
新潟市防災行政無線局運用要領  
平成９年３月２７日 

                            告 示 第 ４ ９ 号 
第１章 総 則  
 （趣旨）  
第１条 この要領は，新潟市防災行政無線局管理運用規程（平成９年新潟市訓令第１号。  

以下「規程」という。）に基づき，新潟市防災行政無線局の運用及び通信方法等に関し，

必要な事項を定めるものとする。  
 （定義）  
第２条 この要領において，次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 
 (1) 一斉放送 固定系の全子局により一斉に放送することをいう。 

(2) ブロック放送 固定系の予めグループ化した子局により放送することをいう。 

(3) 個別放送 固定系の子局により放送することをいう。 

(4) 個別通信 デジタル防災行政無線の基地局と陸上移動局間又は陸上移動局相互間

で行う通信をいう。 

(5) 一斉通信 デジタル防災行政無線の基地局から全ての陸上移動局又は特定の複数

の陸上移動局に対して優先的に一斉に通信し，情報を伝達することをいう。 

(6) 統制通信 デジタル防災行政無線の基地局から複数又は特定の陸上移動局を優先

して呼出して通信することをいう。 

(7) 緊急連絡 デジタル防災行政無線の陸上移動局から非常時に災害対策上最重要な

事項について他の陸上移動局より優先して通信することをいう。 

(8) 同報 MCA 無線システム 一般財団法人移動無線センターが運用管理する 800 メガ

ヘルツデジタル MCA 無線を利用した固定系システムをいう。 

 

第２章 固定系の運用 

 （運用の体制） 

第３条 新潟市防災行政無線の運用は，原則として危機管理防災局危機対策課が行う。 

２ 前項の規程にかかわらず，親局と遠隔制御局とを結ぶ無線回線が不通となった場合そ

の他の危機管理防災局危機対策課が新潟市防災行政無線の運用を行うことができない

場合は，消防局指令課が新潟市防災行政無線の運用を行う。 

３ 同報 MCA 無線システムの運用については，他の要綱に特別の定めがある場合を除くほ

か，この要領の定めるところによる。 

（設置する無線設備） 

第４条 市が設置する無線設備は、別表第１に掲げるとおりとする。なお、整備基本計画

については別に定める。 

 （無線局の識別信号） 

第５条 無線局の識別信号は，別表第１に掲げるとおりとする。 

（放送の種類） 

第６条 放送の種類は，次に掲げるとおりとする。 

(1)  非常放送 災害時及びその発生が予測される場合に随時行う放送 



(2)  緊急放送 非常放送以外で緊急に市民へ伝達を必要とする場合に随時行う放送 

(3)  訓練放送 全市一斉の訓練時に行う放送 

(4)  試験放送 無線設備の保守点検のために，随時行う放送及び月曜日から金曜日ま

での午後５時に行う放送 

 （放送の範囲）  
第７条 前条１号に規定する非常放送及び緊急放送は，管理責任者が次の各号のいずれか

に該当する場合に親局及び遠隔制御局から放送するものとする。  
(1)  緊急地震速報（震度５弱程度以上）が発表されたとき。 

(2)  津波注意報，津波警報及び大津波警報の発表及び解除がされたとき。 

(3)  気象特別警報が発表されたとき。 

(4)  国民保護情報が発表されたとき。 

(5)  洪水災害及び土砂災害に係る避難情報を発表されたとき。 

(6)  災害情報等を緊急に伝達する必要があるとき。 

(7)  市行政に関する事項を緊急に連絡する必要があるとき。 

(8)  その他危機管理防災局長又は市長が特に必要と認めるとき。 

 （放送の方法） 

第８条 親局及び遠隔制御局による放送の方法は，次の各号に掲げる事項を順次送信する

ものとする。 

 (1) こちらは「こうほうにいがた」です 

(2) 放送文 

(3) こちらは「こうほうにいがた」です 

 （子局の放送） 

第９条 子局が設置されている地区において，突発的な災害又は人命に関する事項で，当

該地区住民等に対し緊急に伝達する必要が場合には，子局から放送することができる。 

２ 放送者は，前項の場合には原則として自治会長・町内会長又は自主防災組織の長並び

に浜茶屋組合の長とし，管理責任者の承認を得たうえで行わなければならない。また，

放送終了後はその内容を速やかに文書により管理責任者に報告しなければならない。 

 （放送の依頼） 

第１０条 放送をしようとする所属の長は，別記様式「防災行政無線使用承認依頼書」を

管理責任者に提出し，承認を得なければならない。 

 （放送記録の整理及び保存） 

第１１条 通信取扱責任者は，放送文を整理し，保存しておかなければならない。 

 （費用について） 

第１２条 別表第１に掲げる無線設備の新設，保守，修繕，移設及び撤去に係る費用につ

いては，危機管理防災局が負担する。 

 

