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（別表第１）
供　給　区　域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公称町名、五十音順）

富山市 あ 綾田町１丁目～３丁目 赤江町 赤田（一部供給）

秋吉 秋吉新町 曙町

旭町 安住町 愛宕町１丁目～２丁目

荒川１丁目～５丁目 荒川新町 荒町

有沢（一部供給） 粟島 粟島町１丁目～３丁目

（一部供給）

い 池多（一部供給） 石金１丁目～３丁目 石倉町

石坂新 石坂東町 泉町１丁目～２丁目

一番町 稲荷園町 稲荷町１丁目～４丁目

犬島１丁目～７丁目 犬島新町１丁目～２丁目 今泉

今泉北部町 今木町 岩瀬赤田町

岩瀬池田町 岩瀬入船町 岩瀬梅本町

岩瀬表町 岩瀬古志町 岩瀬諏訪町

岩瀬天神町 岩瀬萩浦町 岩瀬白山町

岩瀬前田町 岩瀬松原町 岩瀬港町

（一部供給）

う 牛島町 牛島本町１丁目～２丁目 打出（一部供給）

梅沢町１丁目～３丁目 上野（一部供給） 上野新

（一部供給）

え 越前町 荏原新町 蛯町

お 大泉 大泉北町 大泉中町

大泉本町１丁目～２丁目 大泉町１丁目～３丁目 大江干

大島１丁目～４丁目（一部
供給）

太田（一部供給） 太田口通り１丁目～３丁目

大手町 大町 大宮町（一部供給）

奥田寿町 奥田新町 奥田双葉町

奥田町 押上（一部供給） 音羽町１丁目～２丁目

（一部供給）

か 掛尾栄町 掛尾町 鹿島町１丁目～２丁目

金屋（一部供給） 上赤江 上赤江町１丁目～２丁目

上飯野新町１丁目～５丁目 上庄町 上新保

上冨居 上冨居１丁目～３丁目 上冨居新町

上本町 上八日町

（一部供給）

金屋：牛ヶ首用水以南かつＪＲ高山本線以西

上袋：一般県道東猪谷富山線以西、及び一般県道東猪谷富山線及び主要地方道富山環状線以東
かつ市道上袋２号線以北

海岸通（一部供給）

金代

上飯野

上袋（一部供給）

上堀南町

海岸通：市道海岸通り３号線及び市道海岸通り１３号線以南かつ市道那智町１号線以東かつ市道海
岸通り１１号線以西、及び主要地方道富山・魚津線以南かつ市道那智町１号線及び市道北部中学校
東線以西

