
 1 

計画停電対象エリア 

 

平成２３年 ３月１６日（水）１７時～２０時  停電必要量：100 万ｋＷ 

第３グループ 

【山形県】 

山形市 

山寺，面白山 

 

新庄市 

福田，金沢，鳥越，五日町，鳥越，宮内町，松本，小田島町，松本，大

町，堀端町，城南町，石川町，住吉町，沖の町，本町，万場町，沼田町，

大手町，栄町，千門町，新町，仁間，飛田，升形，本合海，上金沢町，

末広町，角沢，萩野，昭和，十日町，泉田，中道町，北町，桧町，沼田， 

 

村山市 

楯岡湯沢，楯岡鶴ヶ町２丁目，林崎，たも山，湯沢，金谷，本飯田，土

生田，楯岡北町２丁目，楯岡鶴ヶ町１丁目，楯岡北町１丁目，中央１丁

目，中央２丁目，富並，田沢，楯岡，杉島，河島乙，駅西，楯岡新高田，

楯岡中町，楯岡十日町，楯岡二日町，楯岡五日町，楯岡晦日町，楯岡楯，

楯岡馬場，楯岡大沢川，楯岡荒町１丁目，楯岡鶴ヶ町，名取，山の内，

河島，河島甲，稲下，碁点，大久保甲，楯岡新町１丁目，楯岡新町３丁

目，楯岡荒町２丁目，楯岡新町２丁目，楯岡新町４丁目，楯岡笛田１丁

目，楯岡笛田２丁目，楯岡笛田３丁目，楯岡笛田４丁目， 

 

東根市 

東根甲，東根乙，東根丙，蟹沢，郡山，若木，野田，大森工業団地，東

根元東根，東根一本木，東根原方上，東根南町，東根柳町，東根新田町，

東根北浦，下川原，一本木１丁目，一本木２丁目，一本木３丁目，一本

木南土地区画，神町，神町北土地区画，大森西工業団地，中島通り１丁

目，中島通り２丁目，中島東通り，板垣北通り，板垣中通り，大森山，

泉郷西戸，泉郷，泉郷甲，泉郷乙，泉郷上野台，泉郷本郷，泉郷入，泉

郷上川原，泉郷白水川，西戸，野川，野川中野川，野川下野川，大字野

川，野川川向，野川上野川，中央１丁目，中央２丁目，中央３丁目，中

央４丁目，中央東１丁目，中央東２丁目，中央東３丁目，中央南１丁目，

中央南２丁目，小林１丁目，小林２丁目，三日町２丁目，三日町３丁目，

本丸西１丁目，本丸西２丁目，本丸西３丁目，本丸西４丁目，温泉町１
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丁目，温泉町２丁目，大森南，名和新田，名和新田大森，荷口，神町西