第３章 地域防災系の運用 

（設置する無線設備） 

第１３条 市が設置する無線設備は，別表第２に掲げるとおりとする。 

 （無線局の識別信号） 



第１４条 無線局の識別信号は，別表第２に掲げるとおりとする。 

 （通信の種類） 

第１５条 通信の種類は一般通信，一斉通信，統制通信及び緊急連絡とする。 

２ 統制通信は，一般通信に優先するものとする。 

 （通信の原則） 

第１６条 通信を行うときは，次の事項を守らなければならない。 

(1) 通信内容は，防災又は一般行政に係るものとする。 

 (2) 通信に使用する用語はできる限り簡潔を旨とし，暗号，隠語等は使用しないこと。 

 (3) 事前に無線設備の状況を確かめ，適正な操作を行い無用な電波を発射しないよう努

めること。 

 (4) 通話は３分以内に行うよう努めること。 

 （呼出）  

第１７条 呼出は，次によるものとする。 

 (1) 通信の相手方である特定の無線局を呼出そうとするときは，呼出番号を入力し，送

信操作により接続信号を確認したのち，次の各号に掲げる事項を送信して行うものと

する。 

  ア 相手局の識別信号  ３回以下 

  イ こちらは      １回 

  ウ 自局の識別信号   ３回以下 

  エ どうぞ       １回 

 (2) 同一グループの２以上の特定の無線局を呼出そうとするときは，該当するグループ

番号を入力し，送信操作により接続信号を確認したのち，次の各号に掲げる事項を順

次送信して行うものとする。 

  ア 相手局の識別信号  それぞれ２回以下 

  イ こちらは      １回 

  ウ 自局の識別信号   ３回以下 

  エ どうぞ       １回 

 (3) 同一グループの通信の相手方である無線局を一括して呼出そうとするときは，該当

するグループ番号を入力し，送信操作による接続信号を確認したのち，次の各号に掲

げる事項を順次送信して行うものとする。 

  ア 各局        ３回以下 

  イ こちらは      １回 

  ウ 自局の識別信号   ３回以下 

  エ どうぞ       １回 

 （応答） 

第１８条 呼出に対する応答は，次の各項を順次送信して行う。 

ア 相手方の識別信号  ３回以下 

  イ こちらは      １回 

  ウ 自局の識別信号   １回以下 

  エ どうぞ       １回 



２ 前条第２項及び同条第３項に定める一括呼出に対する各無線局の応答順位は，予め指 

定した番号の昇順とする。 

（費用について） 

第１９条 別表第２に掲げる無線設備の新設，保守，修繕に係る費用については，危機管

理防災局が負担する。 

２ 別表第２に掲げる無線設備の移設に係る費用については，設置施設の管理者の負担と

する。ただし、外部機関に設けるものにあっては別に定める。 

３ 別表第２に掲げる無線設備の撤去の負担については，危機対策課と設置施設の管理者

とで協議とする。 

 

 

第４章 雑則 

 （感度及び明瞭度） 

第２０条 通信中における感度及び明瞭度（以下「メリット」という。）の基準は，次のと

おりとする。 

区 分 受  信  状  態 

メリット１ 雑音及び歪みの中で，通信内容をかすかに受信できる程度 

メリット２ 
雑音及び歪みが多く，何回か繰り返すことで通信内容が受信でき

る程度 

メリット３ 
雑音及び歪みは多少あるが，割合用意に通信内容が受信できる程

度 

メリット４ 雑音は多少残るが，十分かつ明確に通信内容が受信できる程度 

メリット５ 雑音がまったくなく，非常に明確に通信内容が受信できる程度 

 （試験電波の発射） 

第２１条 無線設備の試験又は調整のため，試験電波を発射するときは，次の各号に定め

るところによるものとする。 

 (1) 電波を発射する前に聴取を行い，他の通信に混信を与えないことを確認した後，次

に掲げる事項を順次送信する。 

  ア ただいま試験中    ３回 

  イ こちらは       １回 

  ウ 自局の呼出名称    ３回 

 (2) 前号の送信後，１分間聴取を行い，他の無線局から停止の請求がない場合に限り，

次に掲げる事項を送信する。 

  ア 「本日は晴天なり」 

  イ 自局の呼出名称 

（その他） 

第２２条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

 

 

 



   附  則 

 この要領は，平成９年３月２７日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成９年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１０年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１２年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１３年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１４年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１５年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１６年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要領は，平成１７年４月１日から施行する。 

 附  則 

 この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要領は，平成２９年３月１日から施行する。 

附  則 

 この要領は，令和３年１０月１日から施行する。 



別表第１（第４条関係） 
 

防災行政無線（固定系）設備設置一覧表 
 

◎親局・遠隔制御局 
種 別 局 名 称 識 別 信 号 周 波 数 

親 局 消防局指令課 こうほうにいがた ６９．７３５ＭHz 
遠隔制御局 危機対策課 〃 〃 
 

◎固定局 
局 名 称 設 備 名 識 別 信 号 

新潟市役所 １８ＧＨｚ帯無線設備 こうほうにいがたしやくしょ 
 水道局信濃川浄水場 〃 こうほうにいがたし 
 消防局 ７．５ＧＨｚ帯無線設備 こうほうにいがたしょうぼう 
 
