
新潟市告示第２２８号 
 

道路区域の決定について 
 
 道路法（昭和 27年法律第 180号）第１８条第 1項の規定に基づき，道路区域を次の
ように決定した。 
 なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市土木部土木総務課において，一般の縦覧

に供する。 
 
平成２０年４月２日 

新潟市長 篠 田  昭 
 

敷  地  の 道路の 
種 類 

路 線 名 区    間 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

新潟市北区松浜八丁目3635番2418地先から 
市道 北１－１００号線 

新潟市北区松浜八丁目3635番2158地先まで 
6.0～8.0 340.0 

新潟市北区松浜八丁目3635番2446地先から 
市道 北１－１０１号線 

新潟市北区松浜八丁目3635番2191地先まで 
6.0～8.0 253.0 

新潟市北区松浜八丁目3635番2190地先から 
市道 北１－１０２号線 

新潟市北区松浜八丁目3635番2157地先まで 
6.0～8.0 30.0 

新潟市北区松浜八丁目3635番2183地先から 
市道 北１－１０３号線 

新潟市北区松浜八丁目3635番2174地先まで 
6.0～8.0 30.0 

新潟市北区太郎代字水汲潟2880番1地先から 
市道 北２－１１６号線 

新潟市北区太郎代字水汲潟2841番1地先まで 
4.0 180.0 

新潟市北区島見町字上往来1193番5地先から 
市道 北４－８０号線 

新潟市北区島見町字上往来1192番地先まで 
4.0 180.0 

新潟市北区新崎二丁目2879番3地先から 
市道 北７－８７号線 

新潟市北区新崎二丁目2879番1地先まで 
4.0 145.0 

新潟市北区北陽二丁目2467番2地先から 
市道 豊栄１－７３４号線 

新潟市北区北陽二丁目770番70地先まで 
6.0～8.1 75.0 

新潟市北区北陽二丁目2467番7地先から 
市道 豊栄１－７３５号線 

新潟市北区北陽二丁目770番64地先まで 
6.0～8.1 80.0 

新潟市北区葛塚字下大口4668番7地先から 
市道 豊栄１－８８３号線 

新潟市北区葛塚字下大口4668番2地先まで 
6.0～10.2 113.0 



敷  地  の 道路の 
種 類 

路 線 名 区    間 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

新潟市北区かぶとやま二丁目1番3地先から 
市道 豊栄１－８８４号線 

新潟市北区かぶとやま二丁目1番84地先まで 
6.0～8.3 450.0 

新潟市北区かぶとやま一丁目6番1地先から 
市道 豊栄１－８８５号線 

新潟市北区かぶとやま一丁目6番11地先まで 
3.0 107.0 

新潟市北区かぶとやま一丁目7番1地先から 
市道 豊栄１－８８６号線 

新潟市北区かぶとやま一丁目7番9地先まで 
3.0 107.0 

新潟市北区かぶとやま一丁目8番1地先から 
市道 豊栄１－８８７号線 

新潟市北区かぶとやま一丁目8番11地先まで 
3.0 107.0 

新潟市北区かぶとやま一丁目9番1地先から 
市道 豊栄１－８８８号線 

新潟市北区かぶとやま一丁目9番9地先まで 
3.0 90.0 

新潟市北区木崎字樋ノ入山2831番58地先から 
市道 豊栄１－８８９号線 

新潟市北区木崎字尾山770番11地先まで 
9.0～11.0 295.0 

新潟市北区北陽二丁目770番26地先から 
市道 豊栄１－８９０号線 

新潟市北区木崎字尾山770番14地先まで 
6.0～10.0 175.0 

新潟市東区小金町一丁目38番77地先から 
市道 東３－６３５号線 

新潟市東区小金町一丁目38番69地先まで 
6.0～8.1 91.0 

新潟市東区松和町115番28地先から 
市道 東３－６３６号線 

新潟市東区松和町115番24地先まで 
4.0～4.5 55.5 

新潟市東区山木戸四丁目404番11地先から 
市道 東４－１３８号線 

新潟市東区山木戸四丁目404番12地先まで 
6.0～10.3 125.0 

新潟市中央区幸西二丁目253番12地先から 
市道 南２－１６４号線 

新潟市中央区幸西二丁目253番20地先まで 
6.0～10.2 65.8 

新潟市中央区鐘木429番1地先から 
市道 南７－３７１号線 

新潟市中央区鐘木426番1地先まで 
8.0～19.3 108.9 

新潟市中央区久蔵興野字中郷地176番2地先から 
市道 南７－３７２号線 

新潟市中央区久蔵興野字中郷地174番1地先まで 
11.0 73.7 

新潟市中央区俵柳字木山427番2地先から 
市道 南７－２８６号線 

新潟市中央区鐘木80番2地先まで 
2.7～6.0 930.4 

新潟市江南区北山字屋敷付195番3地先から 
市道 東９－１５２号線 

