
No 名　称 設置場所 No 名　称 設置場所

1 　みなと会館 北区松浜みなと7-8 6 　松浜第一公園 北区松浜本町2-15

2 　松浜ポンプ場 北区松浜7-23-30 7 　まつば公園 北区松浜新町11

3 　島見町浜1 北区島見町字浜原1-135 8 　みどり中央公園 北区松浜8-10-12

4 　海辺の森キャンプ場 北区島見町字1-135 9 　南浜船だまり 北区島見町１－１３５地先南浜船だまり内

5 　島見町浜2 北区島見町字浜原1-135 10 　阿賀野川ふれあい公園野球場付近 北区濁川地先新郷川沿い市道上

No 名　称 設置場所 No 名　称 設置場所

1 　末広町 東区末広町地先 8 　舩江町ひまわり公園 東区舩江町1-14-12　

2 　山の下ポンプ場 東区古湊町1-8 9 　舩江さくら公園 東区舩江町2-8-20

3 　山の下小学校 東区山の下町8-55 10 　下山公園 東区下山3　

4 　船江町浜 東区船江町1-48-5 11 　津島屋3丁目 東区津島屋3-161地先

5 　桃山小学校 東区桃山町2-204 12 　津島屋1丁目 東区津島屋1-55地先

6 　大山台公園 東区大山2-13-2 13 　牛海道中央公園 東区空港西1－14

7 　山の下排水機場 東区沼垂6012-2

No 名　称 設置場所 No 名　称 設置場所

1 　関屋浜1 中央区関屋字海岸1-93 16 　川端ポンプ場 中央区川端町5-36

2 　関屋浜2 中央区関屋字海岸1-93 17 　白山小学校 中央区川端町1-1

3 　日和山1 中央区西船見町字浜浦5932-625 18 　寄居浜 中央区西船見町5932-565

4 　日和山2 中央区西船見町字浜浦5932-729 19 　学校町浜 中央区水道町1-5337-15

5 　窪田町 中央区窪田町2-81-15 20 　汐見台 中央区関屋1-74

6 　北部公園 中央区船見町2-3000 21 　西海岸公園 中央区西船見町5932-626

7 　附船町1丁目 中央区附船町1-4417 22 　佐渡汽船 中央区万代島9-1

8 　早川掘ポンプ場 中央区柳島町3-18 23 　朱鷺メッセＡ駐車場 中央区万代3-7

9 　宮浦中学校 中央区万代5-6-1 24 　かもめ公園 中央区柳島町1-1-20

10 　古信濃川ポンプ場 中央区三和町2387 25 　信濃川公園 中央区川岸町3丁目信濃川公園内

11 　沼垂東５丁目 中央区沼垂東5 26 　有明台小学校 中央区有明台4-1

12 　やすらぎ堤 中央区一番掘通町3-1 27 　デイサービスセンターひばり 中央区窪田町4-271-3

13 　東万代 中央区東万代町9-52 28 　新潟市役所内 中央区学校町通1番町602-1

14 　礎出張所 中央区下大川前通六ノ町2230-23 29 　芳原公園 中央区沼垂東5－6－3

15 　南万代小学校 中央区幸西4-1-1 30 　曙公園 中央区本町通13番町

新潟市防災行政無線（固定系）　屋外子局設置一覧表
【北区】

【東区】

【中央区】

※　黄色の屋外子局は、津波対策用として海岸部及び河口部に設置してあります。
　　それ以外の屋外子局は、旧合併市町村が防災用に設置し、現在は所在地の区で管理しています。
　　なお、新潟市役所内設置の子局には屋外のスピーカーは設置していません。