◎中継局 

局 名 称 設 置 場 所 
南浜連絡所 北区島見町２０６９－１ 

 青少年研修センター 西蒲区越前浜５９７－１ 県立青少年研修センター 
 岩室出張所 西蒲区西中８６０ 
 五ケ浜 西蒲区五ケ浜２４１７－１ 五ケ浜海水浴場案内所駐車場 
 

◎子局 
No 局 名 称 設 置 場 所 No 局 名 称 設 置 場 所 
1 内野上新町浜 西区内野上新町 13098-3 14 宮浦中学校 中央区万代 5-6-1 
2 内野浜 西区五十嵐 3 の町 13098-1 15 古信濃川ポンプ場 中央区三和町 2387 

3 五十嵐 2 の町 西区五十嵐 2 の町 9143-4 16 沼垂東 5 丁目 中央区沼垂東 5 

4 松海が丘 西区上新栄町 5824 17 末広町 東区末広町地先 

5 小針浜 西区青山字浦山 1437-2 18 山の下ポンプ場 東区古湊町 1-8 

6 関屋浜 1 中央区関屋字海岸 1-93 19 山の下小学校 東区山の下町 8-55 

7 関屋浜 2 中央区関屋字海岸 1-93 20 船江町浜 東区船江町 1-48-5 

8 日和山 1 中央区西船見字浜浦 5932-625 21 みなと会館 北区松浜みなと 7-8 

9 日和山 2 中央区西船見字浜浦 5932-729 22 松浜ポンプ場 北区松浜 7－23-30 

10 窪田町 中央区窪田町 2-81-15 23 島見町浜 1 北区島見町字浜原 1-135 

11 北部公園 中央区船見町 2-3000 24 やすらぎ堤 中央区一番堀通町 3-1 

12 附船町 1 丁目 中央区附船町 1-4417 25 東万代 中央区東万代町 9-52 

13 早川掘ポンプ場 中央区柳島町 3-18 26 礎出張所 中央区下大川前通六ノ 2230-23 



27 南万代小学校 中央区幸西 4-1-1 57 内野小学校 西区内野山平 2-446-5 

28 桃山小学校 東区桃山町 2-204 58 内野中学校 西区内野西 1-10-1 

29 川端ポンプ場 中央区川端町 5-36 59 新川さくら公園 西区内野戸中才 1472-2 

30 白山小学校 中央区川端町 1-1 60 大山台公園 東区大山 2-13-2 

31 寄居浜 中央区西船見町 5932-565 61 山の下排水機場 東区沼垂 6012-2 

32 学校町浜 中央区水道町 1-5337-15 62 船江町ひまわり公園  東区船江町 1-14-12 

33 汐見台 中央区関屋字海岸 1-74 63 船江さくら公園 東区船江町 2-8-20 

34 上新栄町浜 西区上新栄町 5960-1052 64 下山公園 東区下山 3 下山公園地内 

35 青山海浜公園 西区関屋字青山下浜往来西割 1829-1  65 津島屋 3 丁目 東区津島屋 3-161 地先 

36 五十嵐 1 の町浜 西区五十嵐 1 の町 6368 66 津島屋 1 丁目 東区津島屋 1-55 地先 

37 海辺の森キャンプ場  北区島見町 1-135 67 松浜第一公園 北区松浜本町 2-15 

38 島見町浜 2 北区島見町字浜原 1-135 68 まつば公園 北区松浜新町 11 

39 大野町 西区大野町 3696 69 みどり中央公園 北区松浜 8-10-12 

40 黒埼出張所 西区大野町 2843-1 70 西海岸公園 中央区西船見 5932-626 

41 金巻 1 西区金巻 772-1 71 佐渡汽船 中央区万代島 9-1 

42 金巻 2 西区金巻 113 72 朱鷺メッセ A 駐車場  中央区万代 3-7 

43 金巻 3 西区金巻 44 73 かもめ公園 中央区柳島町 1-1-20 

44 坂井 1 西区坂井 770 74 信濃川公園 中央区川岸町 3-17-8 

45 坂井 2 西区坂井 2597 75 有明台小学校 中央区有明台 4-1 

46 坂井 3 西区坂井 2771-2 地先 76 浦山やすらぎ公園 西区浦山 3-2-10 

47 四ツ郷屋 西区四ツ郷屋 3175－165 77 東青山小学校 西区青山 261-1 地先 

48 越前浜 西蒲区越前浜 6838-1 78 デイサービスセンターひばり 中央区窪田町 4-271-3 

49 巻漁港 西蒲区越前浜 6814-8 79 新潟市役所（無線室） 中央区学校長通り 1 番町 602 番地 1  

