
新潟市告示第２６０号 
 

市道路線の供用開始について 
 
 道路法（昭和 27年法律第 180号）第１８条第２項の規定に基づき，次の市道路線の
供用を開始する。 
 なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備局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４月２日 
                           新潟市長 篠 田  昭 
 

路 線 名 区    間 供用開始年月日 

新潟市東区東中島 4丁目 1252番 1地先 
東中島西野線１号 

新潟市東区西野字古境 1117番１地先 

新潟市江南区西野字古境 1115番 3地先 
東中島西野線２号 

新潟市江南区西野字石佛 115番地先 

新潟市中央区東堀通 4番町 451番 2地先 
東堀通有明線１号 

新潟市中央区浜浦町２丁目 64番地先 

新潟市中央区浜浦町２丁目 64番地先 
東堀通有明線２号 

新潟市西区西有明町 5820番 164地先 

新潟市中央区本馬越 1丁目 839番 1地先 
出来島上木戸線１号 

新潟市東区中山６丁目 601番 25地先 

新潟市東区中山６丁目 601番 25地先 
出来島上木戸線２号 

新潟市東区中山６丁目 792番１地先 

新潟市江南区嘉瀬字居村 3791番 1地先 
嘉瀬蔵岡線１号 

新潟市中央区清五郎字川東 191番 4地先 

新潟市中央区清五郎字川東 191番 4地先 
嘉瀬蔵岡線２号 

新潟市中央区山二ツ字中村前 163番 1地先 

新潟市中央区山二ツ字中村前 163番 1地先 
嘉瀬蔵岡線３号 

新潟市江南区亀田中島 4丁目 420番 4地先 

新潟市江南区亀田中島 4丁目 420番 4地先 
嘉瀬蔵岡線４号 

新潟市江南区江口字中作 177番２地先 
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新潟市東区江口字中作188番地先 
嘉瀬蔵岡線５号 

新潟市江南区蔵岡字上境175番地先 

新潟市中央区沼垂東１丁目445番地先 
沼垂東牡丹山線１号 

新潟市東区山木戸１丁目243番３地先 

新潟市東区山木戸１丁目243番１地先 
沼垂東牡丹山線２号 

新潟市東区牡丹山４丁目426番5地先 

新潟市江南区天野字居屋敷1457番1地先 
天野大島線１号 

新潟市江南区太右エ門新田字一分田495番5地先 

新潟市中央区太右エ門新田字一分田497番6地先 
天野大島線２号 

新潟市中央区大島字割前111番5地先 

新潟市東区本所字居浦2275番１地先 
本所江口線１号 

新潟市江南区江口字乗兼776番４地先 

新潟市江南区江口字乗兼776番４地先 
本所江口線２号 

新潟市江南区江口字諏訪浦3142番2地先 

新潟市東区石山６丁目1348番１地先 
石山北山線１号 

新潟市江南区粟山字南中谷内721番2地先 

新潟市江南区粟山字南中谷内721番2地先 
石山北山線２号 

新潟市江南区北山字堀東1198番2地先 

新潟市中央区網川原２丁目１番１地先 
網川原楚川線１号 

新潟市中央区親松字樋先208番１地先 

新潟市中央区親松字樋先208番１地先 
網川原楚川線２号 

新潟市江南区楚川字東割291番１地先 

新潟市西区五十嵐中島3丁目1680番8地先 
西南２－２２９号線 

新潟市西区五十嵐中島３丁目2384番4地先 

新潟市西区五十嵐中島３丁目2371番3地先 
西南２－２３０号線 

新潟市西区五十嵐中島３丁目2384番5地先 

新潟市西区内野町842番５地先 
西４－１７７号線 

新潟市西区内野町842番12地先 

新潟市西区坂井東2丁目2635番4地先 
西５－２６７号線 

新潟市西区坂井東2丁目2654番14地先 
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新潟市西区小針5丁目1393番3地先 
西５－２６８号線 