原，元原方，原方上，西戸，関山原宿，観音寺，観音寺新田，観音寺大

門，観音寺字新田，観音寺字浦町，観音寺田中，観音寺浦町，観音寺間

木野，観音寺石崎，観音寺鳥越，観音寺水無山，さくらんぼ駅前１丁目，

さくらんぼ駅前３丁目，さくらんぼ駅前２丁目，四ッ家１丁目，大林２

丁目，大林１丁目，本丸南１丁目，本丸南２丁目，本丸南３丁目，本町，

本丸北２丁目，東根一日町，本丸東，本丸北１丁目，本丸北２丁目，東

根花岡，大森１丁目，一本木中央区，中央西，六田１丁目，六田２丁目，

六田，宮崎１丁目，宮崎４丁目，宮崎５丁目，宮崎，宮崎丙，六田，長

瀞，長瀞南方，長瀞宮崎裏，松沢，島大堀，島羽入，神町西原，羽入三

ツ屋東，羽入藤内，羽入北原，関山，関山入間向，関山萌沢山,関山赤

滝山，関山萱倉山，関山赤滝山，猪野沢，羽入角地，神町南１丁目，神

町南２丁目，神町南３丁目,神町西１丁目，神町西２丁目，神町西３丁

目，神町西４丁目，神町西５丁目，神町西６丁目，神町東１丁目，神町

東２丁目，神町東３丁目，神町東４丁目，神町中央１丁目，神町中央２

丁目，神町北１丁目，神町下２区,神町東１丁目，板垣北通り，若木，

若木七窪，板垣大通り，板垣西小路，板垣北小路,若木通り２丁目，若

木通り３丁目，若木通り１丁目，若木通り４丁目，若木通り５丁目，若

木１条通り，若木２条通り，若木３条通り，若木５条通り,神町営団中

通り，神町営団１条通り，神町営団南通り，神町営団中通り，野川，野

川東若木，野川向原，大字野川，太田新田向原，若木小路，藤助新田，

柏原２丁目，柏原１丁目，羽入東，柏原３丁目，羽入柏原新田，野田，

沼沢向原，観音寺，沼沢，野川，野川川向，観音寺新田，関山原宿，観

音寺南原，猪野沢，大字野川，沼沢向原,関山下悪戸，関山上悪戸，関

山原東，関山西原，関山原西，川原子谷地中，川原子小原，大字川原子，

川原子本郷，川原子字北平,猪野沢，沼沢向原，猪野沢越倉，大字猪野

沢，猪野沢楯畑，猪野沢行沢，猪野沢越倉裏，沼沢横台,猪野沢，猪野

沢岩崎，猪野沢木戸口，猪野沢木土口，大字猪野沢，猪野沢木戸口，猪

野沢字松倉下，猪野沢字木戸口道北岩崎，猪野沢沼沢，沼沢，沼沢七森，

沼沢蛇木，沼沢平，沼沢出戸，沼沢土木原，沼沢字平，沼沢沼川原，財

政課，沼沢川原，沼沢向原，沼沢地内,神町営団大通り，太田新田，野

川，野川川向，大字野川，太田新田向原,沼沢向原，沼沢，野川，野川

川向，神町字西原，神町西野原，羽入，神町西原，羽入三ツ屋東，羽入

藤内，羽入北原，関山，関山入間向，関山萌沢山関山赤滝山，関山萱倉

山，関山赤滝山，猪野沢，羽入角地，神町南１丁目，神町南２丁目，神

町南３丁目神町西１丁目，神町西２丁目，神町西３丁目，神町西４丁目，
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神町西５丁目，神町西６丁目，神町東１丁目，神町東２丁目，神町東３

丁目，神町東４丁目，神町中央１丁目，神町中央２丁目，神町北１丁目，

神町下２区，神町東１丁目，板垣北通り，若木，若木七窪，板垣大通り，

板垣西小路，板垣北小路若木通り２丁目，若木通り３丁目，若木通り１

丁目，若木通り４丁目，若木通り５丁目，若木１条通り，若木２条通り，

若木３条通り，若木５条通り神町営団中通り，神町営団１条通り，神町

営団南通り，神町営団中通り，野川，野川東若木，野川向原，大字野川，

太田新田向原，若木小路，藤助新田，柏原２丁目，柏原１丁目，羽入東，

柏原３丁目，羽入柏原新田，野田，沼沢向原，観音寺，沼沢，野川，野

川川向，観音寺新田，関山原宿，観音寺南原，猪野沢，大字野川，沼沢

向原,関山下悪戸，関山上悪戸，関山原東，関山西原，関山原西，川原

子谷地中，川原子小原，大字川原子，川原子本郷，川原子字北平,猪野

沢，沼沢向原，猪野沢越倉，大字猪野沢，猪野沢楯畑，猪野沢行沢，猪

野沢越倉裏，沼沢横台猪野沢，猪野沢岩崎，猪野沢木戸口，猪野沢木土

口，大字猪野沢，猪野沢木戸口，猪野沢字松倉下，猪野沢字木戸口道北

岩崎，猪野沢沼沢，沼沢，沼沢七森，沼沢蛇木，沼沢平，沼沢出戸，沼

沢土木原，沼沢字平，沼沢沼川原，財政課，沼沢川原，沼沢向原，沼沢

地内神町営団大通り，太田新田，野川，野川川向，大字野川，太田新田

向原，沼沢向原，沼沢，野川，野川川向，神町字西原，神町西野原，長

瀞，長瀞北方，長瀞西方，長瀞東方，大字長瀞，長瀞楯，長瀞宮崎裏，

東根甲，大字東根甲，長瀞字楯の内，新吉田，新吉田荒小屋，松沢，松

沢，吉田，長瀞，谷地，松沢中島，谷地，谷地吉野，谷地海老鶴，谷地

舞台，谷地辛，谷地置上，谷地海老鶴，谷地辛，谷地吉野，松沢左巻，

温泉町３丁目，温泉町３丁目２－４１，温泉町１丁目，温泉町２丁目，

温泉町３丁目１－１２，宮崎３丁目，鷺ノ森１丁目，温泉町１丁目，温

泉町３丁目１－２０，温泉町１丁目１－１，鷺ノ森１丁目 

宮崎２丁目，三日町１丁目，宮崎１丁目，三日町２丁目，鷺ノ森１丁目，

三日町３丁目，宮崎３丁目，三日町３丁目，楯岡鶴ヶ町１丁目，楯岡大

久保甲，大久保，河島甲，大久保門前，大久保水南，河島甲，河島宿，

河島上宿，河島上宿甲，河島中条，大久保市ノ町，稲下，稲下北，大久

保甲，稲下東，稲下中，稲下東，大久保，大久保西口，大久保西口甲，

大久保北口，稲下東原，湯野沢，大久保甲，湯野沢山際，湯野沢下荒敷，

湯野沢上荒敷，湯野沢下久保，大久保新宿，大久保，大字湯野沢，湯野

沢楯西郷，楯岡月山堂，楯岡字一本柳，河島山，西郷，大槇，大槇沖，

大槇驚滝，大槇反田，大槇共栄，白鳥，大槇字鹿ノ子沢，白鳥土海在家，

白鳥宮下，白鳥新田，白鳥北畑，白鳥弓田，大字白鳥，長善寺，長善寺
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水口，長善寺水口，白鳥宮下，大久保甲，稲下，大久保平野，長善寺，