50 角田 西 蒲 区 角 田 浜 1072－ 1 80 牛海道中央公園 東区空港西 1－14 

51 角田浜 1 西 蒲 区 角 田 浜 1235－ 1 81 芳原公園 中央区沼垂東 5－6－3 

52 角田浜 2 西 蒲 区 角 田 浜 1 0 6 9 - 1 82 曙公園 中央区本町通 13 番町 

53 五ケ浜 1 西 蒲 区 五 ヶ 浜 2965－ 1 83 松海公園 西区松海が丘 2－15 

54 五ケ浜 2 西蒲区五ケ浜２４１７－１ 84 五十嵐中学校 西区上新栄町 5－3－1 

55 青少年研修センター2  西蒲区越前浜 5597-1    

56 千鳥ヶ丘第一公園 西区五十嵐 3 の町東 25-26    

 



別表第２（第１３条関係） 
 

防災行政無線（地域防災系）設備設置一覧表 
 
◎使用周波数 

通話，制御用 ２６０ＭＨｚ帯 
 
◎基地局（３局） 

局 名 称 設 備 名 識 別 信 号 
水道局信濃川浄水場 基地局無線設備 ぼうさいにいがたし 

 北消防署 〃 ぼうさいにいがたしきた 
 西蒲消防署 〃 ぼうさいにいがたしにしかん 
 
◎通信所 

設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 
 危機対策課無線室 統制台  

危機対策課 副統制台 
 
◎固定局（５局） 

局 名 称 設 備 名 識 別 信 号 
新潟市役所 １８ＧＨｚ帯無線設備 ぼうさいにいがたしやくしょ 

 水道局信濃川浄水場 〃 ぼうさいにいがたし 
 消防局 ７．５ＧＨｚ帯無線設備 ぼうさいにいがたしょうぼう 
 北消防署 〃 ぼうさいにいがたしきた 

西蒲消防署 〃 ぼうさいにいがたしにしかん 
 
◎陸上移動局（５３０局） 

半固定型：３６１局 車載型：７８局 携帯型：９１局 
識別信号は、「にいがたし」の次に下表に掲げる番号を付したもの。 

設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

市 役 所 

危機対策課  半固定型 ０５０～０５２，２００ 
 〃 携帯型 ２１０～２１６，２１８～２２７ 
消防局指令課 半固定型 １１９ 
中央消防署 半固定型 １２０ 
東消防署 半固定型 １２１ 
秋葉消防署 半固定型 １２２ 
北消防署 半固定型 １２３ 
南消防署 半固定型 １２４ 
江南消防署 半固定型 １２５ 
西消防署 半固定型 １２６ 
西蒲消防署 半固定型 １２７ 
秘書課 半固定型 １４０ 
広報課 半固定型 １４５ 
市民病院 半固定型 １６５ 

 
 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

市 役 所 

東部地域下水道事務所北下水道課 半固定型 ２８２ 
〃 携帯型 ２９１，２９２ 
東部地域下水道事務所秋葉下水道課 半固定型 ３４２ 
〃 携帯型 ３５０，３５１ 
廃棄物対策課 半固定型 ４００ 
清掃事務所 半固定型 ４０２ 
新田清掃センター 半固定型 ４０３ 
舞平清掃センター 半固定型 ４０４ 
亀田清掃センター 半固定型 ４０５ 
豊栄環境センター 半固定型 ４０６ 
白根環境事務所 半固定型 ４０７ 
鎧潟クリーンセンター 半固定型 ４０８ 
総務課 半固定型 ４１０ 
 〃 車載型 ４１２，７１１ 
保健所保健管理課 半固定型 ４２２ 
 〃 車載型 ７２０，７２１ 
 〃 携帯型 １９３～１９５ 
土木総務課 半固定型 ４３３ 
 〃 車載型 ４３４ 
東部地域土木事務所 半固定型 ４４３ 
 〃 車載型 ４４５ 
 〃 携帯型 ２３１，２３２ 
西部地域土木事務所 半固定型 ４５５ 
 〃 車載型 ４５６，４５７ 
 〃 携帯型 ２３７，２３８ 
経営企画課 車載型 ７９４ 
東部地域下水道事務所 半固定型 ４６５ 
 〃 車載型 ４７０，４７１ 
 〃 携帯型 ２４３～２４６ 
西部地域下水道事務所 半固定型 ４６６ 
 〃 車載型 ４７６，４７７ 
 〃 携帯型 ２４８～２５１ 
船見下水処理場 半固定型 ４６７ 
下水道管理センター 半固定型 ４６８ 

 〃 車載型 ７５６，７５７，７８４，７８７ 
７８８，７９０，７９５，７９６ 

 〃 携帯型 ２５３～２５５ 
教育総務課 半固定型 ５００ 
福祉総務課 半固定型 ６０８ 
農林政策課 半固定型 ６０９ 

 〃 携帯型 ２１７ 
下水道計画課 半固定型 ９９９ 

 
 