新潟市江南区北山字屋敷付189番1地先まで 
5.2 95.0 



敷  地  の 道路の 
種 類 

路 線 名 区    間 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

新潟市江南区梅見台一丁目86番地先から 
市道 亀田１－６１８号線 

新潟市江南区梅見台一丁目70番地先まで 
6.0～10.5 170.0 

新潟市江南区亀田向陽二丁目1034番2地先から 
市道 亀田１－６５０号線 

新潟市江南区亀田向陽二丁目1032番2地先まで 
6.0～9.3 137.0 

新潟市秋葉区六郷字中藪848番3地先から 
市道 六郷金屋線 

新潟市秋葉区金屋字本田744番地先まで 
3.0～5.0 1,150.0 

新潟市秋葉区車場字新通上936番1地先から 
市道 新津１－６１９号線 

新潟市秋葉区車場字新通上988番4地先まで 
6.5～6.7 329.6 

新潟市秋葉区美善二丁目9番6地先から 
市道 新津１－６２０号線 

新潟市秋葉区美善二丁目8番6地先まで 
6.0～10.2 66.4 

新潟市秋葉区美善二丁目8番12地先から 
市道 新津１－６２１号線 

新潟市秋葉区美善二丁目8番7地先まで 
6.0～10.3 64.0 

新潟市秋葉区美善二丁目1番15地先から 
市道 新津１－６２２号線 

新潟市秋葉区美善二丁目1番1地先まで 
6.0～11.5 81.5 

新潟市秋葉区美善二丁目1番13地先から 
市道 新津１－６２３号線 

新潟市秋葉区美善二丁目1番2地先まで 
6.0～8.2 89.7 

新潟市秋葉区美善一丁目21番12地先から 
市道 新津１－６２４号線 

新潟市秋葉区美善一丁目21番3地先まで 
6.0～13.8 89.7 

新潟市秋葉区美善一丁目8番9地先から 
市道 新津１－６２５号線 

新潟市秋葉区美善一丁目8番3地先まで 
6.0～10.4 77.9 

新潟市秋葉区美善一丁目6番7地先から 
市道 新津１－６２６号線 

新潟市秋葉区美善一丁目6番1地先まで 
6.0～10.4 68.7 

新潟市秋葉区美善一丁目7番8地先から 
市道 新津１－６２７号線 

新潟市秋葉区美善一丁目5番1地先まで 
6.0～10.3 116.4 

新潟市秋葉区美善一丁目5番13地先から 
市道 新津１－６２８号線 

新潟市秋葉区美善一丁目5番11地先まで 
16.0～19.6 70.0 

新潟市秋葉区六郷字宮前1053番1地先から 
市道 新津２－７４９号線 

新潟市秋葉区金屋字下久保769番地先まで 
5.0 420.0 

新潟市秋葉区金屋字本田728番4地先から 
市道 新津２－７５１号線 

新潟市秋葉区新郷屋字六枚田49番6地先まで 
5.0～5.6 567.0 



敷  地  の 道路の 
種 類 

路 線 名 区    間 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

新潟市秋葉区新町二丁目410番2地先から 
市道 新津２－８４５号線 

新潟市秋葉区新町二丁目392番2地先まで 
6.0～10.5 102.6 

新潟市秋葉区新町二丁目265番1地先から 
市道 新津２－８４６号線 

新潟市秋葉区新町二丁目268番1地先まで 
6.0～11.2 30.3 

新潟市秋葉区結字苗代付20番地先から 
市道 新津２－８４７号線 

新潟市秋葉区結字苗代付3番8地先まで 
6.0～10.0 64.3 

新潟市秋葉区結字苗代付1番14地先から 
市道 新津２－８４８号線 

新潟市秋葉区結字苗代付1番1地先まで 
6.0～10.0 130.7 

新潟市秋葉区結字苗代付2番8地先から 
市道 新津２－８４９号線 

新潟市秋葉区結字苗代付2番1地先まで 
6.0～10.0 104.8 

新潟市秋葉区金屋字堤野1229番2地先から 
市道 新津２－８５１号線 

新潟市秋葉区大安寺字土手内16番4地先まで 
2.9～4.8 200.0 

新潟市秋葉区新保字雁巻10番11地先から 
市道 小須戸１－３２７号線 

新潟市秋葉区新保字雁巻3番4地先まで 
6.0～9.6 70.5 

新潟市南区西笠巻字川原30番3地先から 
市道 白根２－７００号線 

新潟市南区赤渋字上川原4509番地先まで 
6.0～7.0 236.0 

新潟市南区赤渋字杉木4557番地先から 
市道 白根２－７０１号線 

新潟市南区赤渋字杉木3824番1地先まで 
4.0～6.0 143.0 

新潟市南区西萱場字細割1090番1地先から 
市道 月潟１－１６１号線 

新潟市南区西萱場字細割1091番4地先まで 
6.0～8.5 85.0 

新潟市南区下曲通字中江下874番1地先から 
市道 月潟１－１６２号線 

新潟市南区下曲通字フケ903番1地先まで 
6.0～11.0 430.0 

新潟市西区谷内字宮ノ下1859番1地先から 
市道 谷内線 

新潟市西区谷内字宮ノ下264番地先まで 
