
新潟市告示第６４９号 
 

市道路線の認定について 
 
 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第１項の規定に基づき，市道路線を次のように認定す
る。 
 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１９年１０月１日 

新潟市長 篠 田  昭 
 
 

起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市北区島見町字川辺2824番2地先 
島見町線２号 

新潟市北区島見町字荷替坂4430番1地先 
新潟市北区島見町字荷替坂4330番地先 

新潟市北区島見町字荷替坂4330番地先 
北４－７９号線 

新潟市北区島見町字川跡5171番1地先 
新潟市北区島見町字荷替坂4372番地先 

新潟市北区木崎字柳原1163番4地先 
豊栄１－８８２号線 

新潟市北区木崎字柳原1162番2地先 
新潟市北区木崎字柳原1163番7地先 

新潟市東区空港西二丁目215番19地先 
東１－１８９号線 

新潟市東区空港西二丁目215番12地先 
新潟市東区空港西二丁目215番16地先 

新潟市中央区山二ツ三丁目1106番5地先 
南６－１９４号線 

新潟市中央区山二ツ三丁目1107番1地先 
新潟市中央区山二ツ三丁目1107番7地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3310番2地先 

亀田１－５９６号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3310番1地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3341番地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3351番地先 
亀田１－５９７号線 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3312番17地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3312番1地先 

 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3313番1地先 

亀田１－５９８号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3313番16地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3313番24地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3314番1地先 

亀田１－５９９号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目 3314番 17地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3314番21地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3316番3地先 

亀田１－６００号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3316番17地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目 3316番 8地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3315番1地先 

亀田１－６０１号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3315番21地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3349番地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3315番6地先 

亀田１－６０２号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3309番6地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3349番地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3315番6地先 

亀田１－６０３号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3315番5地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3315番6地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3319番8地先 

亀田１－６０４号線 
新潟市江南区北山字堀西1638番1地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3356番地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3320番15地先 

亀田１－６０５号線 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3318番1地先 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3318番10地先 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3122番地先 
亀田１－６０６号線 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3110番1地先 
新潟市江南区亀田向陽一丁目3110番2地先 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3118番6地先 

亀田１－６０７号線 
新潟市江南区亀田向陽一丁目3108番17地先 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3107番7地先 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3108番16地先 

亀田１－６０８号線 
新潟市江南区亀田向陽一丁目3108番1地先 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3108番6地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3211番5地先 

亀田１－６０９号線 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3212番9地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3211番1地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3211番4地先 

亀田１－６１０号線 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3211番1地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3211番3地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3212番10地先 

亀田１－６１１号線 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3212番1地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3212番7地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番14地先 

亀田１－６１２号線 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番14地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番14地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番3地先 

亀田１－６１３号線 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3203番1地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3208番10地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番1地先 

亀田１－６１４号線 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3203番2地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3209番9地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番11地先 
亀田１－６１５号線 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番10地先 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3210番11地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3209番1地先 

亀田１－６１６号線 
新潟市江南区亀田向陽二丁目3209番31地先 

新潟市江南区亀田向陽二丁目3209番1地先 

 

新潟市江南区北山字堀東1443番1地先 
亀田１－６１７号線 

新潟市江南区北山字堀東1459番1地先 
新潟市江南区北山字堀東1451番1地先 

新潟市江南区梅見台一丁目54番地先 
亀田１－６１９号線 

新潟市江南区梅見台一丁目43番地先 
新潟市江南区梅見台一丁目50番地先 

新潟市江南区梅見台一丁目15番地先 
亀田１－６２０号線 

新潟市江南区梅見台一丁目22番地先 
新潟市江南区梅見台一丁目17番地先 

新潟市江南区梅見台一丁目13番地先 
亀田１－６２１号線 

新潟市江南区梅見台一丁目7番地先 
新潟市江南区梅見台一丁目8番地先 

新潟市江南区梅見台一丁目2番地先 
亀田１－６２２号線 

新潟市江南区梅見台一丁目8番地先 
新潟市江南区梅見台一丁目5番地先 

新潟市江南区梅見台一丁目89番地先 
亀田１－６２３号線 

新潟市江南区梅見台一丁目88番地先 
新潟市江南区梅見台一丁目89番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目5番地先 
亀田１－６２４号線 

新潟市江南区梅見台二丁目4番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目5番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目1番1地先 
亀田１－６２５号線 

新潟市江南区梅見台二丁目85番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目95番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目18番地先 
亀田１－６２６号線 

新潟市江南区梅見台二丁目15番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目16番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目38番地先 
亀田１－６２７号線 

