
市町村名 大字 町名 読み（ひらがな） 大字 町名 読み（ひらがな）
豊栄市 朝日町１～４丁目 あさひまち 新潟市 朝日町１～４丁目 あさひまち
豊栄市 彩野１～４丁目 あやの 新潟市 彩野１～４丁目 あやの
豊栄市 石動１・２丁目 いするぎ 新潟市 豊栄石動１・２丁目 とよさかいするぎ 新潟市石動と紛らわしいので「豊栄」を冠する
豊栄市 内島見 うちしまみ 新潟市 内島見 うちしまみ
豊栄市 内沼 うちぬま 新潟市 内沼 うちぬま
豊栄市 浦木 うらぎ 新潟市 浦木 うらぎ
豊栄市 浦ノ入 うらのいり 新潟市 浦ノ入 うらのいり
豊栄市 大久保 おおくぼ 新潟市 大久保 おおくぼ
豊栄市 大瀬柳 おおせやなぎ 新潟市 大瀬柳 おおせやなぎ
豊栄市 太田 おおた 新潟市 太田 おおた
豊栄市 大月 おおづき 新潟市 豊栄大月 とよさかおおづき 亀田町大月○丁目と紛らわしいので「豊栄」を冠する
豊栄市 大迎 おおむかえ 新潟市 大迎 おおむかえ
豊栄市 岡新田 おかしんでん 新潟市 岡新田 おかしんでん
豊栄市 笠柳 かさやなぎ 新潟市 笠柳 かさやなぎ
豊栄市 上大月 かみおおづき 新潟市 上大月 かみおおづき
豊栄市 上土地亀 かみどちがめ 新潟市 上土地亀 かみどちがめ
豊栄市 上堀田 かみほりだ 新潟市 上堀田 かみほりだ
豊栄市 嘉山 かやま 新潟市 嘉山 かやま
豊栄市 嘉山１～６丁目 かやま 新潟市 嘉山１～６丁目 かやま
豊栄市 川西１～３丁目 かわにし 新潟市 川西１～３丁目 かわにし ３丁目の一部に住居表示未実施有り
豊栄市 川西４丁目 かわにし 新潟市 川西４丁目 かわにし
豊栄市 木崎 きざき 新潟市 木崎 きざき
豊栄市 葛塚 くずつか 新潟市 葛塚 くずつか
豊栄市 笹山 ささやま 新潟市 豊栄笹山 とよさかささやま 新潟市笹山と重複するので「豊栄」を冠する
豊栄市 笹山東 ささやまひがし 新潟市 豊栄笹山東 とよさかささやまひがし 新潟市笹山と紛らわしいので「豊栄」を冠する
豊栄市 里飯野 さといいの 新潟市 里飯野 さといいの
豊栄市 下大谷内 しもおおやち 新潟市 下大谷内 しもおおやち
豊栄市 下土地亀 しもどちがめ 新潟市 下土地亀 しもどちがめ
豊栄市 下早通 しもはやどおり 新潟市 豊栄下早通 とよさかしもはやどおり 亀田町下早通○丁目と紛らわしいので「豊栄」を冠する
豊栄市 新鼻 しんばな 新潟市 新鼻 しんばな
豊栄市 十二 じゅうに 新潟市 十二 じゅうに
豊栄市 須戸 すど 新潟市 須戸 すど
豊栄市 須戸１～５丁目 すど 新潟市 須戸１～５丁目 すど
豊栄市 太子堂 たいしどう 新潟市 太子堂 たいしどう
豊栄市 高森 たかもり 新潟市 高森 たかもり
豊栄市 高森新田 たかもりしんでん 新潟市 高森新田 たかもりしんでん

豊栄市 東栄町１～３丁目 とうえいちょう 新潟市
豊栄東栄町１～３丁
目

とよさかとうえいちょう 新潟市東栄町と紛らわしいので「豊栄」を冠する

豊栄市 鳥屋 とや 新潟市 鳥屋 とや

合併前 合併後
備考
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豊栄市 樋ノ入 どのいり 新潟市 樋ノ入 どのいり
豊栄市 長戸 ながと 新潟市 長戸 ながと
豊栄市 長戸呂 ながとろ 新潟市 長戸呂 ながとろ
豊栄市 長戸呂新田 ながとろしんでん 新潟市 長戸呂新田 ながとろしんでん
豊栄市 長場 ながば 新潟市 豊栄長場 とよさかながば 中之口村長場と重複するので「豊栄」を冠する
豊栄市 新井郷 にいごう 新潟市 新井郷 にいごう
豊栄市 灰塚 はいづか 新潟市 灰塚 はいづか
豊栄市 白新町１～４丁目 はくしんちょう 新潟市 白新町１～４丁目 はくしんちょう
豊栄市 浜浦 はまうら 新潟市 浜浦 はまうら
豊栄市 早通 はやどおり 新潟市 豊栄早通 とよさかはやどおり 亀田町早通と重複するので「豊栄」を冠する

豊栄市 早通北１～６丁目 はやどおりきた 新潟市
豊栄早通北１～６丁
目

とよさかはやどおりき
た

亀田町早通及び亀田町早通○丁目と紛らわしいので「豊栄」を
冠する

豊栄市 早通南１～５丁目 はやどおりみなみ 新潟市
豊栄早通南１～５丁
目

とよさかはやどおりみ
なみ

亀田町早通及び亀田町早通○丁目と紛らわしいので「豊栄」を
冠する

豊栄市 平林 ひらばやし 新潟市 平林 ひらばやし
豊栄市 仏伝 ぶつでん 新潟市 仏伝 ぶつでん
豊栄市 北陽１・２丁目 ほくよう 新潟市 北陽１・２丁目 ほくよう
豊栄市 前新田 まえしんでん 新潟市 前新田 まえしんでん
豊栄市 美里１～２丁目 みさと 新潟市 豊栄美里１～２丁目 とよさかみさと 潟東村美里と紛らわしいので「豊栄」を冠する
豊栄市 三ツ屋 みつや 新潟市 三ツ屋 みつや
豊栄市 村新田 むらしんでん 新潟市 村新田 むらしんでん
豊栄市 森下 もりした 新潟市 森下 もりした
豊栄市 柳原１～６丁目 やなぎはら 新潟市 柳原１～６丁目 やなぎはら 一部住居表示未実施の区域有
豊栄市 山飯野 やまいいの 新潟市 山飯野 やまいいの
豊栄市 横井 よこい 新潟市 横井 よこい
豊栄市 横土居 よこどい 新潟市 横土居 よこどい
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