
町 名 よみがな 積雪量 町 名 よみがな 積雪量 町 名 よみがな 積雪量
あ 青山町 あおやまちょう 130 し 新赤坂一丁目 しんあかさか 130 ま 松波二丁目 まつなみ 130
赤坂町 あかさかちょう 130 新赤坂二丁目 しんあかさか 130 松波三丁目 まつなみ 130
大字上輪 あげわ 130 新赤坂三丁目 しんあかさか 130 松波四丁目 まつなみ 130
大字上輪新田 あげわしんでん 130 新赤坂四丁目 しんあかさか 130 松美一丁目 まつみ 130
朝日が丘 あさひがおか 130 新赤坂五丁目 しんあかさか 130 松美二丁目 まつみ 130
大字畔屋 あぜや 130 新田畑 しんでんはた 130 み 三島町 みしまちょう 130
荒浜一丁目 あらはま 130 大字新田畑 しんでんはた 130 三島西 みしまにし 130
荒浜二丁目 あらはま 130 大字新道 しんどう 130 大字水上 みずかみ 250
荒浜三丁目 あらはま 130 新橋 しんばし 130 緑町 みどりちょう 130
荒浜四丁目 あらはま 130 新花町 しんはなちょう 130 大字南条 みなみじょう 250
安政町 あんせいちょう 130 す 諏訪町 すわちょう 130 南半田 みなみはんだ 130

い 大字飯塚 いいづか 170 せ 関町 せきまち 130 美穂田 みほだ 130
大字五十土 いかづち 170 大字善根 ぜごん 250 大字宮川 みやがわ 130
大字石曽根 いしぞね 250 そ 大字曽地 そち 170 大字宮川新田 みやかわしんでん 250
大字市野新田 いちのしんでん 300 大字曽地新田 そちしんでん 170 大字宮平 みやだいら 250
茨目一丁目 いばらめ 130 た 大字高畔 たかぜ 130 大字宮之窪 みやのくぼ 170
茨目二丁目 いばらめ 130 宝田 たからだ 130 宮場町 みやばちょう 130
茨目三丁目 いばらめ 130 宝町 たからまち 130 も 元城町 もとしろちょう 130
大字茨目 いばらめ 130 田塚一丁目 たつか 130 大字森近 もりちか 250
大字芋川 いもがわ 170 田塚二丁目 たつか 130 や 大字安田 やすだ 130
岩上 いわがみ 130 田塚三丁目 たつか 130 大字矢田 やた 170

え 駅前一丁目 えきまえ 130 大字田塚 たつか 130 柳田町 やなぎだちょう 130
駅前二丁目 えきまえ 130 田中 たなか 130 柳橋町 やなぎばしちょう 130

お 扇町 おうぎまち 130 大字谷川新田 たにがわしんでん 300 大字山口 やまぐち 170
大字青海川 おうみがわ 130 大字田屋 たや 250 大字山澗 やまだに 250
大久保一丁目 おおくぼ 130 大字谷根 たんね 200 大和町 やまとちょう 130
大久保二丁目 おおくぼ 130 ち 中央町 ちゅうおうちょう 130 大字山室 やまむろ 250
大字大河内新田おおこうちしんでん 130 つ 大字劔 つるぎ 130 大字山本 やまもと 130
大字大沢 おおさわ 250 て 天神町 てんじんちょう 130 ゆ 豊町 ゆたかちょう 130
大字大清水 おおしみず 130 と 大字土合 どあい 130 ゆりが丘 ゆりがおか 130
大字大平 おおだいら 130 大字土合新田 どあいしんでん 130 よ 大字与板 よいた 250
大字大広田 おおひろた 250 大字東条 とうじょう 250 大字横山 よこやま 130
大字大湊 おおみなと 130 東の輪町 とうのわちょう 130 大字吉井 よしい 170
小倉町 おくらちょう 130 常盤台 ときわだい 130 大字吉井黒川 よしいくろかわ 250
大字女谷 おなだに 300 豊田 とよだ 130 大字吉尾 よしお 130
大字折居 おりい 300 な 大字長崎 ながさき 130 大字与三 よそう 130

か 大字貝渕 かいぶち 130 大字長崎新田 ながさきしんでん 130 四谷一丁目 よつや 130
鏡町 かがみちょう 130 大字中田 なかだ 130 四谷二丁目 よつや 130
大字笠島 かさしま 130 中浜一丁目 なかはま 130 四谷三丁目 よつや 130
春日一丁目 かすが 130 中浜二丁目 なかはま 130 米山台一丁目 よねやまだい 130
春日二丁目 かすが 130 長浜町 ながはまちょう 130 米山台二丁目 よねやまだい 130
春日三丁目 かすが 130 長峰町 ながみねちょう 130 米山台三丁目 よねやまだい 130
学校町 がっこうちょう 130 大字成沢 なりさわ 170 米山台四丁目 よねやまだい 130
大字加納 かのう 250 南光町 なんこうちょう 130 米山台五丁目 よねやまだい 130
大字上方 かみがた 130 に 錦町 にしきちょう 130 米山台西 よねやまだいにし 130
大字上田尻 かみたじり 130 大字西長鳥 にしながとり 250 米山台東 よねやまだいひがし 130
大字上原 かみはら 130 西本町一丁目 にしほんちょう 130 米山町 よねやまちょう 130
大字軽井川 かるいがわ 130 西本町二丁目 にしほんちょう 130 り 大字両田尻 りょうたじり 130