新潟市江南区梅見台二丁目34番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目36番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目39番地先 
亀田１－６２８号線 

新潟市江南区梅見台二丁目53番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目60番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目127番地先 
亀田１－６２９号線 

新潟市江南区梅見台二丁目51番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目84番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目159番地先 
亀田１－６３０号線 

新潟市江南区梅見台二丁目151番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目155番地先 

新潟市江南区梅見台二丁目139番地先 
亀田１－６３１号線 

新潟市江南区梅見台二丁目134番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目137番地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市江南区梅見台二丁目168番地先 
亀田１－６３２号線 

新潟市江南区梅見台二丁目133番地先 
新潟市江南区梅見台二丁目150番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目82番地先 
亀田１－６３３号線 

新潟市江南区梅見台三丁目63番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目74番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目10番地先 
亀田１－６３４号線 

新潟市江南区梅見台三丁目30番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目38番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目8番地先 
亀田１－６３５号線 

新潟市江南区梅見台三丁目3番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目5番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目11番地先 
亀田１－６３６号線 

新潟市江南区梅見台三丁目17番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目20番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目102番地先 
亀田１－６３７号線 

新潟市江南区梅見台三丁目16番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目30番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目160番地先 
亀田１－６３８号線 

新潟市江南区梅見台三丁目154番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目156番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目146番地先 
亀田１－６３９号線 

新潟市江南区梅見台三丁目138番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目143番地先 

新潟市江南区梅見台三丁目128番地先 
亀田１－６４０号線 

新潟市江南区梅見台三丁目112番地先 
新潟市江南区梅見台三丁目121番地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番41地先 

亀田１－６４１号線 
新潟市江南区亀田大月三丁目1909番8地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番20地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番41地先 

亀田１－６４２号線 
新潟市江南区亀田大月三丁目1909番37地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番39地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番30地先 

亀田１－６４３号線 
新潟市江南区亀田大月三丁目1909番26地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番28地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番19地先 

亀田１－６４４号線 
新潟市江南区亀田大月三丁目1909番15地先 

新潟市江南区亀田大月三丁目1909番17地先 

新潟市江南区城山三丁目甲36番15地先 
亀田１－６４５号線 

新潟市江南区城山三丁目甲36番18地先 
新潟市江南区城山三丁目甲36番12地先 

新潟市江南区東船場三丁目2309番16地先 
亀田１－６４６号線 

新潟市江南区東船場三丁目2309番19地先 
新潟市江南区東船場三丁目2309番18地先 

  



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3320番1地先 
亀田１－６４７号線 

新潟市江南区亀田向陽三丁目3320番1地先 
新潟市江南区亀田向陽三丁目3320番1地先 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3109番7地先 
亀田１－６４８号線 