No 名　称 設置場所 No 名　称 設置場所

1 　大通公園 南区大通1-1 26 　戸頭2 南区戸頭228-1　戸頭浄水場内

2 　下鷲ノ木文化センター 南区下鷲ノ木新田5467地先 27 　東萱場 南区東萱場23　市道戸頭清水線上

3 　中塩俵 南区中塩俵2120　中塩俵遊園内 28 　茨曽根 南区茨曽根3443　茨曽根地域生活センター内

4 　下塩俵集落開発センター 南区下塩俵367 29 　新飯田1 南区新飯田1261-1　　新飯田地域生活センター内

5 　大通地域生活センター 南区大通南4-105 30 　新飯田2 南区新飯田1101　新飯田小学校校内

6 　松橋集会所 南区松橋104 31 　新飯田3 南区上新田甲146-8地先

7 　山崎興野1 南区山崎興野2320-1　根岸保育園内 32 　清水ふれあいセンター 南区清水160

8 　山崎興野2 南区山崎興野290　根岸地域生活センター内 33 　下中村自治会館 南区新飯田1438-8

9 　山崎興野3 南区山崎興野64-3　山岸興野生活改善センター内 34 　曲通集落開発センター 南区上曲通24-1

10 　根岸公園 南区高井東1-392-1　根岸地区農村公園内 35 　月潟農村環境改善センター 南区西萱場1069

11 　高井興野 南区高井興野200-1　高井興野集落開発センター内 36 　木滑集落開発センター 南区木滑1668-3

12 　三ヶ字集会所 南区小坂10-1　三ケ字集会所内 37 　東長島集落開発センター 南区東長嶋89-7

13 　鯵潟集会所 南区鯵潟1-6-11 38 　月潟出張所 南区月潟535

14 　四ツ興野公園 南区白根四ッ興野10 39 　大別當集落開発センター 南区大別當582-1

15 　能登 南区能登2-6-8　旧消防署内 40 　味方出張所 南区味方1544

16 　南区役所 南区白根1329 41 　千日運動施設 南区西白根262

17 　魚町 南区白根魚町3-42　魚町パーク内 42 　西白根２ 南区西白根2035-3

18 　白根小学校 南区白根1407　 43 　西白根５ 南区西白根1856-3

19 　みの口公園 南区上下諏訪木1006-1 44 　味方２ 南区味方147-7

20 　白根中央通り 南区白根3070　ミニパーク内 45 　味方８ 南区味方993-15

21 　七軒 南区白根ノ内七軒699-3　　旧母子寮跡地内 46 　吉江 南区吉江703-6

22 　桜公園 南区上下諏訪木819-1　 47 　吉田新田 南区吉田新田45-2

23 　白根水道町 南区上下諏訪木11　白根庭園内 48 　大倉 南区大倉102-6

24 　諏訪木公園 南区白根水道町1181 49 　居宿  南区居宿7　居宿農村公園内

25 　戸頭1 南区戸頭3138-1　小林分団第２器具置場横 50 　味方公民館 南区味方695-3
※　黄色の屋外子局は、津波対策用として海岸部及び河口部に設置してあります。
　　それ以外の屋外子局は、旧合併市町村が防災用に設置し、現在は所在地の区で管理しています。

【南区】

新潟市防災行政無線（固定系）　屋外子局設置一覧表



No 名　称 設置場所 No 名　称 設置場所

1 　内野上新町浜 西区内野上新町13098-3 14 　板井1 西区板井770南側市道上

2 　内野浜 西区五十嵐3の町13098-2 15 　板井2 西区板井2597市道上

3 　五十嵐２の町 西区五十嵐2の町9143-4 16 　板井3 西区板井2771－2地先

4 　松海が丘 西区上新栄町5824 17 　四ツ郷屋 西区四ツ郷屋3175-165　

5 　小針浜 西区青山字浦山1437-2 18 　千鳥ヶ丘第一公園 西区五十嵐3の町東25-26　

6 　上新栄町 西区上新栄町5960-1052 19 　内野小学校 西区内野山手2-446-5

7 　青山海浜公園 西区関屋字青山下浜往来西割1829-1 20 　内野中学校 西区内野西1-10-1　

8 　五十嵐１の町浜 西区五十嵐一の町6368 21 　新川さくら公園 西区内野戸中才1472-2 

9 　大野町 西区大野町3696 22 　浦山やすらぎ公園 西区浦山3-2-10

10 　黒埼出張所 西区大野町2843-1 23 　東青山小学校 西区青山261-1地先

11 　金巻1 西区金巻772-1　 24 　松海公園 西区松海が丘2－15

12 　金巻2 西区金巻113東側市道上 25 　五十嵐中学校 西区上新栄町5－3－1

13 　金巻3 西区金巻44東側　

新潟市防災行政無線（固定系）　屋外子局設置一覧表

※　黄色の屋外子局は、津波対策用として海岸部及び河口部に設置してあります。
　　それ以外の屋外子局は、旧合併市町村が防災用に設置し、現在は所在地の区で管理しています。