 

   



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

区役所 
 

出張所 
 

連絡所 

北区地域総務課 半固定型 ２８０ 
 〃 携帯型 ２６０ 
北区建設課 半固定型 ２８１ 
 〃 携帯型 ２７４～２７８ 
北区産業振興課 携帯型 ２３３ 
北区役所 車載型 ７００～７０２，７６３，７６４ 
北区北出張所 半固定型 ２８６ 
 〃 車載型 ２８７ 
北区南浜連絡所 半固定型 ２８８ 
北区濁川連絡所 半固定型 ２８９ 
北区早通連絡所 半固定型 ２９０ 
東区総務課 半固定型 ２９５ 
 〃 携帯型 ２６１ 
東区建設課 半固定型 ２９６ 
 〃 車載型 ７３５ 
 〃 携帯型 ２９８～３００ 
東区役所 車載型 ７４１，７６５ 
東区石山出張所 半固定型 ３０１ 
 〃 車載型 ３０２ 
東区大形連絡所 半固定型 ３０４ 
中央区総務課 半固定型 ３１０ 
 〃 携帯型 ２６２ 
中央区建設課 半固定型 ３１１ 
 〃 車載型 ４４４，７３６ 
 〃 携帯型 ３１３，３２０，３２１ 
中央区役所 車載型 ７３２，７６６ 
中央区入舟連絡所 半固定型 ３１５ 
中央区東出張所 半固定型 ３１６ 
 〃 車載型 ３１７ 
中央区南出張所 半固定型 ３１８ 
 〃 車載型 ３１９ 
江南区地域総務課 半固定型 ３２５ 
 〃 携帯型 ２６４ 
江南区建設課 半固定型 ３２６ 
 〃 車載型 ４４６ 
 〃 携帯型 ３２８，３３６，３３７ 
江南区産業振興課 携帯型 ２３４ 
江南区役所 車載型 ３３１，７３０，７３１ 
江南区横越出張所 半固定型 ３３０ 
江南区曽野木連絡所 半固定型 ３３２ 
江南区両川連絡所 半固定型 ３３３ 
江南区大江山連絡所 半固定型 ３３４ 
秋葉区地域総務課 半固定型 ３４０ 
 〃 携帯型 ２６３ 
秋葉区建設課 半固定型 ３４１ 

 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

 
 

区役所 
 

出張所 
 

連絡所 

 〃 携帯型 ３４３～３４７ 
秋葉区産業振興課 携帯型 ２３５ 

秋葉区役所 車載型 ７４０，７４２，７４６，７６７ 
７６８ 

秋葉区小須戸出張所 半固定型 ３４８ 
 〃 車載型 ７４５ 
南区地域総務課 半固定型 ３５５ 
 〃 携帯型 ２６５ 
南区健康福祉課 半固定型 ３５７ 
〃 携帯型  ３６７，３６８ 
南区建設課 半固定型 ３５６ 
 〃 携帯型 ３５９，３６０，３６４～３６６ 
南区産業振興課 携帯型 ２３９ 
南区役所 車載型 ７５０～７５２，７５９，７６９ 
南区味方出張所 半固定型 ３６１ 
 〃 車載型 ７５５ 
南区月潟出張所 半固定型 ３６３ 
 〃 車載型 ７５８ 
西区総務課 半固定型 ３７０ 
 〃 携帯型 ２６６ 
西区建設課 半固定型 ３７８ 
 〃 車載型 ４５８ 
 〃 携帯型 ３７９～３８１ 
西区農政商工課 携帯型 ２４０ 
西区役所 車載型 ７７０，７７７ 
西区西出張所 半固定型 ３７３ 
 〃 車載型 ３７４ 
西区黒埼出張所 半固定型 ３７５ 
西区赤塚連絡所 半固定型 ３８３ 
西区中野小屋連絡所 半固定型 ３８４ 
西蒲区地域総務課 半固定型 ３８５ 
 〃 携帯型 ２６７ 
西蒲区建設課 半固定型 ３８６ 
 〃 車載型 ７８０，７８１ 
 〃 携帯型 ３９５～３９７ 
西蒲区産業観光課 携帯型 ２４１ 
西蒲区役所 車載型 ７７５，７７６ 
西蒲区西川出張所 半固定型 ３８７ 
 〃 車載型 ７７９ 
西蒲区中之口出張所 半固定型 ３８９ 
 〃 車載型 ７８３ 
西蒲区岩室出張所 半固定型 ３９１ 
 〃 車載型 ７８９ 
西蒲区潟東出張所 半固定型 ３９３ 
 〃 車載型 ７８６ 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

