
Ｎｏ.21　岐阜県

平成27年7月

県番号地域No.単価地区名 適　用

1 岐阜1
岐阜市、各務原市、羽島市、山県市（岐阜2、3、4、5を除く）、
岐南町、笠松町、北方町、瑞穂市、本巣市（岐阜6,7,8を除く）

2 岐阜2 山県市旧美山町（岐阜3、4、5を除く全域）

3 岐阜3 山県市旧美山町（神崎（岐阜4を除く）・円原（岐阜4を除く）・葛原・
片原）4 岐阜4 山県市旧美山町（神崎（1）（仲越・白岩）・円原（1）（今島以遠））

5 岐阜5 山県市旧美山町（谷合・片狩・馬場）

6 岐阜6 山県市旧美山町（出戸・相戸・柿野（岐阜7を除く）

7 岐阜7 山県市旧美山町（柿野（1）（西洞・落合以遠））

8 岐阜8 本巣市根尾（岐阜7,8を除く全域）

9 岐阜9 本巣市根尾（大河原・越波・上大須・黒津・能郷）

10 岐阜10 本巣市根尾（長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田・下大
須）

11 大垣
大垣市、海津市、垂井町、神戸町、輪之内町、関ヶ原町、安八町
養老町

12 揖斐1 揖斐2、3、4、5、6を除く

13 揖斐2 揖斐川町(春日(美束・中山・川合))

14 揖斐3 揖斐川町(坂内)

15 揖斐4 揖斐川町(旧藤橋村（揖斐5、6を除く）)

16 揖斐5 揖斐川町(旧藤橋村（塚・櫨原・山手・門入・戸入・開田・徳山）)

17 揖斐6 揖斐川町(旧藤橋村（鶴見、東杉原、東横山、西横山）)

18 美濃1 関市（美濃2、3、4を除く全域）、美濃市（美濃2を除く全域）

19 美濃2
美濃市（乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・蕨生・片知・神洞）、
関市(武芸川町、富之保、中之保、下之保)

20 美濃3 関市(洞戸)

21 美濃4 関市(上之保)

22 美濃5 関市(板取（美濃6を除く)

23 美濃6 関市板取（1）（杉原以遠及び岩本洞林道、大谷大栃林道、中美濃
林道)24 郡上1 郡上2、３、４、５、６、７、８除く全域

25 郡上2 郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・入間)、和良町）

26 郡上3 白鳥町(郡上3、5を除く全域)

27 郡上4 郡上市(白鳥町（前谷・千田野・歩岐島・長滝・二日町））

28 郡上5 郡上市(大和町(内ヶ谷））

29 郡上6 郡上市(白鳥町（石徹白）

30 郡上7 郡上市(高鷲町）

31 郡上8 郡上市(明宝（小川））

32 郡上9 郡上市(明宝（小川を除く））

33 可茂1 美濃加茂市、可児市（兼山を除く）、坂祝町、富加町、川辺町

34 可茂2 七宗町、八百津町（加茂3を除く全域）、御嵩町、可児市兼山

35 可茂3 八百津町（潮見・福地・久田見・南戸）

36 可茂4 白川町（加茂5を除く全域）

37 可茂5 白川町（上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河）、東白川村

38 多治見1 多治見市、土岐市（多治見2を除く）

39 多治見2 瑞浪市、土岐市（鶴里町・曽木町）

40 恵那1 恵那市（恵那2、3を除く全域）
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41 恵那2
恵那市（飯地町・笠置町・中野方町・串原)、中津川市（恵那3、4、
5、6を除く全域）

42 恵那3 恵那市（上矢作町)、中津川市(中津川、神坂、落合、阿木)

43 恵那4 中津川市(川上、加子母、付知町)

44 恵那5 中津川市(上野、田瀬、下野、高山、山口、馬籠)

45 恵那6 中津川市(坂下、福岡)

