
市町村名 大字 町名 読み（ひらがな） 大字 町名 読み（ひらがな）
亀田町 曙町１～５丁目 あけぼのちょう 新潟市 亀田曙町１～５丁目 かめだあけぼのちょう 新潟市「曙町」と重複するので亀田をつける。

亀田町 旭１～４丁目 あさひ 新潟市 亀田旭１～４丁目 かめだあさひ
新潟市「旭町通○番町」、新津市「朝日」、豊栄市「朝日町○丁
目」と類似するので亀田をつける。

亀田町 東町１～４丁目 あづまちょう 新潟市 亀田東町１～４丁目 かめだあづまちょう
白根市「東町○丁目」、潟東村「東町」（あずま）、新津市「東町
○丁目」、横越町「東町○丁目」（ひがし）と重複するので亀田を

亀田町 泉町１～５丁目 いずみちょう 新潟市 泉町１～５丁目 いずみちょう
亀田町 稲葉１～３丁目 いなば 新潟市 稲葉１～３丁目 いなば
亀田町 鵜ノ子１～５丁目 うのこ 新潟市 鵜ノ子１～５丁目 うのこ
亀田町 大字 鵜ノ子 うのこ 新潟市 大字 鵜ノ子 うのこ

亀田町 大月１～３丁目 おおつき 新潟市 亀田大月１～３丁目 かめだおおつき 豊栄市「大月」と重複するので亀田をつける。

亀田町 荻曽根１～５丁目 おぎぞね 新潟市 荻曽根１～５丁目 おぎぞね
亀田町 大字 荻曽根 おぎぞね 新潟市 大字 荻曽根 おぎぞね
亀田町 大字 貝塚 かいづか 新潟市 大字 貝塚 かいづか
亀田町 大字 亀田 かめだ 新潟市 大字 亀田 かめだ

亀田町
亀田工業団地１～
３丁目

かめだこうぎょうだんち 新潟市
亀田工業団地１～３
丁目

かめだこうぎょうだんち

亀田町 大字 亀田ノ内高山 かめだのうちたかやま 新潟市 大字 亀田ノ内高山 かめだのうちたかやま
亀田町 向陽１～４丁目 こうよう 新潟市 亀田向陽１～４丁目 かめだこうよう 新潟市「向陽○丁目」と重複するので亀田をつける。
亀田町 五月町１～３丁目 さつきちょう 新潟市 五月町１～３丁目 さつきちょう
亀田町 早苗１～４丁目 さなえ 新潟市 早苗１～４丁目 さなえ

亀田町 下早通１・２丁目 しもはやどおり 新潟市
亀田下早通１・２丁
目

かめだしもはやどおり 豊栄市「下早通」と重複するので亀田をつける。

亀田町 城所１・２丁目 じょうしょ 新潟市 城所１・２丁目 じょうしょ
亀田町 大字 城所 じょうしょ 新潟市 大字 城所 じょうしょ
亀田町 城山１～４丁目 じょうやま 新潟市 城山１～４丁目 じょうやま

亀田町 新明町１～５丁目 しんめいちょう 新潟市
亀田新明町１～５丁
目

かめだしんめいちょう 新潟市「神明町」と類似するので亀田をつける。

亀田町 水道町１～５丁目 すいどうちょう 新潟市
亀田水道町１～５丁
目

かめだすいどうちょう
新潟市「水道町○丁目」、白根市「水道町」と重複するので亀田
をつける。

亀田町 砂岡１～５丁目 すなおか 新潟市 砂岡１～５丁目 すなおか
亀田町 大字 砂崩 すなくずれ 新潟市 大字 砂崩 すなくずれ
亀田町 砂山１・２丁目 すなやま 新潟市 砂山１・２丁目 すなやま
亀田町 諏訪１～３丁目 すわ 新潟市 諏訪１～３丁目 すわ
亀田町 茅野山１～３丁目 ちのやま 新潟市 茅野山１～３丁目 ちのやま
亀田町 大字 茅野山 ちのやま 新潟市 大字 茅野山 ちのやま
亀田町 手代山１・２丁目 てしろやま 新潟市 手代山１・２丁目 てしろやま
亀田町 所島１・２丁目 ところじま 新潟市 所島１・２丁目 ところじま
亀田町 大字 泥潟 どろがた 新潟市 大字 泥潟 どろがた

亀田町 中島１～４丁目 なかじま 新潟市 亀田中島１～４丁目 かめだなかじま
新潟市「中島○丁目」「中島」、西川町「中島」と重複するので亀
田をつける。

合併前 合併後
備考
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亀田町 長潟１丁目 ながた 新潟市 亀田長潟１丁目 かめだながた 新潟市「長潟○丁目」「長潟」と重複するので亀田をつける。

亀田町 大字 長潟 ながた 新潟市 大字 亀田長潟 かめだながた
新潟市「長潟○丁目」「長潟」と重複するので亀田をつける。大
字を付す。

亀田町 西町１～６丁目 にしまち 新潟市 西町１～６丁目 にしまち
亀田町 早通１～６丁目 はやどおり 新潟市 亀田早通１～６丁目 かめだはやどおり 豊栄市「早通」と重複するので亀田をつける。
亀田町 大字 早通 はやどおり 新潟市 大字 亀田早通 かめだはやどおり 豊栄市「早通」と重複するので亀田をつける。大字を付す。
亀田町 東早通１～４丁目 ひがしはやどおり 新潟市 東早通１～４丁目 ひがしはやどおり
亀田町 東船場１～５丁目 ひがしふなば 新潟市 東船場１～５丁目 ひがしふなば
亀田町 東本町１～５丁目 ひがしほんちょう 新潟市 東本町１～５丁目 ひがしほんちょう
亀田町 日水１～３丁目 ひみず 新潟市 日水１～３丁目 ひみず
亀田町 袋津１～６丁目 ふくろづ 新潟市 袋津１～６丁目 ふくろづ
亀田町 大字 袋津 ふくろづ 新潟市 大字 袋津 ふくろづ
亀田町 船戸山１～５丁目 ふなとやま 新潟市 船戸山１～５丁目 ふなとやま
亀田町 大字 船戸山 ふなとやま 新潟市 大字 船戸山 ふなとやま

亀田町 本町１～４丁目 ほんちょう 新潟市 亀田本町１～４丁目 かめだほんちょう
新潟市「本町通○番町」、新津市「本町○丁目」と重複するので
亀田をつける。

亀田町 丸潟１丁目 まるがた 新潟市 丸潟１丁目 まるがた
亀田町 大字 丸潟 まるがた 新潟市 大字 丸潟 まるがた
亀田町 緑町１～４丁目 みどりちょう 新潟市 亀田緑町１～４丁目 かめだみどりちょう 新潟市「緑町」、新津市「緑町」と重複するので亀田をつける。
亀田町 元町１～５丁目 もとまち 新潟市 元町１～５丁目 もとまち

亀田町
四ツ興野１～５丁
目

よつごや 新潟市
亀田四ツ興野１～５
丁目

かめだよつごや
新津市「四ツ興野」、白根市「四ツ興野」と重複するので亀田を
つける。

2/2


