，城岡町，城岡１丁目，城岡２丁目，城岡３丁目，成

願寺町の一部，城内町１丁目，城内町２丁目，城内町３丁目，昭和１丁

目，昭和２丁目，四郎丸町，四郎丸１丁目の一部，四郎丸２丁目の一部，

四郎丸３丁目，四郎丸４丁目，新開町，新組町の一部，水道町１丁目，

水道町２丁目，水道町３丁目，水道町４丁目，水道町５丁目，末広３丁

目の一部，杉之森，李崎町，栖吉町，関根，芹川町，千歳１丁目の一部，

千歳２丁目，千歳３丁目の一部，千手１丁目の一部，千手２丁目の一部，
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千手３丁目，千秋１丁目，千秋２丁目，千秋３丁目，千秋４丁目，大黒

町，大保，台町１丁目，台町２丁目，高野町の一部，高畑町，高畑町の

一部，高見１丁目，高見２丁目，高見町，宝１丁目，宝２丁目，宝３丁

目，宝４丁目，宝５丁目，地蔵１丁目，地蔵２丁目，千代栄町，堤町，

坪根，鶴ケ曽根，鉄工町１丁目，鉄工町２丁目，寺島町，天神町，土合

町，土合１丁目の一部，土合２丁目の一部，土合３丁目，土合４丁目の

一部，土合５丁目の一部，殿町１丁目，殿町２丁目，殿町３丁目，富島

町，長倉１丁目，長倉２丁目，長倉 3丁目，長倉 4丁目，長倉西町，長

倉町，長倉南町，中興野，中西の一部，中沢町，中沢１丁目，中沢２丁

目，中沢３丁目，中沢４丁目，中島１丁目，中島２丁目，中島３丁目，

中島４丁目，中島５丁目，中島６丁目，中島７丁目，中条新田の一部，

中瀬１丁目，中瀬２丁目，永田町，永田１丁目，永田２丁目，永田３丁

目，永田４丁目，長町１丁目，長町２丁目，中貫町１丁目，中貫町２丁

目，中貫町３丁目，中之島五百刈，中之島杉之森，中之島第１，中之島

第２，中之島第３，中之島第４，中之島第５，中之島第６，中之島第７，

中之島高畑，中之島中条，中之島中条甲，中之島中条第１，中之島中条

第２，中之島中条中，中之島中条東，中之島中条宮村，中之島西野の一

部，中之島灰島新田，中之島藤山，中之島宮内，中野中，中野中横野，

中野西，中野東，長呂，並木新田，錦３丁目の一部，西津町の一部，新

保町，新保１丁目，新保２丁目，新保３丁目，新保４丁目，新保５丁目，

新保６丁目，西新町，西新町１丁目，西新町２丁目，西片貝町，西神田

町，西神田町１丁目，西神田町２丁目，西蔵王１丁目，西蔵王２丁目，

西蔵王３丁目，西千手町，西千手１丁目，西千手２丁目，西千手３丁目，

西高山新田，日赤町１丁目，日赤町２丁目，日赤町３丁目，猫興野，野

口，灰島新田，蓮潟町，蓮潟１丁目，蓮潟２丁目，蓮潟３丁目，蓮潟４

丁目，蓮潟５丁目，鉢伏町，花井町の一部，花園１丁目の一部，花園２

丁目の一部，花園３丁目の一部，原町１丁目，原町２丁目，東新町，東

新町１丁目，東新町２丁目，東新町３丁目，東片貝町，東神田１丁目，

東神田２丁目，東神田３丁目，東蔵王１丁目，東蔵王２丁目，東蔵王３

丁目，東栄１丁目，東栄２丁目，東栄３丁目，東坂之上町１丁目，東坂

之上町２丁目，東坂之上町３丁目，東高見１丁目，東高見２丁目，百束

町，福井町，福島町，福住１丁目，福住２丁目，福住３丁目，福戸町，

福原，福道町，袋町１丁目，袋町２丁目，袋町３丁目，藤沢町，藤沢１

丁目，藤沢２丁目，藤山，船江町，古川町，北陽１丁目，北陽２丁目，

干場１丁目，干場２丁目，堀金町，堀金１丁目，堀金２丁目，堀金３丁

目，本町１丁目，本町２丁目，本町３丁目，品之木，前田１丁目，前田
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２丁目，前田３丁目，槇下町，巻島町，巻島１丁目，巻島２丁目，槇山

町，松ヶ崎新田，松葉１丁目，松葉２丁目，末宝，真弓，美沢１丁目，

美沢２丁目，美沢３丁目，美沢４丁目，水穴町，美園１丁目，美園２丁

目，三ツ郷屋町，三ッ郷屋１丁目の一部，三ッ郷屋２丁目の一部，緑町

１丁目，緑町２丁目，緑町３丁目，南新保町，南町１丁目，南町２丁目，

南町３丁目の一部，宮内町の一部，宮路町，宮下町，宮関町，宮関１丁

目，宮関２丁目，宮関３丁目，宮関４丁目，宮原２丁目の一部，宮原３

丁目の一部，柳原町，山田１丁目，山田２丁目，山田３丁目，悠久町，

悠久町１丁目，悠久町２丁目，悠久町３丁目，悠久町４丁目，豊１丁目，

豊２丁目，弓町１丁目，弓町２丁目，与板町東与板の一部，与板町与板

の一部，与板町蔦都，横山，四ツ屋町，六所，若草町１丁目，若草町２

丁目，若草町３丁目，脇川新田町，渡里町，渡場町 

見附市 

青木町，熱田町，池之内町，池之島町，石地町，市野坪町，今町１丁目，

今町２丁目，今町３丁目，今町４丁目，今町５丁目，今町６丁目，今町

７丁目，今町８丁目，内町，漆山町，鹿熊町，片桐町，学校町１丁目，

学校町２丁目，加坪川町，上新田町，北野町，葛巻１丁目，葛巻２丁目，

葛巻東町，葛巻町，小栗山町，坂井町，坂井町１丁目，指出町，三林町

の一部，芝野町，下新町，島切窪町，下関町，下鳥町，釈迦塚町，庄川

町，昭和町１丁目，昭和町２丁目，新幸町，新町１丁目，新町２丁目，

新町３丁目，杉澤町，反田町，田井町，滝谷，田之尻町，月見台１丁目，

月見台２丁目，椿沢町，戸代新田町，栃栄町，鳥屋脇町，名木野町，新

潟町，新潟西町，仁嘉町，西今町，速水町，東今町，福島町，双葉町，

細越１丁目，細越２丁目，堀溝町，本所町，本所１丁目，本所２丁目，

傍所町，本町１丁目，本町２丁目，本町３丁目，本町４丁目，本明町の

一部，緑町，南本町１丁目，南本町２丁目，南本町３丁目，嶺崎１丁目，

嶺崎２丁目，耳取町，明晶町，元町１丁目，元町２丁目，柳橋町，山崎

興野町，山崎町，山吉町 

 

 