稲下北，長善寺水口，稲下南，稲下中，大久保，大久保下宿，大久保字

高橋，白鳥，白鳥弓田，大字白鳥，白鳥宮下，大久保，長島地内，白鳥

弓田，新吉田，新吉田荒小屋，松沢，吉田，谷地，松沢，松沢中島，長

瀞，吉田荒小屋，松沢中島，谷地，谷地吉野，谷地海老鶴，谷地舞台，

谷地辛，谷地置上，谷地吉野，谷地海老鶴，谷地舞台，谷地辛，松沢左

巻，羽入，神町西原，羽入三ツ屋東，羽入藤内，羽入北原，関山，関山

入間向，関山萌沢山，関山赤滝山，関山萱倉山，関山赤滝山，猪野沢，

羽入角地，神町南１丁目，神町南２丁目，神町南３丁目，神町西１丁目，

神町西２丁目，神町西３丁目，神町西４丁目，神町西５丁目，神町西６

丁目，神町東１丁目，神町東２丁目，神町東３丁目，神町東４丁目，神

町中央１丁目，神町中央２丁目，神町北１丁目，神町下２区 

神町東１丁目，板垣北通り，若木，若木七窪，板垣大通り，板垣西小路，

板垣北小路，若木通り２丁目，若木通り３丁目，若木通り１丁目，若木

通り４丁目，若木通り５丁目，若木１条通り，若木２条通り，若木３条

通り，若木５条通り，神町営団中通り，神町営団１条通り，神町営団南

通り，神町営団中通り，野川，野川東若木，野川向原，大字野川，太田

新田向原，若木小路，藤助新田，柏原２丁目，柏原１丁目，羽入東，柏

原３丁目，羽入柏原新田，野田，沼沢向原，観音寺，沼沢，野川，野川

川向，観音寺新田，関山原宿，観音寺南原，猪野沢，大字野川，沼沢向

原，関山下悪戸，関山上悪戸，関山原東，関山西原，関山原西， 

川原子谷地中，川原子小原，大字川原子，川原子本郷，川原子字北平，

猪野沢，沼沢向原，猪野沢越倉，大字猪野沢，猪野沢楯畑，猪野沢行沢，

猪野沢越倉裏，沼沢横台，猪野沢，猪野沢岩崎，猪野沢木戸口，猪野沢

木土口，大字猪野沢，猪野沢木戸口，猪野沢字松倉下，猪野沢字木戸口

道北岩崎，猪野沢沼沢，沼沢，沼沢七森，沼沢蛇木，沼沢平，沼沢出戸，

沼沢土木原，沼沢字平，沼沢沼川原，財政課，沼沢川原，沼沢向原，沼

沢地内，神町営団大通り，太田新田，野川，野川川向，大字野川，太田

新田向原，沼沢向原，沼沢，野川，野川川向，神町字西原，神町西野原 

 