奥田本町

雄山町

大島１丁目～４丁目：主要地方道富山立山魚津線以北

太田：主要地方道富山環状線以北

大宮町: 404、405、406番地に限る

押上：一般県道総合運動公園線以北

永楽町

追分茶屋

大泉東町１丁目～２丁目

大江干新町

於保多町

奥井町

池多：北陸自動車道以南かつ平岡排水路及び主要地方道小杉婦中線以東かつ主要地方道新湊平
岡線の平岡交差点と主要地方道小杉婦中線を結ぶ古沢土地改良区農道以北

牛島新町

内幸町

上野新町

打出：国道４１５号線以南かつ市道打出和合中学校線以東

上野：一般県道東猪谷富山線以西

稲荷元町１丁目～３丁目

今泉西部町

岩瀬天池町

岩瀬御蔵町

岩瀬高畠町

岩瀬文化町

安養坊

赤田：一般県道東猪谷富山線以西

有沢：主要地方道富山小杉線以南

飯野

石坂

磯部町１丁目～４丁目

相生町

秋ヶ島

朝日

荒川

新屋



30

き 北新町１丁目～２丁目 北代 北代新

北代東部 北代北部 木場町

経堂 経堂１丁目～４丁目 金泉寺

（一部供給）

く 楠木 窪新町 窪本町

栗山（一部供給） 呉羽町（一部供給） 呉羽町北

黒崎 黒瀬 黒瀬北町１丁目～２丁目

（一部供給）

こ 興人町 小島町 小杉（一部供給）

小西 五番町 五福

駒見

（一部供給）

さ 栄新町 栄町１丁目～３丁目 桜木町

桜橋通り 桜町１丁目～２丁目 山王町

（一部供給）

し 芝園町１丁目～３丁目 清水中町 清水町１丁目～９丁目

下赤江 下赤江町１丁目～２丁目 下飯野

下新北町 下新西町 下新日曹町

下新町 下野（一部供給） 下冨居

下堀（一部供給） 城川原１丁目～３丁目 庄高田（一部供給）

白銀町 新金代１丁目～２丁目 新川原町

新庄北町 新庄銀座１丁目～３丁目 新庄本町１丁目～３丁目

新庄町１丁目～４丁目 新総曲輪 神通本町１丁目～２丁目

新富町１丁目～２丁目 新根塚町１丁目～３丁目 新冨居

（一部供給）

す 砂町 住友町 住吉町１丁目～２丁目

（一部供給）

せ 千石町１丁目～６丁目 千成町

そ 惣在寺 双代町

た 高木南 高島 高園町

高畠町１丁目～２丁目 高屋敷 宝町１丁目～２丁目

辰巳町１丁目～２丁目 田中町１丁目～５丁目

手屋１丁目～３丁目 太郎丸

（一部供給）

田畑（一部供給） 手屋

太郎丸西町１丁目～２丁目 太郎丸本町１丁目～４丁目

高木：小字の蒲池に限る

杉谷：北陸自動車道以南

清風町

総曲輪１丁目～４丁目

高木（一部供給）

高田（一部供給）

田刈屋 館出町１丁目～２丁目

新保

下野：主要地方道富山小杉線以南、及び市道五福羽根線以東

下堀：富山地方鉄道不二越上滝線以東、及び市道下堀朝菜町線以北、及び市道新堀町小杉線及び
市道新堀町小杉線の始点と市道堀川線の始点を結ぶ主要地方道富山環状線以西、及び市道堀川
線以西