新潟市西区小針5丁目1390番4地先 

新潟市中央区米山１丁目４番４地先 
南２－１０３号線 

新潟市中央区天神１丁目６番１地先 

新潟市中央区天神１丁目12番６地先 
南２－１０４号線 

新潟市中央区天神１丁目13番５地先 

新潟市中央区天神１丁目５番１地先 
南２－１５６号線 

新潟市中央区天神１丁目14番３地先 

新潟市中央区女池3丁目840番58地先 
南４－１２３号線 

新潟市中央区女池3丁目840番57地先 

新潟市中央区山二ツ4丁目920番1地先 
南６－７０号線 

新潟市中央区山二ツ字中村前163番1地先 

新潟市江南区山二ツ字新田前129番5地先 
南６－１９３号線 

新潟市江南区山二ツ字中村前144番1地先 

新潟市中央区鐘木325番４地先 
南７－９９号線 

新潟市中央区鐘木321番１地先 

新潟市中央区太右エ門新田字浦潟1411番1地先 

南７－２８２号線 
新潟市江南区太右エ門新田字一分田506番2地先 

新潟市中央区太右エ門新田字浦潟1411番1地先 

南７－２８３号線 
新潟市江南区太右エ門新田字一分田507番2地先 

新潟市中央区親松字太田82番１地先 
南７－３６７号線 

新潟市中央区親松字太田84番９地先 

新潟市江南区鐘木279番２地先 
南７－３６８号線 

新潟市江南区鐘木304番１地先 

新潟市江南区太右エ門新田字一分田506番2地先 

南７－３６９号線 
新潟市江南区俵柳字新田浦385番１地先 

新潟市中央区太右エ門新田字一分田507番２地先 

南７－３７０号線 
新潟市江南区太右エ門新田字一分田487番３地先 

新潟市東区津島屋６丁目92番地先 
東３－６３２号線 

新潟市東区津島屋６丁目80番４地先 
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新潟市東区山木戸１丁目895番４地先 
東４－１号線 

新潟市中央区本馬越１丁目220番１地先 

新潟市東区牡丹山１丁目247番３地先 
東４－１５号線 

新潟市東区中山５丁目371番８地先 

新潟市中央区本馬越２丁目918番２地先 
東４－４４号線 

新潟市中央区紫竹１丁目219番６地先 

新潟市中央区本馬越２丁目955番８地先 
東４－４５号線 

新潟市中央区紫竹１丁目375番３地先 

新潟市中央区紫竹１丁目326番３地先 
東４－７８号線 

新潟市中央区紫竹１丁目216番１地先 

新潟市中央区紫竹１丁目367番２地先 
東４－１０１号線 

新潟市中央区紫竹１丁目285番３地先 

新潟市中央区本馬越１丁目220番１地先 
東４－１３２号線 

新潟市中央区本馬越１丁目832番地先 

新潟市東区中山５丁目368番３地先 
東４－１３３号線 

新潟市中央区本馬越１丁目830番地先 

新潟市東区紫竹２丁目145番４地先 
東４－１３４号線 

新潟市東区紫竹４丁目1158番８地先 

新潟市東区紫竹２丁目194番１地先 
東４－１３５号線 

新潟市東区紫竹２丁目209番２地先 

新潟市東区紫竹２丁目342番１地先 
東４－１３６号線 

新潟市東区紫竹４丁目809番３地先 

新潟市中央区紫竹１丁目285番３地先 
東４－１３７号線 

新潟市中央区紫竹１丁目281番２地先 

新潟市江南区西山字荒田807番２地先 
東８－７６号線 

新潟市江南区西野字中田1302番２地先 

新潟市東区本所字寺浦2227番１地先 
東８－１２４号線 

新潟市江南区江口字乗兼2027番１地先 

新潟市東区本所字居浦620番地先 
東８－１４６号線 

新潟市東区江口字諏訪浦546番２地先 
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新潟市東区江口字諏訪浦194番１地先 
東８－２９５号線 

新潟市東区江口字中作183番１９地先 

新潟市東区猿ケ馬場１番３地先 
東８－３０１号線 

新潟市東区西野字古境1072番１地先 

新潟市東区西野字中田1301番２地先 
東８－３０２号線 

新潟市東区西野字鴨田1196番地先 

新潟市江南区江口字乗兼2027番１地先 
東８－３０３号線 

新潟市江南区江口字上川原5466番1地先 

新潟市東区江口字諏訪浦546番２地先 
東８－３０４号線 

新潟市江南区江口字諏訪浦585番２地先 

新潟市江南区字中作183番22地先 
東８－３０５号線 

新潟市江南区江口字諏訪浦195番18地先 

新潟市北区三軒屋町5384番33地先 
北３－４９号線 

新潟市北区三軒屋町5380番36地先 

新潟市北区すみれ野3丁目824番16地先 
北８－６９号線 

新潟市北区すみれ野3丁目812番16地先 

新潟市秋葉区さつき野３丁目３７７番８７地先 
新津１－６１６号線 

新潟市秋葉区さつき野１丁目３６６番６地先 

新潟市秋葉区北上新田３７６番１地先 
新津１－６１７号線 

新潟市秋葉区さつき野１丁目３６６番４地先 

新潟市秋葉区新津東町１丁目１６６１番地先 
新津２－８４１号線 

新潟市秋葉区新津東町１丁目１５５８番地先 

新潟市秋葉区岡田３２８番３地先 
新津２－８４２号線 

新潟市秋葉区大関１５８番１２地先 

新潟市秋葉区蒲ヶ沢６３番６地先 
新津４－３８８号線 

新潟市秋葉区蒲ヶ沢５８番３地先 

新潟市秋葉区蒲ヶ沢６４番３地先 
新津４－３８９号線 

新潟市秋葉区蒲ヶ沢２１２番１地先 

新潟市南区白根日の出町５８６番５地先 
白根１－４５９号線 

新潟市南区白根日の出町５６１番２地先 
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新潟市南区新飯田字寺屋敷７４４１番地先 
白根１－５２９号線 