天童市 

道満，乱川，久野本，山口，山口原崎，川原子，山元，老野森,田麦野，

成生，万代 
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尾花沢市 

五十沢，五十沢横内，今宿，尾花沢，五十沢字家廻，今宿板橋，五十沢

板橋，五十沢牛ケ坂，五十沢字外原，五十沢字牛ヶ坂，下五十沢，五十

沢宮沢口，上五十沢，上五十沢地内，尾花沢上町，新町２丁目，尾花沢

南原，尾花沢上町，尾花沢下新田，大字尾花沢，土生田，芦沢，芦沢，

駒籠，鷹巣，鷹巣上北原，駒籠，名木沢，名木沢大海平，芦沢，名木沢

袋沢，名木沢西野，名木沢西野々，名木沢字道合，毒沢，最上郡舟形町

舟形，毒沢川原子，毒沢字川原子，名木沢，荻袋，尾花沢，荻袋上本田，

尾花沢字田町，岩ヶ袋，下新田，上町４丁目，尾花沢字下新田，朧気１

丁目，尾花沢南原，尾花沢下新田，豊田，豊田字北田，豊田船渡，川前，

豊田，川前下代，大浦，川前，駒籠，大浦外山，川前山下，川前字山下，

次年子，次年子荒屋敷，次年子大里林，次年子ダイ小屋，次年子外楯，

次年子，次年子十二沢，駒籠，海谷，駒込，駒籠駒込，大目，鷹巣上宿，

駒籠家の浦，鷹巣川口，温泉町１丁目，大浦，大浦白鷺，大浦白鷺，鷹

巣西畑，駒籠，鷹巣，大浦，大浦白鷺，上町４丁目，若葉町１丁目，上

町１丁目，若葉町二丁目，朧気１丁目，上町３丁目，新町１丁目，上町

２丁目，若葉町３丁目，若葉町２丁目，若葉町２丁目，梺町１丁目，梺

町２丁目，梺町３丁目，中町，上町６丁目，横町１丁目，上町５丁目，

新町中央，横町２丁目，新町２丁目，中町，上町５丁目，上町６丁目， 

上町１丁目，中町，上町２丁目，新町中央，上町４丁目，新町２丁目， 

朧気，朧気１丁目，尾花沢，尾花沢上町，尾花沢下新田，今宿，大字朧

気，尾花沢南原，尾花沢荒楯，尾花沢荒楯下，延沢古殿，延沢，新町３

丁目，延沢古殿，延沢字古殿，延沢取上，新町，新町字取上，延沢， 

延沢，延沢三日町，延沢九日町，延沢九日町，延沢古殿，延沢三日町，

延沢地内，延沢荒町，延沢袖原地内，六沢，下柳渡戸，大字六沢，大字

六沢，下柳渡戸玉野原，二藤袋玉野原，銀山新畑，下柳渡戸，上柳渡戸，

上柳渡戸寺町，銀山新畑，銀山，銀山下畑，鶴子，六沢，大字鶴子，大

字鶴子，大字六沢，鶴子鶴子ダム，六沢上原，延沢，字鶴子，鶴子鶴子

支線，鶴子岡田，鶴子中里，細野，畑沢，延沢，延沢荒町，延沢九日町，

細野地内，延沢九日町，細野河原，大字延沢，大字畑沢，新町５丁目，

二藤袋，新町５丁目，尾花沢，二藤袋大字二藤袋，二藤袋長根山，二藤

袋玉野原，尾花沢横長根山，大字尾花沢，北郷，中島，行沢，北郷坂本，

鶴巻田，北郷地内，北郷番外地，原田下原田，大字北郷，北郷元坂本，

原田，原田上原田，二藤袋，原田下原田，延沢袖原，二藤袋玉野原，延

沢，下柳渡戸，二藤袋ソデハラ，二藤袋玉野原開拓，鶴巻田，原田下原

田，上柳渡戸，上柳渡戸粟生，鶴巻田，下柳渡戸，原田上原田，原田， 
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母袋，上柳渡戸宝沢薬師山，宝栄牧場，母袋母袋トンネル，荻袋和合，

丹生安久戸，丹生安久戸杉平，荻袋和合頭首工，荻袋和合用水線５，丹

生，丹生安久戸，丹生，安久土，丹生安久戸，丹生安久土，正厳，安久

戸地内，荻袋，正厳，押切，丹生，正厳上の宿，正厳清水前，中島，押

切地内，丹生，正厳，西本，大字丹生，丹生字前田，丹生前田，丹生西

本，正厳上ノ宿，高橋，押切，高橋中刈，富山，高橋中沢，富山矢越，

高橋刈安，高橋高橋，中沢，市野々，富山，岩谷沢，富山関谷，北町２

丁目，梺町４丁目，北町１丁目，梺町３丁目，横町１丁目，新町４丁目，

横町２丁目，北町２丁目，荻袋和合，大導寺，新町２丁目，新町５丁目，

新町４丁目，横町２丁目，新町４丁目，新町３丁目，二藤袋，新町５丁

目，正厳，二藤袋大字二藤袋，荻袋，荻袋和合，荻袋開拓，萩袋，荻袋

鍋清水，荻袋和合原，野黒沢，荻袋原，荻袋東荻原，荻袋東荻袋，芦沢，

名木沢，名木沢上ノ原，寺内，寺内西原，大字寺内，西原，南沢，牛房

野，牛房野田沢，荻袋和合，牛房野西 

 

寒河江市 

下河原，中河原，上河原，雲河原，入倉，夕カヘ，菊地堂，道生，日和

田谷沢，八鍬，清助新田，八鍬富沢，米沢，米沢夕桂，米沢冨沢，日和

田，慈恩寺，八鍬南，高松，谷沢上谷沢，谷沢下谷沢，谷沢つつじ山，

高松，松川，柴橋，柴橋平野，柴橋金谷，柴橋木の沢，柴橋台下，柴橋

下鎌，柴橋山田，柴橋蛇塚，柴橋落衣，中央工業団地，中央，中央１丁

目，中央２丁目，中郷，中郷角田，中郷川口原，中郷前田，中郷塩田，

中郷上の代，中郷家下，中郷沢向，平塩，平塩南，平塩牛前，平塩沖の

目,平塩内田，寒河江落衣前，寒河江塩水，寒河江鷹の巣，寒河江若神

子，寒河江仲田，寒河江，寒河江樋の口，寒河江甲，寒河江乙，寒河江

丙，寒河江内の袋，寒河江長岡，寒河江小和田，寒河江久保，寒河江山

西，寒河江三条，寒河江鶴田，中郷沢向，西根石川西，西根，西根１丁

目，西根２丁目，西根北町，西根下堰，西根上川原，西根前川原，西根

木の下，西根石川下，西根石川東，西根上川原，松川前田，松川雨池，

谷沢，谷沢平野山，米沢東，石持町，六供町，六供町１丁目，六供町２

丁目，山岸町，八幡町，元町，元町１丁目，元町２丁目，元町３丁目，

元町４丁目，船橋町，若葉町，幸田町，丸内，丸内１丁目，丸内２丁目，

丸内３丁目，南町１丁目，南町２丁目，本町，本町１丁目，本町２丁目，

本町３丁目，七日町，幸町，緑町，中郷家下，島，栄町，末広町，仲谷

地，仲谷地１丁目，仲谷地２丁目，仲谷地３丁目， 
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最上町 