体育館等 

新潟市中央卸売市場 半固定型 ４３０ 
新潟市産業振興センター 半固定型 ４３１ 
B＆G 海洋センター体育館 半固定型 ４８１ 
豊栄総合体育館 半固定型 ４８２ 
白根カルチャーセンター 半固定型 ４８３ 
亀田総合体育館 半固定型 ４８４ 
横越総合体育館 半固定型 ４８５ 
小須戸体育館 半固定型 ４８６ 
西川体育センター 半固定型 ４８７ 
味方体育館 半固定型 ４８８ 
月潟農村環境改善センター 半固定型 ４８９ 
中之口体育館 半固定型 ４９０ 
潟東体育館 半固定型 ４９１ 
岩室体育館 半固定型 ４９２ 
巻体育館 半固定型 ４９３ 
巻保健センター 半固定型 ４９４ 
巻文化会館 半固定型 ４９５ 
新潟市体育館 半固定型 ５５９ 
鳥屋野総合体育館 半固定型 ５６０ 
西総合スポーツセンター 半固定型 ５６１ 
北地区スポーツセンター 半固定型 ５６２ 
東総合スポーツセンター 半固定型 ５６３ 
黒埼地区総合体育館 半固定型 ５６４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

中 学 校 

松浜中学校 半固定型 ５１２ 
南浜中学校 半固定型 ５１３ 
濁川中学校 半固定型 ５１４ 
葛塚中学校 半固定型 ５３８ 
光晴中学校 半固定型 ５３９ 
早通中学校 半固定型 ５４０ 
木崎中学校 半固定型 ５４１ 
岡方中学校 半固定型 ５４２ 
東新潟中学校 半固定型 ５０８ 
山の下中学校 半固定型 ５０９ 
大形中学校 半固定型 ５１０ 
石山中学校 半固定型 ５１１ 
藤見中学校 半固定型 ５２０ 
木戸中学校 半固定型 ５２３ 
東石山中学校 半固定型 ５２７ 
下山中学校 半固定型 ５３０ 
関屋中学校 半固定型 ５０１ 
鳥屋野中学校 半固定型 ５０２ 
白新中学校 半固定型 ５０３ 
寄居中学校 半固定型 ５０４ 
新潟柳都中学校 半固定型 ５０６ 
宮浦中学校 半固定型 ５０７ 
上山中学校 半固定型 ５２６ 
山潟中学校 半固定型 ５２９ 
大江山中学校 半固定型 ５１６ 
曽野木中学校 半固定型 ５１７ 
両川中学校 半固定型 ５１８ 
亀田中学校 半固定型 ５４７ 
亀田西中学校 半固定型 ５４８ 
横越中学校 半固定型 ５４９ 
新津第一中学校 半固定型 ５３２ 
新津第二中学校 半固定型 ５３３ 
新津第五中学校 半固定型 ５３４ 
金津中学校 半固定型 ５３５ 
小合中学校 半固定型 ５３６ 
小須戸中学校 半固定型 ５５０ 
白南中学校 半固定型 ５４３ 
白根第一中学校 半固定型 ５４４ 
臼井中学校 半固定型 ５４５ 
白根北中学校 半固定型 ５４６ 
味方中学校 半固定型 ５５２ 
月潟中学校 半固定型 ５５３ 
坂井輪中学校 半固定型 ５１５ 
内野中学校 半固定型 ５１９ 
赤塚中学校 半固定型 ５２１ 
中野小屋中学校 半固定型 ５２２ 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

中 学 校 

小針中学校 半固定型 ５２４ 
五十嵐中学校 半固定型 ５２５ 
小新中学校 半固定型 ５２８ 
黒埼中学校 半固定型 ５３１ 
西川中学校 半固定型 ５５１ 
中之口中学校 半固定型 ５５４ 
潟東中学校 半固定型 ５５５ 
岩室中学校 半固定型 ５５６ 
巻東中学校 半固定型 ５５７ 
巻西中学校 半固定型 ５５８ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

小 学 校 

松浜小学校 半固定型 ６２６ 
南浜小学校 半固定型 ６２７ 
太夫浜小学校 半固定型 ６２８ 
濁川小学校 半固定型 ６３０ 
葛塚小学校 半固定型 ６８１ 
葛塚東小学校 半固定型 ６８２ 
早通南小学校 半固定型 ６８４ 
木崎小学校 半固定型 ６８５ 
豊栄南小学校 半固定型 ６８７ 
岡方第一小学校 半固定型 ６８８ 
岡方第二小学校 半固定型 ６８９ 
山の下小学校 半固定型 ６１５ 
大形小学校 半固定型 ６１６ 
中野山小学校 半固定型 ６１８ 
木戸小学校 半固定型 ６１９ 
東山の下小学校 半固定型 ６２４ 
桃山小学校 半固定型 ６２５ 
下山小学校 半固定型 ６３４ 
牡丹山小学校 半固定型 ６４６ 
東中野山小学校 半固定型 ６５１ 
竹尾小学校 半固定型 ６５４ 
南中野山小学校 半固定型 ６５５ 
江南小学校 半固定型 ６６０ 
浜浦小学校 半固定型 ６０１ 
関屋小学校 半固定型 ６０２ 
鏡淵小学校 半固定型 ６０３ 
白山小学校 半固定型 ６０４ 
新潟小学校 半固定型 ６０５ 
日和山小学校 半固定型 ６１１ 
万代長嶺小学校 半固定型 ６１２ 
沼垂小学校 半固定型 ６１４ 
山潟小学校 半固定型 ６１７ 
上所小学校 半固定型 ６２０ 
鳥屋野小学校 半固定型 ６２１ 
笹口小学校 半固定型 ６２２ 
女池小学校 半固定型 ６２３ 
有明台小学校 半固定型 ６３３ 
南万代小学校 半固定型 ６４０ 
上山小学校 半固定型 ６５２ 
桜が丘小学校 半固定型 ６５９ 
紫竹山小学校 半固定型 ６６１ 
亀田小学校 半固定型 ５７０ 
亀田東小学校 半固定型 ５７１ 
亀田西小学校 半固定型 ５７２ 