46 下呂1 下呂2・3・4を除く全域

47 下呂2 下呂市馬瀬（川上・黒石）

48 下呂3 下呂市小坂町（落合1　御嶽橋以遠～鈴蘭口手前まで、湯屋、大
洞）49 下呂4 下呂市小坂町（落合2　鈴蘭口以遠～追分け手前まで）

50 下呂5 下呂市小坂町（落合3　追分け以遠）

51 下呂6 下呂市金山町

52 高山1 高山2、3、4、5、6、7を除く全域

53 高山2 白川村

54 高山3

高山市(滝町・岩井町・大島町)、
高山市丹生川町(新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・
法力・瓜田・大谷を除く全域)、
高山市清見町(大原・楢谷・森茂・大谷・江黒)、
高山市(久々野町(山梨を除く全域)、朝日町(高山4を除く全域)

55 高山4 高山市荘川町

56 高山5 高山市朝日町(胡桃島・西洞・宮之前・桑之島)

57 高山6 高山市丹生川町（乗鞍）

58 高山7 高山市高根町（高山7を除く)

59 高山8 高山市高根町（小日和田、日和田、野麦、阿多野郷）

60 古川1 古川2、3、4、5、6、7、8、9、10を除く全域

61 古川2

高山市（上宝町)
高山市奥飛騨温泉郷（古川6、7除く）
飛騨市神岡町（古川9を除く）
飛騨市神岡町（打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・
大多和・佐古・跡津川）

62 古川3
飛騨市宮川町（万波）
飛騨市神岡町（打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・
大多和・佐古・跡津川）

63 古川4 高山市奥飛騨温泉郷（平湯）

64 古川5 高山市（上宝町（神坂、中尾、栃尾、一重ヶ根、福地)）

65 古川6 飛騨市河合町（天生、二ツ星）

66 揖斐7 池田町片山
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平成27年4月

県番号地域No.単価地区名 適　用

1 岐阜1
岐阜市、各務原市、羽島市、山県市（岐阜2、3、4、5を除く）、
岐南町、笠松町、北方町、瑞穂市、本巣市（岐阜6,7,8を除く）

2 岐阜2 山県市旧美山町（岐阜3、4、5を除く全域）

3 岐阜3 山県市旧美山町（神崎（岐阜4を除く）・円原（岐阜4を除く）・葛原・
片原）4 岐阜4 山県市旧美山町（神崎（1）（仲越・白岩）・円原（1）（今島以遠））

5 岐阜5 山県市旧美山町（谷合・片狩・馬場）

6 岐阜6 山県市旧美山町（出戸・相戸・柿野（岐阜7を除く）

7 岐阜7 山県市旧美山町（柿野（1）（西洞・落合以遠））

8 岐阜8 本巣市根尾（岐阜7,8を除く全域）

9 岐阜9 本巣市根尾（大河原・越波・上大須・黒津・能郷）

10 岐阜10 本巣市根尾（長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田・下大
須）

11 大垣
大垣市、海津市、垂井町、神戸町、輪之内町、関ヶ原町、安八町
養老町

12 揖斐1 揖斐2、3、4、5、6を除く

13 揖斐2 揖斐川町(春日(美束・中山・川合))

14 揖斐3 揖斐川町(坂内)

15 揖斐4 揖斐川町(旧藤橋村（揖斐5、6を除く）)

16 揖斐5 揖斐川町(旧藤橋村（塚・櫨原・山手・門入・戸入・開田・徳山）)

17 揖斐6 揖斐川町(旧藤橋村（鶴見、東杉原、東横山、西横山）)

18 美濃1 関市（美濃2、3、4を除く全域）、美濃市（美濃2を除く全域）

19 美濃2
美濃市（乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・蕨生・片知・神洞）、
関市(武芸川町、富之保、中之保、下之保)

20 美濃3 関市(洞戸)

21 美濃4 関市(上之保)

22 美濃5 関市(板取（美濃6を除く)

23 美濃6 関市板取（1）（杉原以遠及び岩本洞林道、大谷大栃林道、中美濃
林道)24 郡上1 郡上2、３、４、５、６、７、８除く全域

25 郡上2 郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・入間)、和良町）

26 郡上3 白鳥町(郡上3、5を除く全域)