大堀,黒澤,堺田,志茂,月楯,富澤,東法田,法田,本城,満澤,向町,若宮 

 

舟形町 

長沢，舟形 

 

河北町 

岩木,新吉田,田井,造山,西里,畑中,溝延,谷地,谷地荒町東１丁目,谷地

荒町東２丁目,谷地中央１丁目，谷地中央２丁目，谷地中央３丁目，谷

地中央４丁目，谷地中央５丁目，谷地所岡１丁目，谷地所岡２丁目，谷

地所岡３丁目，吉田 

 

大石田町 

今宿,岩ケ袋,大石田,海谷,桂木町,鷹巣,田沢,豊田,横山,四日町 

 

西川町 

入間,岩根沢,大井沢,海味,志津,砂子関,月岡,月山沢,綱取,原,本道寺,

間沢,水沢,睦合,吉川 

 

大江町 

左沢,小見,荻野,顔好乙,顔好甲,小柳,三郷乙,三郷丙,材木,十八才甲,

月布,所部,富沢,堂屋敷,貫見,橋上,原田,藤田,本郷己,本郷丁,本郷丙,

本郷戊 

 

小国町 

あけぼの１丁目,あけぼの２丁目,あけぼの３丁目,朝篠,足野水,足水中

里,網代瀬,荒沢,新股,伊佐領,石滝,泉岡,市野沢,市野々,今市,入折戸,

岩井沢,越中里,大石沢,大滝,大宮,小国小坂町１丁目,小国小坂町２丁

目,小国小坂町３丁目,小国町,小渡,驚,小股,折戸,貝少,片貝,金目,叶

水,河原角,北,黒沢,小玉川,五味沢,幸町,栄町,白子沢,尻無沢,新原,新

屋敷,杉沢,芹出,太鼓沢,滝倉,田沢頭,種沢,玉川,樽口,綱木箱口,栃倉,

中島,中田山崎,長沢,西,西滝,沼沢,針生,東滝,東原,樋ノ沢,百子沢,兵

庫舘１丁目,兵庫舘２丁目,兵庫舘３丁目,舟渡,古田,増岡,町原,松岡,

松崎,緑町,宮の台,焼山,若山 

 

中山町 
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土橋 

 

真室川町 

新町,内町,大沢,大滝,釜渕,川ノ内,木ノ下,差首鍋,及位 

 

金山町 

有屋,漆野,上台,金山,下野明,谷口銀山,飛森,中田 

 

鮭川村 

川口，京塚，佐渡，中渡，庭月，曲川，向居 

 

戸沢村 

岩清水，蔵岡，神田，角川，津谷，名高，古口，松坂 

 

 

【新潟県】 

新潟市北区 

かぶとやま１丁目,かぶとやま２丁目,すみれ野１丁目,すみれ野２丁

目,すみれ野３丁目,つくし野１丁目,つくし野２丁目,稲荷浦,芋黒,浦

ノ入,浦木,栄町,横井,横土居,岡新田,下黒山,下早通,下大口,下大谷

内,下町,下土地亀,嘉山１丁目,嘉山２丁目,嘉山３丁目,嘉山４丁目,嘉

山５丁目,嘉山６丁目,灰塚,笠柳,葛塚,熊堂,兄弟堀,月見町,胡桃山,江

口,高森,高森新田,彩野１丁目,彩野２丁目,彩野３丁目,彩野４丁目,笹

山,笹山東,三ッ屋,三軒屋町,山飯野,十二,小杉,松影,松栄町,松潟,松

浜１丁目,松浜２丁目,松浜３丁目,松浜４丁目,松浜５丁目,松浜６丁

目,松浜７丁目,松浜８丁目,松浜みなと,松浜新町,松浜町,松浜東町１

丁目,松浜東町２丁目,松浜本町１丁目,松浜本町２丁目,松浜本町３丁

目,松浜本町４丁目,上嘉山,上高関,上黒山,上須戸,上蔵野,上他門,上

大月,上大口,上町,上土地亀,上堀田,城山,常盤町,新井郷,新元島町,新

崎,新崎１丁目,新崎２丁目,新崎３丁目,新鼻,新富町,新仏伝,森下,神

谷内,須戸,須戸１丁目,須戸２丁目,須戸３丁目,須戸４丁目,須戸５丁

目,正尺,西名目所,石動１丁目,石動２丁目,川西１丁目,川西２丁目,川

西３丁目,川西４丁目,川西町２丁目,川西町３丁目,前新田,早通,早通

南１丁目,早通南２丁目,早通南３丁目,早通南４丁目,早通南５丁目,早

通北１丁目,早通北２丁目,早通北３丁目,早通北４丁目,早通北５丁目,

早通北６丁目,早通北６丁目,村新田,太子堂,太田,太夫浜,太夫浜新町
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１丁目,太夫浜新町２丁目,太郎代，大久保,大迎,大月,大山２丁目,滝