き 大字木沢 きざわ 250 西本町三丁目 にしほんちょう 130 わ 若葉町 わかばちょう 130
大字北条 きたじょう 250 西港町 にしみなとちょう 130 大字蕨野 わらびの 130
北園町 きたぞのちょう 130 日石町 にっせきちょう 130
北半田一丁目 きたはんだ 130 の 大字南下 のうげ 130
北半田二丁目 きたはんだ 130 大字野田 のた 250
希望が丘 きぼうがおか 130 は 大字橋場 はしば 130 町 名 よみがな 積雪量
大字旧広田 きゅうひろた 250 橋場町 はしばちょう 130 い 西山町池浦 いけうら 170

く 鯨波一丁目 くじらなみ 130 大字花田 はなだ 170 西山町石地 いしじ 100
鯨波二丁目 くじらなみ 130 原町 はらまち 130 西山町五日市 いつかいち 170
鯨波三丁目 くじらなみ 130 番神一丁目 ばんじん 130 西山町伊毛 いも 170
大字鯨波 くじらなみ 130 番神二丁目 ばんじん 130 う 西山町後谷 うしろだに 170
大字黒滝 くろたき 130 半田一丁目 はんだ 130 西山町内方 うちかた 170
大字久米 くんめ 250 半田二丁目 はんだ 130 お 西山町大崎 おおさき 100

け 大字劔野 けんの 130 半田三丁目 はんだ 130 西山町大津 おおづ 100
剣野町 けんのちょう 130 大字半田 はんだ 130 西山町大坪 おおつぼ 170

こ 向陽町 こうようちょう 130 ひ 大字東長鳥 ひがしながとり 250 西山町鬼王 おにおう 170
小金町 こがねちょう 130 東長浜町 ひがしながはまちょう 130 西山町尾野内 おのうち 170
大字小黒須 こぐろす 170 東原町 ひがしはらまち 130 西山町尾町 おまち 100
大字小島 こじま 250 東本町一丁目 ひがしほんちょう 130 か 西山町鎌田 かまた 170
大字小杉 こすぎ 130 東本町二丁目 ひがしほんちょう 130 西山町上山田 かみやまだ 170
大字小田山新田こだやましんでん 170 東本町三丁目 ひがしほんちょう 130 き 西山町北野 きたの 170
寿町 ことぶきちょう 130 東港町 ひがしみなとちょう 130 く 西山町黒部 くろべ 170

さ 幸町 さいわいちょう 130 東柳田 ひがしやなぎだ 130 こ 西山町甲田 こうだ 100
栄田 さかえた 130 比角一丁目 ひすみ 130 さ 西山町坂田 さかた 170
栄町 さかえちょう 130 比角二丁目 ひすみ 130 し 西山町下山田 しもやまだ 170
桜木町 さくらぎちょう 130 日吉町 ひよしちょう 130 西山町新保 しんぼ 170
大字佐藤池新田さとうがいけしんでん 130 大字平井 ひらい 130 た 西山町田沢 たざわ 170
大字佐水 さみず 170 大字枇杷島 びわじま 130 ち 西山町中央台 ちゅうおうだい 170
三和町 さんわちょう 130 ふ 大字藤井 ふじい 130 な 西山町長嶺 ながみね 170

し 大字椎谷 しいや 130 大字藤橋 ふじはし 130 に 西山町西山 にしやま 170
大字清水谷 しみずたに 300 藤元町 ふじもとちょう 130 は 西山町灰爪 はいづめ 170
大字下大新田 しもおおしんでん 130 大字古町 ふるまち 170 西山町浜忠 はまつだ 100
大字下方 しもがた 130 ほ 北斗町 ほくとちょう 130 ふ 西山町藤掛 ふじかけ 170
大字下田尻 しもたじり 130 大字細越 ほそごえ 250 西山町二田 ふただ 170
大字下原 しもはら 130 穂波町 ほなみちょう 130 へ 西山町別山 べつやま 170
大字上条 じょうじょう 170 大字堀 ほり 130 み 西山町緑が丘 みどりがおか 170
城塚 じょうづか 130 大字本条 ほんじょう 250 西山町妙法寺 みょうほうじ 170
城東一丁目 じょうとう 130 ま 槇原町 まきはらちょう 130 ら 西山町礼拝 らいはい 170
城東二丁目 じょうとう 130 松波一丁目 まつなみ 130 わ 西山町和田 わだ 170
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