3.0～6.5 696.0 

新潟市西区内野西一丁目3628番1地先から 
市道 西南２－９６４号線 

新潟市西区内野西一丁目3710番地先まで 
2.1～4.8 165.0 

新潟市西区谷内字野地595番地先から 
市道 西南４－４５号線 

新潟市西区山崎字野地454番地先まで 
2.7～6.0 453.0 

新潟市西区谷内字宮ノ下544番地先から 
市道 西南４－４６号線 

新潟市西区谷内字宮ノ下558番地先まで 
3.6～4.0 200.0 



敷  地  の 道路の 
種 類 

路 線 名 区    間 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

新潟市西区谷内字宮ノ下217番地先から 
市道 西南４－４７号線 

新潟市西区谷内字宮ノ下241番地先まで 
3.6～4.0 200.0 

新潟市西区谷内字ヲトシ6番1地先から 
市道 西南４－５９号線 

新潟市西区谷内字ヲトシ158番地先まで 
3.0～8.0 525.0 

新潟市西区谷内字長カタ622番地先から 
市道 西南４－２９３号線 

新潟市西区谷内字長カタ673番2地先まで 
3.5～6.0 300.0 

新潟市西区五十嵐一の町6782番21地先から 
市道 西２－２７４号線 

新潟市西区五十嵐一の町6670番20地先まで 
4.5 105.0 

新潟市西区坂井字村上883番2地先から 
市道 西４－１７８号線 

新潟市西区坂井字村上883番5地先まで 
6.0 89.3 

新潟市西区坂井東六丁目1192番7地先から 
市道 西４－１７９号線 

新潟市西区坂井東六丁目1192番12地先まで 
6.0～10.3 111.6 

新潟市西蒲区横曽根字前畑1430番1地先から 
市道 岩室１－５３４号線 

新潟市西蒲区夏井字郷屋1284番1地先まで 
3.0 2,930.0 

新潟市西蒲区平野字古畑143番1地先から 
市道 西川１－７５８号線 

新潟市西蒲区平野字古畑62番1地先まで 
5.0 350.0 

新潟市西蒲区押付字前谷内1042番1地先から 
市道 西川２－３８１号線 

新潟市西蒲区矢島字大沼1128番13地先まで 
5.5 880.0 

新潟市西蒲区中之口1487番2地先から 
市道 中之口１－２５４号線 

新潟市西蒲区東小吉763番1地先まで 
3.2 460.0 

新潟市西蒲区下和納字中沢3602番1地先から 
市道 巻１－７２号線 

新潟市西蒲区下和納字中沢3584番地先まで 
2.8～4.2 70.0 

新潟市西蒲区下和納字新田3747番地先から 
市道 巻１－７３号線 

新潟市西蒲区下和納字町田3427番地先まで 
3.1～4.9 240.0 

新潟市西蒲区潟頭字下松322番地先から 
市道 巻１－１５１号線 

新潟市西蒲区潟頭字下松284番地先まで 
3.6 65.0 

新潟市西蒲区河井字潟上2052番地先から 
市道 巻１－１８６号線 

新潟市西蒲区河井字潟上2076番1地先まで 
4.2～4.5 362.5 

新潟市西蒲区河井字下ゲエ1716番地先から 
市道 巻１－１８６号線 

新潟市西蒲区河井字八十原1394番1地先まで 
4.0～4.3 721.8 



敷  地  の 道路の 
種 類 

路 線 名 区    間 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

新潟市西蒲区河井字寺田856番1地先から 
市道 巻１－２０５号線 

新潟市西蒲区河井字伝地田1952番地先まで 
4.0～5.0 870.0 

新潟市西蒲区巻字新町通一番町甲544番地先から 
市道 巻１－２２３号線 

新潟市西蒲区巻字飛落甲5476番1地先まで 
2.7～9.0 1,563.0 

新潟市西蒲区葉萱場字諏訪割286番1地先から 
市道 巻１－２３３号線 

新潟市西蒲区巻字横江甲5154番1地先まで 
2.8～5.1 1,037.0 

新潟市西蒲区赤鏥字大道上886番1地先から 
市道 巻１－３０５号線 

新潟市西蒲区巻字赤鏥境甲10677番10地先まで 
2.0～6.0 1,793.0 

新潟市西蒲区赤鏥字上野776番1地先から 
市道 巻１－３０９号線 

新潟市西蒲区赤鏥字三助田1039番1地先まで 
3.5～5.5 1,442.0 

新潟市西蒲区潟頭字下松357番地先から 
市道 巻１－４６４号線 

新潟市西蒲区潟頭字橋向1493番地先まで 
3.0～5.0 33.0 

新潟市西蒲区巻字赤鏥境甲10677番6地先から 
市道 巻１－４６５号線 

新潟市西蒲区赤鏥字谷内1324番1地先まで 
2.0 60.0 

新潟市西蒲区巻字飛落甲5504番1地先から 
市道 巻１－４６６号線 

新潟市西蒲区巻字飛落甲5501番1地先まで 
3.0 60.0 

新潟市西蒲区巻字横江甲6066番地先から 
市道 巻１－４６７号線 

新潟市西蒲区巻字横江甲6066番地先まで 
3.0 430.0 

 