庄高田：井田川以北

杉谷（一部供給）

諏訪川原１丁目～３丁目

下新本町

下冨居１丁目～２丁目

城北町

新桜町

新庄町

神通町１丁目～３丁目

桜谷みどり町１丁目～２丁
目

三番町

境野新：市道杉谷平岡線以西かつ市道境野新池多線以北、及び市道境野新古沢線以東かつ主要
地方道富山外郭環状線以北

七軒町

清水元町

下奥井１丁目～２丁目

呉羽町：小竹江用水以南及び主要地方道富山高岡線以北

小泉町

五艘

五本榎

小杉：富山地方鉄道不二越上滝線以東

境野新（一部供給）

北押川：北陸自動車道以南

久郷（一部供給）

公文名

呉羽町西

久郷：主要地方道富山小杉線以南

栗山：国道４１号線以西

北押川（一部供給）

北代中部

経田

銀嶺町
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ち 千原崎 千原崎１丁目～２丁目 茶屋町

中間島 中間島１丁目～２丁目 千代田町

つ つばめ野１丁目～３丁目 鶴ヶ丘町

て 天正寺

（一部供給）

と 問屋町１丁目～３丁目 道正 任海

常盤町 富岡町 友杉

豊川町 豊島町 豊城新町

豊田 豊田本町１丁目～４丁目 豊田町１丁目～２丁目

永久町

な 中市１丁目～２丁目 長江 長江１丁目～５丁目

長江東町１丁目～３丁目 長江本町 長柄町１丁目～３丁目

中川原 中川原台１丁目～２丁目 中島１丁目～５丁目

中田１丁目～３丁目 中野新町１丁目～２丁目 中冨居

鍋田 南央町

に 西荒屋 西大泉 西公文名

西山王町 西新庄 西町

西長江１丁目～４丁目 西長江本町 西中野本町

西宮町 西宮 蜷川

ぬ 布市新町 布瀬本町 布瀬町

布瀬町南１丁目～３丁目 布目（一部供給） 布目北

（一部供給）

ね

の 野中新

（一部供給）

は 蓮町１丁目～６丁目 旅籠町 畑中

花園町１丁目～４丁目 羽根（一部供給） 針日（一部供給）

晴海台

（一部供給）

ひ 東岩瀬町 東岩瀬村 東田地方町１丁目～２丁目

東中野町１丁目～３丁目 東町１丁目～３丁目 久方町

日俣 鵯島 ひよどり南台

平岡（一部供給） 開 平吹町

（一部供給）

ふ 不二越本町１丁目～２丁目 不二越町 藤木

藤木新町 藤の木園町 藤の木台１丁目～３丁目

二俣（一部供給） 二俣新町 舟橋今町

平榎（一部供給）

平榎：諏訪川以西

平岡：主要地方道小杉婦中線以東かつ主要地方道新湊平岡線以西かつ主要地方道新湊平岡線の
平岡交差点と主要地方道小杉婦中線を結ぶ古沢土地改良区農道以北

冨居栄町

藤木新

二口町１丁目～５丁目

萩原：北陸自動車道以北、及び市道萩原黒瀬線以東及び主要地方道富山笹津線以東

羽根：主要地方道富山小杉線以南

針日：下飯野と道正に囲まれた地域に限る

東石金町

東富山寿町１丁目～３丁目

日之出町

根塚町１丁目～４丁目

野中（一部供給）

野中：国道４１５号線以南

萩原（一部供給）

八人町

針原中町

西田地方町１丁目～３丁目

西中野町１丁目～２丁目

布市（一部供給）

布瀬町１丁目～２丁目

布市：北陸自動車道以北

布目：市道和合中学校線以南かつ市道布目住宅７号線以東のうち五社宮に含まれる地域、及び市道
倉垣小学校線及び市道打出和合中学校線以北かつ一般県道四方新中茶屋線以西

長江新町１丁目～４丁目

長岡

中田

中冨居新町

西四十物町

西公文名町

土居原町

常盤台

豊丘町

豊城町

豊若町１丁目～３丁目

中市

田畑：ＪＲ北陸本線以南、及び市道海岸通り田畑線以西、及び市道田畑東線以西

千歳町１丁目～３丁目

中央通り１丁目～３丁目

堤町通り１丁目～２丁目

寺町（一部供給）

寺町：ＪＲ高山本線以南、及び牛ヶ首用水以南

高田：井田川以北かつ市道五福羽根線以東、及び主要地方道富山小杉線以南、及び市道五福羽根
線以東かつ市道有沢高田線以北かつ主要地方道富山環状線以西
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舟橋南町 古鍛冶町 古寺（一部供給）