沢,濁川,濁川１丁目,濁川前通,濁川東,中黒山,中大口,朝日町,朝日町

１丁目,朝日町２丁目,朝日町３丁目,朝日町４丁目,長起,長戸,長戸呂,

長場,鳥屋,島見町,東栄町１丁目,東栄町２丁目,東栄町３丁目,藤寄,内

沼,内島見,白新町１丁目,白新町２丁目,白新町３丁目,白新町４丁目,

白勢町,樋ノ内,樋ノ入,美里１丁目,美里２丁目,仏伝,平林,法花鳥屋,

島見町,北葉町,北陽１丁目,北陽２丁目,本所１丁目,本所３丁目,椋,名

山,名目所１丁目,名目所２丁目,名目所３丁目,木崎,柳原１丁目,柳原

２丁目,柳原３丁目,柳原４丁目,柳原５丁目,柳原６丁目,柳原７丁目,

里飯野,鷲津 

 

新潟市東区 

一日市,猿ヶ馬場１丁目,猿ヶ馬場２丁目,横井,岡山,下木戸,海老ヶ瀬,

葛塚月見町,錦町,空港西１丁目,月見町,向陽３丁目,材木町,山木戸１

丁目,児池,秋葉通３丁目,小金町１丁目,小金町３丁目,松崎１丁目,松

崎２丁目,新松崎１丁目，新松崎２丁目，新松崎３丁目，松島１丁目,

上王瀬町,城山,新岡山２丁目,石山団地,太田豊栄ＩＣ南ニュータウン,

太平２丁目,大形本町５丁目,大山２丁目,中興野,中木戸,中野山５丁

目,中野山７丁目,長者町,東新町,東中島１丁目,東中島２丁目,東中島

３丁目,東中島４丁目,東中野山１丁目,東中野山２丁目,東中野山３丁

目,東中野山４丁目,東中野山５丁目,東中野山６丁目,東中野山７丁目,

桃山町１丁目,桃山町２丁目,藤見町１丁目,藤見町２丁目,白銀１丁目,

白銀２丁目,浜谷町１丁目,浜谷町２丁目,物見山１丁目,物見山２丁目,

物見山３丁目,物見山４丁目,平和町,宝町,豊１丁目,豊２丁目,豊３丁

目,北葉町,本所１丁目,本所２丁目,本所３丁目,末広町,木工新町,柳ヶ

丘,有楽１丁目,有楽２丁目,有楽２丁目,有楽３丁目,臨港町１丁目,臨

港町２丁目,臨港町３丁目, 

 

新潟市中央区 

逢谷内１丁目,逢谷内３丁目,逢谷内４丁目,榎町,花園１丁目,花園２丁

目,蒲原町,鏡が岡,三和町,春日町,沼垂西１丁目,沼垂西２丁目,沼垂西

２丁目,沼垂西３丁目,沼垂東１丁目,沼垂東２丁目,沼垂東３丁目,沼垂

東４丁目,沼垂東５丁目,沼垂東６丁目,日の出町,大形本町３丁目,大形

本町４丁目,長嶺町,天明町,東大通１丁目,東大通２丁目,東万代町,南

万代町,日の出１丁目,日の出２丁目,日の出３丁目,弁天１丁目,弁天２

丁目,弁天３丁目,本馬越１丁目,万代,万代１,万代３丁目,万代４丁目,
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万代５丁目,万代６丁目,万代島,明石１丁目,明石２丁目,竜が島１丁

目,竜が島２丁目,竜ヶ島１丁目 

 

新潟市江南区 

横越,花園１丁目,花園２丁目,丸山,江口,細山,笹山,笹山蔵岡,三百地,

松潟,松山,松浜１丁目,松浜２丁目,松浜３丁目,松浜７丁目,松浜町,松

浜本町,新富町,西山,西野,蔵岡,太夫浜,大山１丁目,大山２丁目,大淵,

島見町,東大通１丁目,白銀１丁目,白銀２丁目,豊栄下早通,豊栄早通,

明石１丁目,茗荷谷 

 