新潟市江南区亀田向陽一丁目3115番地先 
新潟市江南区亀田向陽一丁目3109番3地先 

新潟市江南区亀田早通字川根3121番2地先 

亀田１－６４９号線 
新潟市江南区亀田早通字川根3116番1地先 

新潟市江南区亀田早通字川根3118番2地先 

新潟市秋葉区あおば通一丁目112番9地先 
新津１－２８９号線 

新潟市秋葉区あおば通二丁目206番7地先 
新潟市秋葉区あおば通二丁目207番3地先 

新潟市秋葉区車場字新通上977番2地先 
新津１－６１８号線 

新潟市秋葉区車場字新通上968番2地先 
新潟市秋葉区車場字新通上973番2地先 

新潟市秋葉区新津東町一丁目1637番地先 
新津２－８４３号線 

新潟市秋葉区新津東町一丁目1637番地先 
新潟市秋葉区新津東町一丁目1637番地先 

新潟市秋葉区新町二丁目943番3地先 
新津２－８４４号線 

新潟市秋葉区新町二丁目805番4地先 
新潟市秋葉区新町二丁目801番5地先 

新潟市南区菱潟新田字居屋敷201番1地先 
菱潟新田牛崎線 

新潟市南区牛崎字居浦1019番地先 
新潟市南区牛崎字居浦498番3地先 

新潟市南区東笠巻新田字谷内3043番2地先 東笠巻新田真木線 

 新潟市南区真木字阿部作1511番4地先 
新潟市南区下木山字大谷内1058番1地先 

新潟市南区田中字みの口前69番1地先 
白根１－３０８号線 

新潟市南区田中字みの口前77番地先 
新潟市南区田中字みの口前73番1地先 

新潟市南区能登字前480番10地先 
白根２－６５６号線 

新潟市南区能登字前478番4地先 
新潟市南区能登字前480番8地先 

新潟市南区下八枚字堀外2409番3地先 
白根２－６９８号線 

新潟市南区下八枚字堀外2419番3地先 
新潟市南区下八枚字堀外2419番3地先 

新潟市南区釣寄新字子ノ明612番20地先 
月潟１－１６０号線 

新潟市南区釣寄字本田238番9地先 
新潟市南区釣寄新字中作368番3地先 

新潟市西区坂井東二丁目2633番10地先 
西５－２６９号線 

新潟市西区坂井東二丁目2657番2地先 
新潟市西区坂井東二丁目2657番6地先 

新潟市西区小新字小エボ3867番地先 
西６－１３号線 

新潟市西区小新字小エボ3670番地先 
新潟市西区小新字小エボ3753番地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市西区小新字小エボ3857番地先 
西６－１４号線 

新潟市西区小新字辻場下ゲ北沢3680番地先 
新潟市西区小新字小エボ3794番地先 

新潟市西区小新字立戸続3573番地先 
西６－４７号線 

新潟市西区小新字フケ4316番1地先 
新潟市西区小新字立戸続2617番地先 

新潟市西区新通南一丁目101番1地先 
西６－５７号線 

新潟市西区新通南三丁目114番35地先 
新潟市西区新通南一丁目106番2地先 

新潟市西区新通南一丁目102番1地先 
西６－５８号線 

新潟市西区新通南一丁目102番30地先 
新潟市西区新通南一丁目101番11地先 

新潟市西区新通南一丁目102番24地先 
西６－５９号線 

新潟市西区新通南一丁目104番9地先 
新潟市西区新通南一丁目103番13地先 

新潟市西区新通南一丁目101番14地先 
西６－６０号線 

新潟市西区新通南一丁目117番3地先 
新潟市西区新通南一丁目101番12地先 

新潟市西区新通南一丁目118番1地先 
西６－６１号線 

新潟市西区新通南一丁目119番2地先 
新潟市西区新通南一丁目118番2地先 

新潟市西区新通南一丁目120番1地先 
西６－６２号線 

新潟市西区新通南一丁目116番26地先 
新潟市西区新通南一丁目116番26地先 

新潟市西区新通南一丁目119番13地先 
西６－６３号線 

新潟市西区新通南一丁目120番11地先 
新潟市西区新通南一丁目121番3地先 

新潟市西区新通南一丁目118番28地先 
西６－６４号線 

新潟市西区新通南二丁目110番5地先 
新潟市西区新通南一丁目122番4地先 

新潟市西区新通南二丁目102番8地先 
西６－６５号線 

新潟市西区新通南二丁目102番5地先 
新潟市西区新通南二丁目103番2地先 

新潟市西区新通南二丁目117番14地先 
西６－６６号線 

新潟市西区新通南二丁目103番8地先 
新潟市西区新通南二丁目116番1地先 

新潟市西区新通南二丁目115番1地先 
西６－６７号線 

新潟市西区新通南二丁目104番7地先 
新潟市西区新通南二丁目104番7地先 

新潟市西区新通南二丁目115番9地先 
西６－６８号線 

新潟市西区新通南一丁目116番1地先 
新潟市西区新通南二丁目118番17地先 

新潟市西区新通南二丁目116番8地先 
西６－６９号線 

新潟市西区新通南二丁目104番1地先 
新潟市西区新通南二丁目116番2地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市西区新通南一丁目119番12地先 
西６－７０号線 