 
 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

小 学 校 

早通小学校 半固定型 ５７３ 
横越小学校 半固定型 ５７４ 
丸山小学校 半固定型 ６３５ 
大渕小学校 半固定型 ６３６ 
曽野木小学校 半固定型 ６３７ 
両川小学校 半固定型 ６３８ 
東曽野木小学校 半固定型 ６５６ 
小須戸小学校 半固定型 ５７５ 
矢代田小学校 半固定型 ５７６ 
新津第一小学校 半固定型 ６７０ 
新津第二小学校 半固定型 ６７１ 
新津第三小学校 半固定型 ６７２ 
阿賀小学校 半固定型 ６７３ 
旧満日小学校 半固定型 ６７４ 
結小学校 半固定型 ６７５ 
荻川小学校 半固定型 ６７６ 
小合小学校 半固定型 ６７７ 
小合東小学校 半固定型 ６７８ 
金津小学校 半固定型 ６７９ 
新関小学校 半固定型 ６８０ 
味方小学校 半固定型 ５８０ 
月潟小学校 半固定型 ５８１ 
新飯田小学校 半固定型 ６９０ 
茨曽根小学校 半固定型 ６９１ 
庄瀬小学校 半固定型 ６９２ 
小林小学校 半固定型 ６９３ 
臼井小学校 半固定型 ６９４ 
白根小学校 半固定型 ６９５ 
大鷲小学校 半固定型 ６９６ 
根岸小学校 半固定型 ６９７ 
大通小学校 半固定型 ６９８ 
小針小学校 半固定型 ６３１ 
新通小学校 半固定型 ６３２ 
内野小学校 半固定型 ６４１ 
木山小学校 半固定型 ６４２ 
赤塚小学校 半固定型 ６４３ 
小瀬小学校 半固定型 ６４４ 
笠木小学校 半固定型 ６４５ 
青山小学校 半固定型 ６４７ 
真砂小学校 半固定型 ６４８ 
五十嵐小学校 半固定型 ６４９ 
坂井輪小学校 半固定型 ６５０ 
坂井東小学校 半固定型 ６５３ 
西内野小学校 半固定型 ６５７ 
東青山小学校 半固定型 ６５８ 
大野小学校 半固定型 ６６２ 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

小 学 校 

黒埼南小学校 半固定型 ６６３ 
山田小学校 半固定型 ６６６ 
立仏小学校 半固定型 ６６７ 
鎧郷小学校 半固定型 ５７７ 
曽根小学校 半固定型 ５７８ 
升潟小学校 半固定型 ５７９ 
中之口東小学校 半固定型 ５８２ 
中之口西小学校 半固定型 ５８３ 
岩室小学校 半固定型 ５８７ 
和納小学校 半固定型 ５８８ 
巻南小学校 半固定型 ５８９ 
巻北小学校 半固定型 ５９０ 
越前小学校 半固定型 ５９１ 
松野尾小学校 半固定型 ５９２ 
漆山小学校 半固定型 ５９３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

高 校 等 

万代高等学校 半固定型 ５６５ 
高志中等教育学校 半固定型 ５６６ 
明鏡高等学校 半固定型 ５６７ 
東特別支援学校 半固定型 ５６８ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

水 道 局 

水道局経営管理課 半固定型 ８００ 
  〃 車載型 ７０３ 
水道局中央事業所 半固定型 ８０１ 
  〃 車載型 ７３７，７４７，７５４，７６０ 
水道局浄水課 半固定型 ８０２ 
水道局秋葉事業所 半固定型 ８０３ 
  〃 車載型 ７４３，７４４，７４８，７５３ 
水道局北営業所 半固定型 ８０４ 
  〃 車載型 ７０４，７８２，７８５ 
青山浄水場 半固定型 ８０５ 
竹尾配水場 半固定型 ８０６ 
信濃川浄水場 半固定型 ８０７ 
阿賀野川浄水場 半固定型 ８０８ 
水道局西蒲営業所 半固定型 ８０９ 
  〃 携帯型 ７３３，７７８，７９１ 
水道局管路課 半固定型 ８１０ 
水質管理センター 半固定型 ８２４ 
長嶺配水場 半固定型 ８２５ 
水道局東庁舎 半固定型 ８２６ 
内野配水場 半固定型 ８２７ 
満願寺浄水場 半固定型 ８３３ 
南山配水場 半固定型 ８３４ 
内島見配水場 半固定型 ８３５ 
戸頭浄水場 半固定型 ８３６ 
南浜配水場 半固定型 ８３７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