【西区】



No 名　称 設置場所 No 名　称 設置場所

1 　越前浜 西蒲区越前浜6838-1 39 　横曽根 西蒲区横曽根1414-4

2 　巻漁港 西蒲区越前浜6814-8　 40 　岩室中学校 西蒲区西中1382

3 　角田 西蒲区角田浜1235-1　 41 　西長島 西蒲区白鳥360

4 　角田浜1 西蒲区角田浜1072-1　 42 　西中 西蒲区西中1674-1

5 　角田浜2 西蒲区角田浜1069-1　 43 　北野 西蒲区北野394-1

6 　五ヶ浜1 西蒲区五ヶ浜2965-1 44 　牛島 西蒲区西中450

7 　五ヶ浜2 西蒲区五ヶ浜2417-1　 45 　南谷内 西蒲区南谷内566-1

8 　青少年研修センター2 西蒲区越前浜5597-1　 46 　夏井 西蒲区夏井751-1

9 　潟浦新 西蒲区上小吉1481 47 　金池 西蒲区金池78-1

10 　長場 西蒲区上小吉65-2 48 　久保田 西蒲区久保田243

11 　東小学校 西蒲区小吉1100 49 　石瀬公会堂 西蒲区石瀬1113

12 　針ケ曽根 西蒲区針ケ曽根129-47先 50 　丸小山公園 西蒲区石瀬3331-1

13 　中之口 西蒲区中之口363 51 　橋本 西蒲区橋本918-3

14 　姥島 西蒲区姥島41-5 52 　岩室 西蒲区岩室温泉661

15 　福島 西蒲区福島329-3 53 　栄 西蒲区栄606-1

16 　河間 西蒲区河間561-16 54 　樋曽 西蒲区樋曽1239-1

17 　西小学校 西蒲区打越甲244 55 　間瀬下山 西蒲区間瀬616-1

18 　道上 西蒲区道上414 56 　間瀬本村 西蒲区間瀬4448

19 　打越 西蒲区打越甲2198-2 57 　間瀬新村 西蒲区間瀬4372

20 　富岡 西蒲区富岡71-1 58 　間瀬高屋 西蒲区間瀬5165-2

21 　石瀬お杉 西蒲区石瀬3120 59 　間瀬田ノ浦 西蒲区間瀬7368

22 　わなみ自動車 西蒲区和納2-36-26 60 　やすら木 西蒲区間瀬4290-1

23 　駅裏公園 西蒲区和納1154-2 61 　潟東出張所 西蒲区三方1

24 　三田つくし公園 西蒲区和納2469-3 62 　五之上 西蒲区五之上253-3

25 　和納小学校 西蒲区和納1212 63 　卯八郎受 西蒲区卯八郎受2

26 　津雲田公民館 西蒲区津雲田74 64 　遠藤 西蒲区遠藤1558

27 　髙橋 西蒲区高橋1112-1 65 　横戸 西蒲区横戸137

28 　和納団地公園 西蒲区和納1966-6 66 　三方 西蒲区三方247

29 　和納6区 西蒲区和納3-3963-1 67 　島方 西蒲区熊谷1046-2

30 　民俗資料館 西蒲区和納6125 68 　東公園 西蒲区井随436

31 　八幡神社 西蒲区和納1-3698 69 　井随 西蒲区井随502-2

32 　和納11区 西蒲区和納7090-2 70 　大原 西蒲区大原4180

33 　原 西蒲区原375 71 　番屋 西蒲区番屋1381-1

34 　植野 西蒲区植野新田1400-3 72 　茨島 西蒲区茨島1172-1

35 　高畑 西蒲区高畑330 73 　称名 西蒲区称名516-2

36 　油島 西蒲区油島287-1 74 　今井 西蒲区今井300-2

37 　西船越 西蒲区西船越58-3 75 　大曽根 西蒲区大曽根796-1

38 　新谷 西蒲区新谷312-1 76 　国見 西蒲区国見2615-1

新潟市防災行政無線（固定系）　屋外子局設置一覧表

※　黄色の屋外子局は、津波対策用として海岸部及び河口部に設置してあります。
　　それ以外の屋外子局は、旧合併市町村が防災用に設置し、現在は所在地の区で管理しています。

【西蒲区】



No 名　称 設置場所 No 名　称 設置場所

1 石油の里公園 新潟市秋葉区金津600番

2 山ノ手公園 新潟市秋葉区矢代田5005番

3 小須戸温泉健康センター 新潟市秋葉区天ヶ沢485番3

4 東島　市道脇 新潟市秋葉区東島855番1

5 朝日　田圃脇 新潟市秋葉区朝日3095番

6 塩谷農村公園 新潟市秋葉区塩谷1346番2

新潟市防災行政無線（固定系）　屋外子局設置一覧表
【秋葉区】

※　秋葉区内の屋外子局は、土砂災害警戒区域内で緊急告知FMラジオが受信しにくい地域を対象に、防災用として平成30年度から設置しています。
　　屋外子局は、秋葉区で管理しています。