新潟市南区上新田字鏡畑１０８２番１地先 

新潟市南区能登字前５８２番６地先 
白根２－６６９号線 

新潟市南区能登字前５７８番５地先 

新潟市北区下早通字早通川端116番１地先 
豊栄１－１８９号線 

新潟市北区下早通字居浦７番地先 

新潟市北区朝日町４丁目１番20地先 
豊栄１－３３８号線 

新潟市北区嘉山字鮫面2682番２地先 

新潟市北区葛塚字下大口4720番地先 
豊栄１－４９９号線 

新潟市北区葛塚字正尺4802番１地先 

新潟市北区下土地亀字樋ノ内3297番10地先 
豊栄１－５４９号線 

新潟市北区柳原６丁目32番１地先 

新潟市北区葛塚字正尺523番４地先 
豊栄１－６０４号線 

新潟市北区葛塚字正尺526番３地先 

新潟市北区木崎字尾山前871番１４地先 
豊栄１－６４７号線 

新潟市北区木崎字榎通5436番地先 

新潟市北区太田字法花鳥屋甲5276番地先 
豊栄１－８７８号線 

新潟市北区太田字法花鳥屋甲5272番２地先 

新潟市北区葛塚字巳高入1245番１地先 
豊栄１－８７９号線 

新潟市北区下土地亀字樋ノ内3305番11地先 

新潟市北区葛塚字巳高入1268番14地先 
豊栄１－８８０号線 

新潟市北区下土地亀字樋ノ内3305番10地先 

新潟市北区葛塚字巳高入1245番１地先 
豊栄１－８８１号線 

新潟市北区葛塚字巳高入1268番15地先 

新潟市秋葉区天ヶ沢新田字大沢421番地先 
小須戸１－３２６号線 

新潟市秋葉区天ヶ沢新田字大沢485番3地先 

新潟市西蒲区巻甲1512番３地先 
巻１－４６１号線 

新潟市西蒲区巻甲1549番２地先 

新潟市西蒲区安尻字赤鏥境2051番13地先 
巻１－４６２号線 

新潟市西蒲区赤鏥字上野815番19地先 
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新潟市西蒲区角田浜字焼山1353番１地先 
巻２－３６５号線 

新潟市西蒲区越前浜字下谷内6339番地先 

新潟市西区四ツ郷屋字岩山2934番５地先 
巻２－５２３号線 

新潟市西区四ツ郷屋字岩山2404番１地先 

新潟市江南区亀田向陽３丁目651番４地先 
亀田１－５８８号線 

新潟市江南区亀田向陽３丁目651番４地先 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2191番１地先 
亀田１－５８９号線 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2192番１地先 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2261番地先 
亀田１－５９０号線 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2271番地先 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2180番１地先 
亀田１－５９１号線 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2181番１地先 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2235番４地先 
亀田１－５９２号線 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2235番４地先 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2273番地先 
亀田１－５９３号線 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2273番地先 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2201番地先 
亀田１－５９４号線 

新潟市江南区亀田向陽３丁目2195番３地先 

新潟市江南区城山２丁目甲496番３地先 
亀田１－５９５号線 

新潟市江南区城山２丁目甲496番３地先 

新潟市西蒲区押付字志戸282番２地先 
西川１－７５４号線 

新潟市西蒲区押付字志戸282番３地先 

新潟市南区味方字六号2423番２地先 
味方１－３２２号線 

新潟市南区味方字六号2406番２地先 

新潟市南区味方字十号5360番１地先 
味方１－３２３号線 

新潟市南区居宿字大割622番１地先 

新潟市西蒲区横戸字三角耕地529番地先 
潟東１－１２３号線 

新潟市西蒲区曽根字北割4570番23地先 

新潟市西蒲区五之上字土手内2768番１地先 
潟東１－４７５号線 

新潟市西蒲区五之上字土手内2787番１地先 
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新潟市西蒲区井随字大山3395番１地先 
潟東１－４７６号線 

新潟市西蒲区大原字稗田21番６地先 
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