（一部供給）

ほ 堀（一部供給） 堀川小泉町 堀川小泉町１丁目～２丁目

堀川町（一部供給） 堀端町 本郷新

本町 本丸

（一部供給）

ま 町村（一部供給） 町村１丁目～２丁目 松若町

（一部供給）

み 水落 緑町１丁目～２丁目 湊入船町

南田町１丁目～２丁目 南中田 宮条（一部供給）

宮成（一部供給） 宮町

（一部供給）

む 向新庄町７丁目～８丁目 向川原町 室町通り１丁目～２丁目

（一部供給）

め

も 桃井町１丁目～２丁目 森 森１丁目～５丁目

森若町

や 安野屋町１丁目～３丁目 柳町１丁目～４丁目 山岸

山室荒屋 山室荒屋新町 弥生町１丁目～２丁目

よ 四方（一部供給） 四方新（一部供給） 横内（一部供給）

吉作（一部供給） 四ツ葉町 米田

米田町１丁目～３丁目

（一部供給）

富山市 ふ 婦中町鵜坂（一部供給） 婦中町希望ケ丘 婦中町島本郷

婦中町下轡田（一部供給） 婦中町砂子田（一部供給） 婦中町田島（一部供給）

＜旧婦中町＞ 婦中町中名（一部供給） 婦中町西ヶ丘 婦中町西本郷（一部供給）

婦中町速星（一部供給） 婦中町東本郷（一部供給） 婦中町響の杜

婦中町増田（一部供給） 婦中町夢ケ丘

（一部供給）

婦中町下轡田：国道３５９号線以南かつ市道下轡田５号線以西

婦中町道場（一部供給）

婦中町羽根新

婦中町袋（一部供給）

婦中町板倉：市道速星萩島線以東かつ市道砂子田上轡田線以北

婦中町鵜坂：主要地方道富山八尾線以西かつ主要地方道富山環状線以東かつ市道鵜坂線以北

婦中町下井沢：磯川以東かつ一般県道館本郷添島線以北

横内：市道高屋敷５０号線以東のうち高屋敷に囲まれた地域に限る

吉倉：押上に囲まれた地域を除く

吉作：葵団地の簡易ガス事業の供給地点群を除く

婦中町板倉（一部供給）

婦中町下井沢（一部供給）

山室

八日町

吉倉（一部供給）

米田すずかけ台１丁目～３
丁目

四方：国道４１５号線以南かつ市道四方新出町荒屋線以西

四方新：国道４１５号線以南

向新庄：富山地方鉄道本線以南

明輪町

元町１丁目～２丁目

森住町

安田町

三上

南新町

宮園町

宮条：諏訪川以西、及び市道針原新町５号線以南

宮成：市道針原新町５号線以南

向新庄（一部供給）

本郷町

堀：富山地方鉄道不二越上滝線以東

堀川町：市道朝菜町５１号線以北、及び市道朝菜町５３号線以東かつ市道朝菜町５３号線の始点と市
道堀川線の始点を結ぶ主要地方道富山環状線以北

町新

丸の内１丁目～３丁目

町村：主要地方道富山立山魚津線以北、及び山室荒屋に囲まれた地域に限る

舟橋北町

文京町１丁目～３丁目

二俣：一般県道東猪谷富山線以西

古寺：主要地方道富山立山魚津線以北

星井町１丁目～３丁目

堀川本郷
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射水市 い 一条

＜旧小杉町＞ （一部供給）

う

（一部供給）

く 黒河新（一部供給） 黒河又新（一部供給）

（一部供給）

さ

（一部供給）

し

（一部供給）

た 太閤山１丁目～１１丁目

つ

（一部供給）

な 中老田新（一部供給） 中太閤山１丁目～１９丁目

（一部供給）

に 入会地（一部供給）

（一部供給）

は

ひ 日宮 戸破（一部供給） 平野（一部供給）

（一部供給）

入会地：国道４７２号線以東かつ北陸自動車道以北

橋下条

東太閤山１丁目～４丁目

戸破：主要地方道小杉婦中線以西かつＪＲ北陸本線以南

塚越（一部供給）

塚越：主要地方道富山戸出小矢部線以南かつ市道黒河５１８号線以西かつ主要地方道富山戸出小
矢部線古沢黒河バイパス以北

中老田

中老田新：主要地方道富山戸出小矢部線以南かつ市道黒河５１８号線以西かつ主要地方道富山戸
出小矢部線古沢黒河バイパス以北

西高木（一部供給）

西高木：国道４１５号線以北

黒河又新：本開発と三ヶに囲まれた地域に限る

三ケ（一部供給）

三ケ：ＪＲ北陸本線以南、及びＪＲ北陸本線以北かつ国道４７２号線以西

宿屋（一部供給）

宿屋：主要地方道高岡小杉線以北

太閤町

池多：主要地方道小杉婦中線以西かつ市道池田６１５号線以北かつ市道池田６０６号線以北

上野（一部供給）

上野：国道４７２号線以東かつ北陸自動車道以北

黒河（一部供給）

黒河：主要地方道小杉婦中線以西かつ北陸自動車道以北、及び市道黒河５０９号線以西かつ市道黒
河５０２号線以南かつ主要地方道小杉婦中線以東、及び主要地方道富山戸出小矢部線以南かつ市
道黒河５１８号線以西かつ主要地方道富山戸出小矢部線古沢黒河バイパス以北かつ主要地方道小
杉婦中線以東

黒河新：主要地方道小杉婦中線以西、及び市道黒河５０９号線以西かつ市道黒河５０２号線以南かつ
主要地方道小杉婦中線以東、及び主要地方道富山戸出小矢部線以南かつ市道黒河５１８号線以西
かつ主要地方道富山戸出小矢部線古沢黒河バイパス以北かつ主要地方道小杉婦中線以東