村上市 

赤沢,あけぼの,朝日中野,芦谷,荒川,荒川口,荒沢,荒島,安良町,荒屋,

新屋,有明,飯岡,飯野１丁目,飯野２丁目,飯野３丁目,飯野桜ケ丘,飯野

西,石住,石原,泉町,板貝,板屋越,板屋沢,今川,今宿,鋳物師,岩崩,岩

崎,岩沢,岩野沢,岩船,岩船上大町,岩船上浜町,岩船上町,岩船岸見寺

町,岩船北浜町,岩船下大町,岩船下浜町,岩船新田町,岩船地蔵町,岩船

縦新町,岩船中新町,岩船三日市,岩船港町,岩船横新町,上野,牛屋,鵜

泊,鵜渡路,海老江,大欠,大栗田,大毎,大沢,大須戸,大関,大谷沢,大代,

大津,大塚,大月,大場沢,大町,小川,小国町,遅郷,小谷,小俣,貝附,加賀

町,垣之内,柏尾,鍛冶町,潟端,片町,金屋,釜杭,上相川,上大蔵,上大鳥,

上片町,上助渕,上中島,上の山,河内,川端,川部,寒川,上町,学校町,勝

木,岩石,北赤谷,北大平,北黒川,北新保,北田中,北中,切田,茎太,日下,

久保多町,熊登,黒田,桑川,下渡,小揚,小出,小岩内,越沢,小口川,九日

市,小須戸,小町,薦川,碁石,細工町,幸町,肴町,坂町,笹川,佐々木,笹

平,指合,里本庄,山辺里,猿沢,猿田,山居町１丁目,山居町２丁目,三之

町,塩野町,塩町,塩谷,志田平,下相川,下大蔵,下大鳥,下新保,下助渕,

下中島,下山田,庄内町,新光寺,新町,菅沼,杉平,杉原,関口，瀬波温泉１

丁目,瀬波温泉２丁目,瀬波温泉３丁目,瀬波上町,瀬波新田町,瀬波中

町,瀬波浜町,瀬波横町,十川,高根,高御堂,滝の前,立島,田端町,大工

町,千縄,仲間町,葛籠山,坪根,寺尾,寺町,天神岡,塔下,遠矢崎,殿岡,鳥

屋,中川原団地,中倉,中新保,中継,中津原,中野,中浜,中原,長井町,長

坂,長政,長松,梨木,七湊,名割,新飯田,西興屋,二之町,温出,布部,寝

屋,野潟,羽ヶ榎,羽黒口,羽黒町,花立,浜新田,浜新保,早川,春木山,檜

原,平林,福田,藤沢,府屋,古渡路,蒲萄,朴平,堀片,堀野,馬下,牧目,間

島,間瀬,松岡,松喜和,松沢,松波町,松原町１丁目,松原町２丁目,松原

町３丁目,松原町４丁目,松山,三日市,緑町１丁目,緑町２丁目,緑町３
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丁目,緑町４丁目,緑町５丁目,南大平,南新保,南田中,南町１丁目,南町

２丁目,宮ノ下,村上,本町,桃川,門前,宿田,柳生戸,山熊田,山口,山田,

山屋,八日市,吉浦,四日市,若葉町,脇川,早稲田 

 

胎内市 

赤川,あかね町,熱田坂,荒井浜,飯角,江上,江尻,近江新,大出,大川町,

大塚,大長谷,小地谷,表町,加賀新,北成田,北本町,乙,協和町,草野,久

保田,倉敷町,栗木野新田,黒川,黒俣,鍬江,鴻ノ巣,苔実,小長谷,小舟

戸,坂井,笹口浜,山王,蔵王,塩沢,塩津,柴橋,清水,下赤谷,下荒沢,下江

端,下高田,下館,新栄町,新舘,新和町,地本,十二天,城塚,菅田,須巻,住

吉町,関沢,高野,鷹ノ巣,高橋,高畑,竹島,築地,土作,つつじが丘,鼓岡,

坪穴,東牧,富岡,寅田,中倉,中条,中村浜,長橋,夏井,並槻,西川内,西栄

町,西条,西条町,西本町,野中,羽黒,八幡,八田,半山,東川内,東本町,平

木田,二葉町,船戸,古舘,星の宮町,堀口,本郷,本郷町,本町,水沢町,宮

川,宮瀬,宮久,村松浜,持倉,桃崎浜,弥彦岡,山屋,横道,若松町 

 