新潟市西区新通南一丁目116番2地先 
新潟市西区新通南一丁目119番3地先 

新潟市西区新通南一丁目102番20地先 
西６－７１号線 

新潟市西区新通南一丁目102番10地先 
新潟市西区新通南一丁目102番19地先 

新潟市西区新通南二丁目118番5地先 
西６－７２号線 

新潟市西区新通南一丁目103番1地先 
新潟市西区新通南二丁目104番3地先 

新潟市西区新通南二丁目114番11地先 
西６－７３号線 

新潟市西区新通南一丁目115番10地先 
新潟市西区新通南二丁目105番1地先 

新潟市西区新通南二丁目114番11地先 
西６－７４号線 

新潟市西区新通南一丁目104番8地先 
新潟市西区新通南二丁目109番24地先 

新潟市西区新通南二丁目112番12地先 
西６－７５号線 

新潟市西区新通南二丁目110番35地先 
新潟市西区新通南二丁目112番3地先 

新潟市西区新通南一丁目107番15地先 
西６－７６号線 

新潟市西区新通南一丁目105番2地先 
新潟市西区新通南一丁目106番12地先 

新潟市西区新通南二丁目108番6地先 
西６－７７号線 

新潟市西区新通南二丁目107番8地先 
新潟市西区新通南二丁目108番3地先 

新潟市西区新通南二丁目107番6地先 
西６－７８号線 

新潟市西区新通南二丁目106番10地先 
新潟市西区新通南二丁目106番6地先 

新潟市西区新通南一丁目124番1地先 
西６－７９号線 

新潟市西区新通南一丁目124番8地先 
新潟市西区新通南一丁目123番2地先 

新潟市西区新通南一丁目109番19地先 
西６－８０号線 

新潟市西区新通南一丁目124番5地先 
新潟市西区新通南一丁目109番17地先 

新潟市西区新通南一丁目109番20地先 
西６－８１号線 

新潟市西区新通南一丁目109番1地先 
新潟市西区新通南一丁目109番10地先 

新潟市西区新通南一丁目109番20地先 
西６－８２号線 

新潟市西区新通南一丁目111番4地先 
新潟市西区新通南一丁目111番8地先 

新潟市西区新通南一丁目114番19地先 
西６－８３号線 

新潟市西区新通南一丁目114番1地先 
新潟市西区新通南一丁目115番7地先 

新潟市西区新通南一丁目114番17地先 
西６－８４号線 

新潟市西区新通南一丁目114番5地先 
新潟市西区新通南一丁目112番10地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市西区新通南一丁目113番10地先 
西６－８５号線 

新潟市西区新通南一丁目113番7地先 
新潟市西区新通南一丁目112番5地先 

新潟市西区新通南一丁目103番10地先 
西６－８６号線 

新潟市西区新通南一丁目104番1地先 
新潟市西区新通南一丁目104番17地先 

新潟市西区新通南一丁目105番11地先 
西６－８７号線 

新潟市西区新通南一丁目105番10地先 
新潟市西区新通南一丁目108番1地先 

新潟市西区新通南一丁目106番11地先 
西６－８８号線 

新潟市西区新通南一丁目106番10地先 
新潟市西区新通南一丁目107番1地先 

新潟市西区新通南二丁目114番1地先 
西６－８９号線 

新潟市西区新通南二丁目110番18地先 
新潟市西区新通南二丁目112番2地先 

新潟市西区新通南二丁目111番12地先 
西６－９０号線 

新潟市西区新通南二丁目118番17地先 
新潟市西区新通南二丁目111番13地先 

新潟市西区新通南三丁目107番13地先 
西６－９１号線 

新潟市西区新通南三丁目102番6地先 
新潟市西区新通南三丁目104番1地先 

新潟市西区新通南三丁目108番10地先 
西６－９２号線 

新潟市西区新通南三丁目107番1地先 
新潟市西区新通南三丁目110番20地先 

新潟市西区新通南三丁目114番2地先 
西６－９３号線 

新潟市西区新通南三丁目101番7地先 
新潟市西区新通南三丁目103番地先 

新潟市西区新通南三丁目108番1地先 
西６－９４号線 

新潟市西区新通南三丁目112番9地先 
新潟市西区新通南三丁目110番13地先 

新潟市西区新通南三丁目109番11地先 
西６－９５号線 

新潟市西区新通南三丁目109番1地先 
新潟市西区新通南三丁目109番14地先 

新潟市西区新通南三丁目110番12地先 
西６－９６号線 

新潟市西区新通南三丁目110番1地先 
新潟市西区新通南三丁目110番4地先 

新潟市西区新通南三丁目111番13地先 
西６－９７号線 

新潟市西区新通南三丁目111番2地先 
新潟市西区新通南三丁目112番13地先 

新潟市西区新通南三丁目106番1地先 
西６－９８号線 

新潟市西区新通南三丁目112番2地先 
新潟市西区新通南三丁目111番2地先 

新潟市西区新通南三丁目114番1地先 
西６－９９号線 

新潟市西区新通南三丁目114番30地先 
新潟市西区新通南三丁目114番7地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市西区新通南三丁目101番16地先 
西６－１００号線 