婦中町速星：国道３５９号線以南かつ市道速星萩島線以東

婦中町東本郷：市道田島安田線以北

婦中町袋：市道袋板倉線以南かつ宮島川以東、及び磯川以東の小字の土手外に限る

婦中町増田：市道下轡田５号線以西かつ市道速星塚原線以北、及び市道増田線以西かつ市道砂子
田上轡田線以北かつ市道速星塚原線以南

池多（一部供給）

婦中町砂子田：市道速星堀線以西の砂子田１区、及び響の杜に隣接する砂子田２区、及び市道袋板
倉線以南の砂子田３区に限る

婦中町田島：市道田島安田線以北かつ市道田島本線以西、及び市道鵜坂速星線以北かつ蛇巻排
水以東

婦中町道場：一般県道館本郷添島線以北

婦中町中名：主要地方道富山外郭環状線以西、かつ一般県道館本郷添島線以北

婦中町西本郷：主要地方道富山小杉線以南かつＪＲ高山本線以東かつ市道田島安田線以北、及び
主要地方道富山小杉線以南かつＪＲ高山本線以西かつ市道西本郷企業団地１号線以北かつ市道西
本郷企業団地２号線及びその終点と主要地方道富山小杉線を結ぶ私道以東
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み

り

射水市 あ

＜旧大門町＞ し

（一部供給）

た 大門本江（一部供給）

（一部供給）

と

（一部供給）

な

（一部供給）

に

（一部供給）

ほ

（一部供給）

射水市 あ 有磯１丁目～２丁目

＜旧新湊市＞ い

え 海老江七軒 海老江練合 海老江浜開

か 鏡宮（一部供給） 鏡宮弥生１丁目～２丁目 神楽町

片口高場 かもめ台

（一部供給）

く 草岡町１丁目～２丁目

こ

さ

し 七美中野 七美柳瀬新（一部供給） 庄川本町

新堀

（一部供給）

せ

た 立町

ち

つ

と 東明中町 東明西町 東明東町

中央町

作道

東明七軒

桜町

七美穴場

新片町１丁目～５丁目

七美柳瀬新：国道４１５号線以西

善光寺

高場新町１丁目～４丁目

海老江

海王町

片口

鏡宮：国道８号線以北

久々湊

越の潟町

二口：和田川以西かつ一般県道広上大門新線以東かつ市道本田土合線以北、及び市道二口赤井
線以南かつ市道二口中村線以東かつ市道大門本江八塚線以西かつ市道本田土合線以北、及び市
道本田土合線以南かつ和田川以東かつ市道大門本江八塚線以西かつ市道土合大門本江線以北

堀内（一部供給）

堀内：和田川以東

足洗新町１丁目

射水町１丁目～２丁目

大門本江：小字の大坪、畑田、浦川、及び和田川以東かつ主要地方道高岡青井谷線以西かつ市道
土合大門本江線以北

土合（一部供給）

土合：一般県道広上大門新線以東かつ市道本田土合線以北

中村（一部供給）

中村：市道二口中村線以東かつ市道本田土合線以北、及び市道本田土合線以南

二口（一部供給）

流通センター下条１丁目

あおば台１丁目～２丁目

島（一部供給）

島：市道轟１号線以東かつ主要地方道高岡青井谷線以西

大門島

平野：北陸自動車道以北

南太閤山１丁目～１９丁目
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な 奈呉の江

に 二の丸町

は 浜開新町

ほ 朴木 堀江千石 堀岡

堀岡古明神 堀岡堀江 堀岡明神新

本江北 本江三箇 本江利波

本江中新 本江西 本江後新

本江針山新 本江針山開 本江東

み 緑町 港町

射水市 し

＜旧大島町＞ （一部供給）

ほ

（一部供給）

高岡市 い

か

な

（一部供給）

ひ

ほ 堀岡又新放生津

石丸

金屋

中曽根（一部供給）

中曽根：19-1、19-2番地に限る

姫野

三日曽根

新開発（一部供給）

新開発：主要地方道富山高岡線以南かつＪＲ北陸本線以北かつ市道新開発６号線以東

本開発（一部供給）

本開発：主要地方道富山高岡線以南

放生津町

堀岡新明神

本江

本江中

本江針山

本町１丁目～３丁目

中新湊

西新湊

八幡町１丁目～３丁目
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