新発田市 

赤橋,荒川,荒町,新屋敷,飯島,飯島新田,池ノ端,石喜,五十公野,板敷,

板山,稲荷,稲荷岡,丑首,浦,浦新田,江口,大崎,太田新田,大槻,大手町

１丁目,大手町２丁目,大手町３丁目,大手町４丁目,大手町５丁目,大手

町６丁目,大友,大中島,大野,岡島,岡田,岡屋敷,小川,奥山新保,小国

谷,押廻,小島,乙次,小戸,小友,小見,貝塚,貝屋,加治万代,片桐,金沢,

金津,金塚,金谷,金山,上赤谷,上荒沢,上石川,上今泉,上楠川,上小松,

上三光,上新保,上寺内,上館,上内竹,上中江,上中沢,上中山,上羽津,川

口,川尻,北中江,北蓑口,切梅,熊出,蔵光,黒岩,桑ノ口,小出,高山寺,小

坂,古田,湖南,小舟町１丁目,小舟町２丁目,小舟町３丁目,境,佐々木,

繁山,島潟,下飯塚,下石川,下今泉,下楠川,下小中山,下小松,下興野,下

坂町,下三光,下新保,下寺内,下高関,下内竹,下中,下中江,下中沢,下中

ノ目,下中山,下西山,下羽津,下山田,新栄町１丁目,新栄町２丁目,新栄

町３丁目,新富町１丁目,新富町２丁目,新富町３丁目,新保小路,城北町

１丁目,城北町２丁目,城北町３丁目,菅谷,砂山,住田,住吉,住吉町１丁

目,住吉町２丁目,住吉町３丁目,住吉町４丁目,住吉町５丁目,諏訪町１

丁目,諏訪町２丁目,諏訪町３丁目,関井,関妻,草荷,相馬,曽根,高島,高

田,田貝,滝,滝谷,竹俣万代,館野小路,大栄町１丁目,大栄町２丁目,大

栄町３丁目,大栄町４丁目,大栄町５丁目,大栄町６丁目,大栄町７丁目,

大伝,太斎，滝沢，中央町１丁目,中央町２丁目,中央町３丁目,中央町４
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丁目,中央町５丁目,長者館,塚田,月岡,敦賀,寺尾,天王,戸板沢,東新町

１丁目,東新町２丁目,東新町３丁目,東新町４丁目,戸野港,富島,富塚,

富塚町１丁目,富塚町２丁目,富塚町３丁目,虎丸,鳥穴,道賀,中川,中

倉,中島,中曽根,中曽根町１丁目,中曽根町２丁目,中曽根町３丁目,中

田町１丁目,中田町２丁目,中田町３丁目,中俵,中妻,中々山,中野,中ノ

目新田,中谷内,長島,長畑,西浦,西園町１丁目,西園町２丁目,西園町３

丁目,西名柄,西姫田,西蓑口,西宮内,二本木,野中,則清,則清新田,乗

廻,箱岩,早道場,万代,東赤谷,東塚ノ目,東姫田,東宮内,人橋,平山,日

渡,福岡,福島,藤掛,藤塚浜,二ツ堂,二ツ山,舟入,舟入町１丁目,舟入町

２丁目,舟入町３丁目,麓,古川,古楯,古寺,法正橋,本田,本町１丁目,本

町２丁目,本町３丁目,本町４丁目,本間新田,松岡,真中,真野原,真野原

外,弓越,瑞波,溝足,三日市,三ツ椡,緑町１丁目,緑町２丁目,緑町３丁

目,南楯,南成田,宮古木,宮吉,御幸町１丁目,御幸町２丁目,御幸町３丁

目,御幸町４丁目,茗荷谷,六日町,向中条,元郷,山内,山崎,八幡,八幡新

田,豊町１丁目,豊町２丁目,豊町３丁目,豊町４丁目,横岡,横山,吉浦,

吉田,米倉,米子 

 

阿賀野市 

安野町,稲荷町,姥ヶ橋,押切,横山,岡山町,沖,下ノ橋,下一分,下黒瀬,

下条町,下里,嘉瀬島,外城町,学校町,関屋,宮下,京ヶ瀬村,京ヶ島,境新

田,金沢,金田町,金渕,駒林,熊堂,月崎,向中ノ通,高田,笹岡,山口,山口

町１丁目,山口町２丁目,山崎,山倉,山倉村,市野山,次郎丸,七島,若葉

町,十二前,出湯,女堂,勝屋,小島,庄ヶ宮,上一分,上高田,上山屋,上中

野目,上飯塚,城,新栄町,真光寺,須走,水原,折居,千原,前山,曽郷,大

室,大野地,地々良,池の橋,中ノ通,中央町１丁目,中央町２丁目,中潟,

中潟上,中島町,天神堂,土橋,湯沢,藤屋,南安野町,日の出町,猫山,白新

町２丁目,箸木免,飯山新,飯森杉,百津町,法柳,法柳新田,北園町,北本

町,堀越,里,里下,緑岡,緑町 

 

聖籠町 

網代浜,位守町,上大谷内,亀塚,三賀,次第浜,諏訪山,大夫,大夫興野,道

賀新田,二本松,蓮潟,蓮野,東港１丁目,東港２丁目,東港３丁目,東港４

丁目,東港５丁目,東港６丁目,東港７丁目,藤寄,別條,真野,丸潟,桃山 

 

阿賀町 

綱木 
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関川村 

安角,幾地,上野,上野新,上野山,打上,内須川,小見,大石,大内渕,大島,

鮖谷,片貝,桂,金丸,金俣,上川口,上新保,上関,聞出,久保,鍬江沢,小和

田,下川口,下関,勝蔵,蛇喰,蔵田島,高田,滝原,辰田新,土沢,中束,楢木

新田,沼,深沢,平内新,朴坂,南赤谷,南中,宮前,八ツ口,山本,湯沢,若山 

 

 