27 郡上4 郡上市(白鳥町（前谷・千田野・歩岐島・長滝・二日町））

28 郡上5 郡上市(大和町(内ヶ谷））

29 郡上6 郡上市(白鳥町（石徹白）

30 郡上7 郡上市(高鷲町）

31 郡上8 郡上市(明宝（小川））

32 郡上9 郡上市(明宝（小川を除く））

33 可茂1 美濃加茂市、可児市（兼山を除く）、坂祝町、富加町、川辺町

34 可茂2 七宗町、八百津町（加茂3を除く全域）、御嵩町、可児市兼山

35 可茂3 八百津町（潮見・福地・久田見・南戸）

36 可茂4 白川町（加茂5を除く全域）

37 可茂5 白川町（上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河）、東白川村

38 多治見1 多治見市、土岐市（多治見2を除く）

39 多治見2 瑞浪市、土岐市（鶴里町・曽木町）

40 恵那1 恵那市（恵那2、3を除く全域）

41 恵那2
恵那市（飯地町・笠置町・中野方町・串原)、中津川市（恵那3、4、
5、6を除く全域）
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42 恵那3 恵那市（上矢作町)、中津川市(中津川、神坂、落合、阿木)

43 恵那4 中津川市(川上、加子母、付知町)

44 恵那5 中津川市(上野、田瀬、下野、高山、山口、馬籠)

45 恵那6 中津川市(坂下、福岡)

46 下呂1 下呂2・3・4を除く全域

47 下呂2 下呂市馬瀬（川上・黒石）

48 下呂3 下呂市小坂町（落合1　御嶽橋以遠～鈴蘭口手前まで、湯屋、大
洞）49 下呂4 下呂市小坂町（落合2　鈴蘭口以遠～追分け手前まで）

50 下呂5 下呂市小坂町（落合3　追分け以遠）

51 下呂6 下呂市金山町

52 高山1 高山2、3、4、5、6、7を除く全域

53 高山2 白川村

54 高山3

高山市(滝町・岩井町・大島町)、
高山市丹生川町(新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・
法力・瓜田・大谷を除く全域)、
高山市清見町(大原・楢谷・森茂・大谷・江黒)、
高山市(久々野町(山梨を除く全域)、朝日町(高山4を除く全域)

55 高山4 高山市荘川町

56 高山5 高山市朝日町(胡桃島・西洞・宮之前・桑之島)

57 高山6 高山市丹生川町（乗鞍）

58 高山7 高山市高根町（高山7を除く)

59 高山8 高山市高根町（小日和田、日和田、野麦、阿多野郷）

60 古川1 古川2、3、4、5、6、7、8、9、10を除く全域

61 古川2

高山市（上宝町)
高山市奥飛騨温泉郷（古川6、7除く）
飛騨市神岡町（古川9を除く）
飛騨市神岡町（打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・
大多和・佐古・跡津川）

62 古川3
飛騨市宮川町（万波）
飛騨市神岡町（打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・
大多和・佐古・跡津川）

63 古川4 高山市奥飛騨温泉郷（平湯）

64 古川5 高山市（上宝町（神坂、中尾、栃尾、一重ヶ根、福地)）

65 古川6 飛騨市河合町（天生、二ツ星）
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平成26年度

県番号地域No.単価地区名 適　用

1 岐阜1
岐阜市、各務原市、羽島市、山県市（岐阜2、3、4、5を除く）、
岐南町、笠松町、北方町、瑞穂市、本巣市（岐阜6,7,8を除く）

2 岐阜2 山県市旧美山町（岐阜3、4、5を除く全域）

3 岐阜3 山県市旧美山町（神崎・円原・葛原・片原）

4 岐阜4 山県市旧美山町（谷合・片狩・馬場）

5 岐阜5 山県市旧美山町（出戸・相戸・柿野）

6 岐阜6 本巣市根尾（岐阜7,8を除く全域）

7 岐阜7 本巣市根尾（大河原・越波・上大須・黒津・能郷）

8 岐阜8 本巣市根尾（長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田）

9 大垣
大垣市、海津市、垂井町、神戸町、輪之内町、関ヶ原町、安八町
養老町

10 揖斐1 揖斐2、3、4、5、6を除く

11 揖斐2 揖斐川町(春日(美束・中山・川合))

