最終保障供給約款 新旧対照表
変更前
（別表第１）供給区域
１．４６メガジュールエリア
山形市 相生町

変更後

適用

（別表第１）供給区域
１．４６メガジュール地区
山形市 相生町

青田一丁目、青田二丁目、青田三丁目、青田四丁目及び青田五丁目

青田一丁目、青田二丁目、青田三丁目、青田四丁目及び青田五丁目

青田南

青田南

あかねケ丘一丁目１番及び２番

あかねケ丘一丁目１番及び２番

あこや町一丁目、あこや町二丁目及びあこや町三丁目

あこや町一丁目、あこや町二丁目及びあこや町三丁目

あさひ町

あさひ町

旭ヶ丘

旭ヶ丘

あずま町

あずま町

荒楯町一丁目及び荒楯町二丁目

荒楯町一丁目及び荒楯町二丁目

飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、飯田四丁目及び飯田五丁目

飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、飯田四丁目及び飯田五丁目

飯田西一丁目、飯田西二丁目、飯田西三丁目、

飯田西一丁目、飯田西二丁目、飯田西三丁目、

飯田西四丁目及び飯田西五丁目

飯田西四丁目及び飯田西五丁目

五日町

五日町

印役町一丁目１番及び２番、印役町二丁目１番

印役町一丁目１番及び２番、印役町二丁目１番

上町一丁目、上町二丁目及び上町三丁目（市道上町正徳寺線より以東）

上町一丁目、上町二丁目及び上町三丁目６番～１８番

円応寺町

円応寺町

大手町

大手町

小立一丁目、小立二丁目及び小立三丁目

小立一丁目、小立二丁目及び小立三丁目

篭田一丁目、篭田二丁目及び篭田三丁目

篭田一丁目、篭田二丁目及び篭田三丁目

霞城町

霞城町

春日町

春日町

香澄町一丁目、香澄町二丁目及び香澄町三丁目

香澄町一丁目、香澄町二丁目及び香澄町三丁目

上桜田一丁目、上桜田二丁目、上桜田三丁目、上桜田四丁目及び

上桜田一丁目、上桜田二丁目、上桜田三丁目、上桜田四丁目及び

追加

上桜田五丁目

上桜田五丁目

北町一丁目、北町二丁目、北町三丁目及び北町四丁目

北町一丁目、北町二丁目、北町三丁目及び北町四丁目

木の実町

木の実町

清住町一丁目一番、清住町二丁目１番、２番及び８番、清住町三丁目

清住町一丁目一番、清住町二丁目１番、２番及び８番、清住町三丁目

久保田一丁目１番、２番、３番、４番及び８番

久保田一丁目１番、２番、３番、４番及び８番

久保田二丁目１番

久保田二丁目１番

小姓町

小姓町

小白川町一丁目、小白川町二丁目、小白川町三丁目、

小白川町一丁目、小白川町二丁目、小白川町三丁目、

小白川町四丁目及び小白川町五丁目

小白川町四丁目及び小白川町五丁目

（山形ガス燃料(株)小白川市営アパートの簡易ガス事業地区を除く）

（山形ガス燃料(株)小白川市営アパートの簡易ガス事業地区を除く）

寿町

寿町

小荷駄町

小荷駄町

幸町

幸町

桜町

桜町

蔵王飯田

蔵王飯田

蔵王桜田

蔵王桜田

桜田西一丁目、桜田西二丁目、桜田西三丁目、桜田西四丁目、

桜田西一丁目、桜田西二丁目、桜田西三丁目、桜田西四丁目、

桜田西五丁目 1 番、2 番、3 番、4 番の一部、5 番、6 番の一部、7 番、

桜田西五丁目 1 番、2 番、3 番、4 番の一部、5 番、6 番の一部、7 番、

8 番、9 番、10 番の一部及び吉原南 3 番の一部、5 番の一部

8 番、9 番、10 番の一部及び吉原南 3 番の一部、5 番の一部

桜田南

桜田南

桜田東一丁目、桜田東二丁目、桜田東三丁目及び桜田東四丁目

桜田東一丁目、桜田東二丁目、桜田東三丁目及び桜田東四丁目

下条町五丁目

下条町五丁目

城南町一丁目、城南町二丁目及び城南町三丁目

城南町一丁目、城南町二丁目及び城南町三丁目

城北町一丁目及び城北町二丁目

城北町一丁目及び城北町二丁目

城西町一丁目、城西町二丁目、城西町三丁目、城西町四丁目及び

城西町一丁目、城西町二丁目、城西町三丁目、城西町四丁目及び

城西町五丁目

城西町五丁目

末広町

末広町

鈴川町一丁目１番、２番及び６番

鈴川町一丁目１番、２番及び６番

諏訪町一丁目及び諏訪町二丁目

諏訪町一丁目及び諏訪町二丁目

双月町一丁目、双月町二丁目及び双月町三丁目（三丁目の国道 13 号線

双月町一丁目、双月町二丁目及び双月町三丁目（三丁目の国道 13 号線

東側を除く）

東側を除く）

高堂

高堂

高堂一丁目及び高堂二丁目（主要地方道山形上山線より以東）

高堂一丁目及び高堂二丁目（主要地方道山形上山線より以東）

鉄砲町一丁目、鉄砲町二丁目及び鉄砲町三丁目

鉄砲町一丁目、鉄砲町二丁目及び鉄砲町三丁目

十日町一丁目、十日町二丁目、十日町三丁目及び十日町四丁目

十日町一丁目、十日町二丁目、十日町三丁目及び十日町四丁目

銅町一丁目及び銅町二丁目

銅町一丁目及び銅町二丁目

富の中一丁目、富の中二丁目及び富の中三丁目

富の中一丁目、富の中二丁目及び富の中三丁目

樋越の一部

樋越の一部

鳥居ヶ丘

鳥居ヶ丘

中桜田

中桜田

中桜田一丁目、中桜田二丁目及び中桜田三丁目

中桜田一丁目、中桜田二丁目及び中桜田三丁目

