
利用制限   詳細

 利用      地域

福島県 南会津郡檜枝岐村 全域

茨城県

日立市 滑川町 宮田町 砂沢町 小木津町 諏訪町 入四間町

土浦市 永井 小高 東城寺 本郷

常陸太田市
下大門町 茅根町 松平町 上大門町 棚谷町 田渡町 白羽町 

和田町

笠間市 大橋 福田

   市 小田 大形

鹿嶋市 全域

潮来市 全域

稲敷市 曲渕 今 四 谷 上之島 八千石

神栖市 全域

東茨城郡城里町 大字下赤沢 大字真端

栃木県

佐野市 作原町 飛駒町

鹿沼市 上粕尾

日光市 中宮祠 湯元 足尾町 川俣

群馬県

前橋市

市之関町 大前田町 柏倉町 粕川町稲里 粕川町女渕 粕川町月

田 粕川町中之沢 粕川町室沢 苗 島町 鼻毛石町 三夜沢町 

富士見町赤城山

高崎市
倉渕町川浦 倉渕町権田 倉渕町三 倉 箕郷町柏木沢 箕郷町中

野 中室田町 榛名湖町 榛名山町 宮沢町

桐生市

梅田町  丁目  丁目  丁目  丁目 川内町 黒保根町上田沢 

黒保根町下田沢 黒保根町宿廻 黒保根町水沼 黒保根町八木

原 新里町赤城山 新里町板橋 新里町大久保 新里町奥沢 新里

町高泉 新里町鶴 谷 新里町新川 新里町山上

沼田市
利根町穴原 利根町柿平 利根町小松 利根町根利 利根町日向

南郷 利根町平川

渋川市
赤城町北赤城山 赤城町南赤城山 村上 赤城町深山 伊香保町

伊香保 小野子

藤岡市 上日野

安中市 松井田町坂本 松井田町上増田 松井田町西野牧 松井田町峠

   市

東町荻原 東町草木 東町神戸 東町小中 東町座間 東町小夜

戸 東町沢入 東町花輪 大間 町浅原 大間 町小平 大間 町

上神梅 大間 町桐原 大間 町塩沢 大間 町塩原 大間 町

下神梅 大間 町高津戸 大間 町長尾根

北群馬郡榛東村 大字広馬場 大字上野原

多野郡上野村 大字乙父 大字楢原

多野郡神流町 大字平原



甘楽郡下仁田町 大字青倉 大字栗山 大字西野牧 大字平原 大字南野牧

甘楽郡南牧村 大字大仁田 大字熊倉 大字砥沢 大字檜沢 大字星尾 大字六車

甘楽郡甘楽町 大字秋畑

吾妻郡中之条町 大字四万 大字平 大字入山

吾妻郡長野原町 大字北軽井沢

吾妻郡嬬恋村 大字鎌原

吾妻郡高山村 全域

吾妻郡東吾妻町 大字大戸 大字岡崎 大字川戸 大字須賀尾 大字萩生

利根郡片品村 大字土出 大字戸倉 大字花咲 大字東小川

利根郡川場村 大字川場湯原

利根郡昭和村 大字赤城原 大字糸井

利根郡    町 相俣 谷川 藤原 湯桧曽

千葉県

銚子市 宮原町 高田町  丁目  丁目  丁目 桜井町 塚本町

香取市

阿玉川 飯倉 磯山 一 分目 市和田 扇島 大倉 大倉丁子 小

見川 加藤洲 香取 上小堀 川頭 川尻 笄島 公官洲 五郷内 

米野井 佐原  佐原二 佐原  三 分目 篠原 下飯田 下小

堀 昭和町 田部 附洲新田 津宮 富田 長島 中洲 布野 増

田 八筋川 八日市場 分郷

香取郡神崎町 今 神崎本宿 大貫

香取郡東庄町 青馬 石出 笹川  笹川  高部 新宿 羽計 東今泉 平山

新潟県
魚沼市 宇津野 下折立

南魚沼郡湯沢町 大字土樽 大字三国 大字三俣

山梨県

甲府市 御岳町

山梨市 三富上釜口 牧丘町北原

韮崎市 清哲町青木

南    市 芦安芦倉

北杜市

大泉町西井出 大泉町谷戸 須玉町小尾 高根町浅川 高根町清

里 高根町村山北割 長坂町大八田 長坂町小荒間 長坂町中丸 

白洲町大武川 白洲町白須 白洲町鳥原 白洲町横手 武川町柳

澤 小淵沢町

長野県

上田市 真田町長 真田町本原

須坂市 大字亀倉 大字米子

小諸市

大字市 大字柏木 大字加増 己 甲 大字塩野 大字滋野甲 大

字滝原 大字西原 大字八満 大字菱平 大字平原 大字御影新

田 大字耳取 大字森山 大字諸 大字和田 与良町  丁目 乙女 

加増  丁目  丁目 御幸町  丁目

伊那市 長谷浦 長谷黒河内

茅野市 北山 豊平

佐久市
跡部 新子田 今井 岩村田 内山 大沢 太田部 小田井 鍛冶

屋 上平尾 香坂 小宮山 桜井 猿久保 志賀 下平尾 瀬戸 高



柳 塚原 常田 常和 伴野 取出町 長土呂 鳴瀬 根岸 根 

井 野沢 原 東立科 平賀 平塚 本新町 前山 三河田 安原 

横根 横和 中込 岩村田北 佐久平駅北 佐久平駅東 佐久平駅

南 入澤 臼田 春日 勝間 上小田切 北川 協和 清川 桑山 

甲 塩名田 下小田切 下越 田口 中小田切 平林 布施 三分 

御馬寄 望月 矢嶋 八幡 湯原 蓬田

東御市 和 滋野 祢津 新張

南佐久郡小海町 全域

南佐久郡川上村
大字秋山 大字居倉 大字大深山 大字川端下 大字御所平 大字

原 大字樋澤

南佐久郡南牧村 全域

南佐久郡南相木村
加佐 栗生 立原 中島 日向 和田 南相木村 直接番地 続 地

域

南佐久郡北相木村 京 岩 坂上 下新井 白岩 栃原 中尾

南佐久郡佐久穂町 全域

北佐久郡軽井沢町 全域

北佐久郡御代田町
大字草越 大字塩野 大字広戸 大字豊昇 大字馬瀬口 大字御代

田 大字茂沢

北佐久郡立科町 大字芦田八 野

諏訪郡富士見町 落合 境 富士見

上伊那郡飯島町 飯島

木曽郡大桑村 大字須原 大字長野

下高井郡山 内町 大字平穏

下水内郡栄村 大字堺

 今後 調整       変更  可能性      