12 揖斐3 揖斐川町(坂内)

13 揖斐4 揖斐川町(旧藤橋村（揖斐5、6を除く）)

14 揖斐5 揖斐川町(旧藤橋村（塚・櫨原・山手・門入・戸入・開田・徳山）)

15 揖斐6 揖斐川町(旧藤橋村（鶴見、東杉原、東横山、西横山）)

16 美濃1 関市（美濃2、3、4を除く全域）、美濃市（美濃2を除く全域）

17 美濃2
美濃市（乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・蕨生・片知・神洞）、
関市(武芸川町、富之保、中之保、下之保)

18 美濃3 関市(洞戸、上之保)

19 美濃4 関市(板取)

20 郡上1 郡上2、３、４、５、６、７、８除く全域

21 郡上2 郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・入間)、白鳥町(郡上
3、5を除く全域)、和良町）

22 郡上3 郡上市(白鳥町（前谷・千田野・歩岐島・長滝・二日町））

23 郡上4 郡上市(大和町(内ヶ谷））

24 郡上5 郡上市(白鳥町（石徹白）

25 郡上6 郡上市(高鷲町）

26 郡上7 郡上市(明宝（小川））

27 郡上8 郡上市(明宝（小川を除く））

28 可茂1 美濃加茂市、可児市（兼山を除く）、坂祝町、富加町、川辺町

29 可茂2 七宗町、八百津町（加茂3を除く全域）、御嵩町、可児市兼山

30 可茂3 八百津町（潮見・福地・久田見・南戸）

31 可茂4 白川町（加茂5を除く全域）

32 可茂5 白川町（上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河）、東白川村

33 多治見1 多治見市、土岐市（多治見2を除く）

34 多治見2 瑞浪市、土岐市（鶴里町・曽木町）

35 恵那1 恵那市（恵那2を除く全域）
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36 恵那2 中津川市（恵那３，４を除く全域）、恵那市（飯地町・笠置町・中野
方町・串原・上矢作町)

37 恵那3 中津川市(川上、加子母、付知町)

38 恵那4 中津川市(坂下、上野、田瀬、下野、福岡、高山、山口、馬籠)

39 下呂1 下呂2・3・4を除く全域

40 下呂2 下呂市馬瀬（川上・黒石）

41 下呂3 下呂市小坂町（落合2　鈴蘭口以遠～追分け手前まで）

42 下呂4 下呂市小坂町（落合3　追分け以遠）

43 下呂5 下呂市小坂町（湯屋、大洞）

44 下呂6 下呂市金山町

45 高山1 高山2、3、4、5、6、7を除く全域

46 高山2 白川村

47 高山3

高山市(滝町・岩井町・大島町)、
高山市丹生川町(新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・
法力・瓜田・大谷を除く全域)、
高山市清見町(大原・楢谷・森茂・大谷・江黒)、
高山市荘川町、
高山市(久々野町(山梨を除く全域)、朝日町(高山4を除く全域)

48 高山4 高山市朝日町(胡桃島・西洞・宮之前・桑之島)

49 高山5 高山市丹生川町（乗鞍）

50 高山6 高山市高根町（高山7を除く)

51 高山7 高山市高根町（小日和田、日和田、野麦、阿多野郷）

52 古川1 古川2、3、4、5、6、7、8、9、10を除く全域

53 古川2 高山市（上宝町)

54 古川3
飛騨市(宮川町(落合・大無雁・岸奥・小谷・野首・林・牧戸・丸山・
巣之内・種蔵・菅沼・三川原・高牧・西忍・森安・万波）

55 古川4 飛騨市宮川町（万波）

56 古川5 高山市奥飛騨温泉郷（古川6、7除く）

57 古川6 高山市奥飛騨温泉郷（平湯）

58 古川7 高山市奥飛騨温泉郷（神坂、中尾、栃尾、一重ヶ根、福地)

59 古川8 飛騨市神岡町（古川9を除く）

60 古川9 飛騨市神岡町（打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・
大多和・佐古・跡津川）

61 古川10 飛騨市河合町（天生、二ツ星）
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