七日町一丁目、七日町二丁目、七日町三丁目、七日町四丁目及び

七日町一丁目、七日町二丁目、七日町三丁目、七日町四丁目及び

七日町五丁目

七日町五丁目

成沢西一丁目、成沢西二丁目、成沢西三丁目 4 番、

成沢西一丁目、成沢西二丁目、成沢西三丁目 4 番、

成沢西四丁目 1 番～3 番、成沢西五丁目

成沢西四丁目 1 番～3 番、成沢西五丁目

南栄町一丁目、南栄町二丁目及び南栄町三丁目

南栄町一丁目、南栄町二丁目及び南栄町三丁目

錦町

錦町

西田一丁目 2 番

西田一丁目 2 番

白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目

白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目

旅篭町一丁目、旅篭町二丁目及び旅篭町三丁目

旅篭町一丁目、旅篭町二丁目及び旅篭町三丁目

東青田一丁目、東青田二丁目、東青田三丁目、

東青田一丁目、東青田二丁目、東青田三丁目、

東青田四丁目及び東青田五丁目

東青田四丁目及び東青田五丁目

東原町一丁目、東原町二丁目、東原町三丁目及び東原町四丁目

東原町一丁目、東原町二丁目、東原町三丁目及び東原町四丁目

東山形一丁目及び東山形二丁目

東山形一丁目及び東山形二丁目

桧町一丁目、桧町二丁目、桧町三丁目及び桧町四丁目

桧町一丁目、桧町二丁目、桧町三丁目及び桧町四丁目

平清水、平清水一丁目

平清水、平清水一丁目

深町一丁目、深町二丁目及び深町三丁目

深町一丁目、深町二丁目及び深町三丁目

双葉町一丁目及び双葉町二丁目

双葉町一丁目及び双葉町二丁目

本町一丁目及び本町二丁目

本町一丁目及び本町二丁目

前田町

前田町

松見町

松見町

松波一丁目、松波二丁目、松波三丁目、松波四丁目及び松波五丁目

松波一丁目、松波二丁目、松波三丁目、松波四丁目及び松波五丁目

（１番及び２番）

（１番及び２番）

松山一丁目、松山二丁目及び松山三丁目

松山一丁目、松山二丁目及び松山三丁目

馬見ヶ崎一丁目、馬見ヶ崎ニ丁目、馬見ヶ崎三丁目及び馬見ヶ崎

馬見ヶ崎一丁目、馬見ヶ崎ニ丁目、馬見ヶ崎三丁目及び馬見ヶ崎

四丁目

四丁目

三日町一丁目及び三日町二丁目

三日町一丁目及び三日町二丁目

緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目及び緑町四丁目

緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目及び緑町四丁目

南一番町、南二番町、南三番町及び南四番町

南一番町、南二番町、南三番町及び南四番町

南館

南館

南館一丁目、南館二丁目、南館三丁目、南館四丁目及び南館五丁目

南館一丁目、南館二丁目、南館三丁目、南館四丁目及び南館五丁目

南館西

南館西

南原町一丁目、南原町二丁目及び南原町三丁目

南原町一丁目、南原町二丁目及び南原町三丁目

美畑町

美畑町

宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目及び宮町五丁目

宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目及び宮町五丁目

六日町

六日町

元木一丁目、元木二丁目及び元木三丁目

元木一丁目、元木二丁目及び元木三丁目

薬師町一丁目及び薬師町二丁目

薬師町一丁目及び薬師町二丁目

山家町一丁目１番及び２番

山家町一丁目１番及び２番

八日町一丁目及び八日町二丁目

八日町一丁目及び八日町二丁目

吉原一丁目、吉原二丁目、吉原三丁目及び吉原四丁目

吉原一丁目、吉原二丁目、吉原三丁目及び吉原四丁目

若葉町

若葉町

若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目及び若宮四丁目

若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目及び若宮四丁目

和合町一丁目、和合町二丁目、和合町三丁目１番及び２番（二丁目の

和合町一丁目、和合町二丁目、和合町三丁目１番及び２番（二丁目の

国道 13 号線東側を除く）

国道 13 号線東側を除く）

大字青田

大字青田

大字妙見寺

大字妙見寺

大字元木

大字元木

大字吉原字沢

大字吉原字沢

大字吉原字吉原

大字吉原字吉原

松栄一丁目及び松栄二丁目

松栄一丁目及び松栄二丁目

（アルカディアソフトパーク山形西端より以東）

（アルカディアソフトパーク山形西端より以東）

大字南館の一部及び

大字南館の一部及び

大字前明石の一部（一級河川須川より以北）

大字前明石の一部（一級河川須川より以北）

大字上桜田の一部及び大字岩波飛地、大字中桜田の一部

大字上桜田の一部及び大字岩波飛地、大字中桜田の一部

長町字向川原の一部、沖町の一部（済生会山形済生病院）

長町字向川原の一部、沖町の一部（済生会山形済生病院）

若宮の一部、大字南館字雷の一部、大字前明石の一部、京旦の一部

若宮の一部、大字南館字雷の一部、大字前明石の一部、京旦の一部

山形市大字沼木字下河原 1139-19

山形市大字沼木字下河原 1139-19