新潟市西区新通南三丁目102番1地先 
新潟市西区新通南三丁目101番15地先 

新潟市西区新通字立戸続2301番地先 
西６－１０１号線 

新潟市西区新通字立戸続2302番地先 
新潟市西区新通字立戸続2295番1地先 

新潟市西区新通南二丁目117番47地先 
西６－１０２号線 

新潟市西区新通南二丁目117番46地先 
新潟市西区新通南二丁目117番45地先 

新潟市西区小新西一丁目1080番14地先 
西７－１３６号線 

新潟市西区小新西一丁目1080番114地先 
新潟市西区小新西一丁目1080番78地先 

新潟市西区四ツ郷屋字岩山3023番7地先 
巻２－５３４号線 

新潟市西区四ツ郷屋字岩山2942番2地先 
新潟市西区四ツ郷屋字岩山2943番1地先 

新潟市西蒲区下山字大原堺1349番1地先 
西川１－７５５号線 

新潟市西蒲区下山字大原堺1310番1地先 
新潟市西蒲区西汰上字大原堺1330番1地先 

新潟市西蒲区中島字セキ上15番1地先 
西川１－７５６号線 

新潟市西蒲区下山字セキ上784番1地先 
新潟市西蒲区中島字セキ上5番1地先 

新潟市西蒲区西汰上字浦田1513番1地先 
西川１－７５７号線 

新潟市西蒲区西汰上字沢600番1地先 
新潟市西蒲区西汰上字浦田431番地先 

新潟市西蒲区三方82番1地先 
潟東１－４７６号線 

新潟市西蒲区三方75番5地先 
新潟市西蒲区三方75番3地先 

新潟市西蒲区三方82番1地先 
潟東１－４７７号線 

新潟市西蒲区三方82番5地先 
新潟市西蒲区三方82番3地先 

新潟市西蒲区三ツ門字百島277番3地先 
広域・稗場・月潟線 

新潟市西蒲区河間字稗場1880番1地先 
新潟市西蒲区三ツ門字百島329番1地先 

新潟市西蒲区巻字割前表甲1747番5地先 
巻１－２８９号線 

新潟市西蒲区巻字割前表甲1759番8地先 
新潟市西蒲区巻字割前表甲1754番4地先 

新潟市西蒲区巻字割前表甲1715番1地先 
巻１－４６３号線 

新潟市西蒲区巻字割前表甲1717番5地先 
新潟市西蒲区巻字割前表甲1717番9地先 

新潟市西蒲区竹野町字前田366番1地先 
巻２－４０号線 

新潟市西蒲区鷲ノ木字外記1800番1地先 
新潟市西蒲区鷲ノ木字外記1852番2地先 

新潟市西蒲区巻大原字下谷内60番1地先 
巻２－５２４号線 

新潟市西蒲区巻大原字長沢295番3地先 
新潟市西蒲区巻大原字大橋前264番1地先 

 



起      点 
路 線 名 

終      点 
重 要 な 経 過 地 

新潟市西蒲区福井字竹ノ内529番1地先 
巻２－５２８号線 

新潟市西蒲区福井字堰場310番1地先 
新潟市西蒲区福井字堰場289番1地先 

新潟市西蒲区松野尾字土江外1712番1地先 

巻２－５２５号線 
新潟市西蒲区松野尾字土江外1709番1地先 

新潟市西蒲区松野尾字土江外1710番1地先 

新潟市西蒲区仁箇字道路1187番1地先 
巻２－５２６号線 

新潟市西蒲区竹野町字前田517番1地先 
新潟市西蒲区前田字戸潟423番5地先 

新潟市西蒲区峰岡字番場235番1地先 
巻２－５２７号線 

新潟市西蒲区福井字竹ノ内503番1地先 
新潟市西蒲区福井字竹ノ内509番1地先 

新潟市西蒲区松野尾字街道下171番10地先 

巻２－５２９号線 
新潟市西蒲区松山字二丁田427番1地先 

新潟市西蒲区松山字上セキ57番1地先 

新潟市西蒲区角田浜字定口2723番3地先 
巻２－５３０号線 

新潟市西蒲区角田浜字定口2777番5地先 
新潟市西蒲区角田浜字定口2728番地先 

新潟市西蒲区竹野町字下田2463番1地先 
巻２－５３１号線 

新潟市西蒲区竹野町字下田2463番5地先 
新潟市西蒲区竹野町字下田2463番6地先 

新潟市西蒲区竹野町字下田2463番29地先 
巻２－５３２号線 

新潟市西蒲区竹野町字下田2463番23地先 
新潟市西蒲区竹野町字下田2463番25地先 

新潟市西蒲区竹野町字下田2463番41地先 
巻２－５３３号線 

新潟市西蒲区竹野町字下田2463番43地先 
新潟市西蒲区竹野町字下田2463番41地先 

 