外 部 機 関 

新潟警察署 半固定型 １１０ 
新潟東警察署 半固定型 ５０５ 
新潟中央警察署 半固定型 １１１ 
新潟西警察署 半固定型 １１２ 
新潟江南警察署 半固定型 １１３ 
新潟北警察署 半固定型 １１４ 
秋葉警察署 半固定型 １１５ 
新潟南警察署 半固定型 １１６ 
西蒲警察署 半固定型 １１７ 
新潟中央郵便局 半固定型 １５０ 
新潟中郵便局 半固定型 １５１ 
新潟西郵便局 半固定型 １５２ 
新津郵便局 半固定型 １５３ 
豊栄郵便局 半固定型 １５４ 
白根郵便局 半固定型 １５５ 
巻郵便局 半固定型 １５６ 
新潟大学医歯学総合病院 半固定型 １６０ 
西新潟中央病院 半固定型 １６１ 
済生会新潟病院 半固定型 １６３ 
新潟県立がんセンター新潟病院 半固定型 １６４ 
新潟臨港病院 半固定型 １６６ 
桑名病院 半固定型 １６７ 
木戸病院 半固定型 １６８ 
新潟中央病院 半固定型 １６９ 
新潟南病院 半固定型 １７０ 
新潟医療センター 半固定型 １７１ 
信楽園病院 半固定型 １７２ 
聖園病院 半固定型 １７３ 
下越病院 半固定型 １７４ 
新津医療センター病院 半固定型 １７５ 
豊栄病院 半固定型 １７６ 
新潟白根総合病院 半固定型 １７７ 
亀田第一病院 半固定型 １７８ 
日本赤十字社新潟県支部 半固定型 １８８ 
新潟市医師会 半固定型 １９９ 
 〃 携帯型 １９０～１９２ 
新潟大学 半固定型 ４０１ 
新潟市社会福祉協議会 半固定型 ６１０ 
新潟県新潟地域振興局新津庁舎  半固定型 ９５９ 
新潟県新潟地域振興局巻庁舎  半固定型 ９６０ 
国土交通省北陸地方整備局

新潟港湾空港整備事務所 半固定型 ９６１ 

東京航空局新潟空港事務所 半固定型 ９６２ 
新潟海上保安部 半固定型 ９６３ 

 
 



 
設置場所種別 設 置 場 所 設 備 名 識 別 信 号 

外 部 機 関 

北陸地方整備局新潟国道事務所  半固定型 ９６４ 
国土交通省北陸地方整備局

信濃川下流河川事務所 半固定型 ９６５ 

国土交通省北陸地方整備局

阿賀野川河川事務所 半固定型 ９６６ 

新潟地域振興局 半固定型 ９６７ 
新潟地方気象台 半固定型 ９６８ 
東日本電信電話㈱新潟支店 半固定型 ９７０ 
東北電力(株)新潟営業所 半固定型 ９７１ 
北陸ガス(株)新潟支社 半固定型 ９７２ 
東日本旅客鉄道(株)新潟支社  半固定型 ９７３ 
新潟交通(株) 半固定型 ９７４ 
東日本高速道路(株) 半固定型 ９７５ 
日本通運(株)新潟支店 半固定型 ９７６ 
新潟運輸(株)新潟支店 半固定型 ９７７ 
新潟県トラック協会新潟支部  半固定型 ９７８ 
日本放送協会新潟放送局(NHK)  半固定型 ９８０ 
(株)新潟放送(BSN) 半固定型 ９８１ 
(株)新潟総合テレビ(NST) 半固定型 ９８２ 
(株)テレビ新潟放送網(Teny) 半固定型 ９８３ 
(株)新潟テレビ２１(Ux) 半固定型 ９８４ 
(株)エフエムラジオ新潟 半固定型 ９８５ 
(株)けんと放送 半固定型 ９８６ 
(株)新潟日報社 半固定型 ９８８ 
(株)エフエム新津 半固定型 ９８９ 
新潟市建設業協会 半固定型 ９９１ 
新潟市個人タクシー事業協同組合 半固定型 ９９２ 
(株)ＮＴＴドコモ新潟支店 半固定型 ９９４ 
新潟コンベンションセンター  半固定型 ９９５ 
越後天然ガス(株) 半固定型 ９９６ 
白根ガス(株) 半固定型 ９９７ 
蒲原ガス(株) 半固定型 ９９８ 

 
 
 


