
Ｎｏ.15　新潟県

平成27年4月

県番号 地域No. 単価地区名 適　用
1 村上1 村上市北部
2 村上2 村上市北東部
3 村上3 村上市旧朝日村中西部
4 村上4 村上市旧朝日村中東部
5 村上5 村上市西部、南部
6 村上6 村上市東部（旧朝日村南部）、関川村北東部
7 村上7 村上市最東部
8 村上8 粟島浦村
9 村上9 村上市北西部
10 新発田1 胎内市北部
11 新発田2 新発田市北部（旧紫雲寺町,加治川村を含む）
12 新発田3 新発田市西部
13 新発田4 胎内市中部
14 新発田5 新発田市東部、胎内市南部
15 新発田6 新発田市中部
16 新発田7 阿賀野市
17 新津1 新潟市秋葉区
18 新津2 五泉市
19 新津3 新潟市南東部（旧小須戸町）
20 津川1 阿賀町（北東部、南部を除く）
21 津川2 阿賀町北東部、南部
22 新潟1 新潟市北部
23 新潟2 新潟市旧白根市
24 新潟3 新潟市西区

25 巻1
新潟市旧巻町、西川町、岩室村、味方村、潟東
村、月潟村、中之口村

26 三条4 燕市、弥彦村
27 三条1 三条市（南東部を除く）、加茂市、田上町
28 三条2 三条市南東部
29 三条3 三条市（南東部を除く　旧下田村）
30 長岡7 長岡市中之島、見附市
31 長岡1 長岡市中部
32 長岡2 長岡市栃尾北部
33 長岡3 長岡市栃尾西部
34 長岡4 長岡市山古志南部
35 長岡5 長岡市山古志北部
36 長岡6 長岡市栃尾市東部、南部
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県番号 地域No. 単価地区名 適　用
37 長岡8 小千谷市、長岡市川口
38 長岡9 長岡市三島、与板
39 長岡10 出雲崎町
40 長岡11 長岡市寺泊、和島
41 長岡12 長岡市小国
42 魚沼1 魚沼市西部
43 魚沼2 魚沼市中北部
44 魚沼3 魚沼市中南部、北西部
45 魚沼4 魚沼市北東部
46 魚沼5 魚沼市東部
47 魚沼6 魚沼市南東部
48 十日町1 十日町市（南部、西部を除く）、津南町北部
49 十日町2 十日町市南部、津南町南部
50 十日町3 十日町市西部（旧松代町、松之山町）
51 南魚沼1 南魚沼市（東部を除く）
52 南魚沼2 湯沢町北部
53 南魚沼3 湯沢町西部、南魚沼市東部、湯沢町東部
54 柏崎1 柏崎市（南部、中南部を除く）、刈羽村
55 柏崎2 柏崎市中南部
56 柏崎3 柏崎市南部、柏崎南東部
57 柏崎4 柏崎市南西部（女谷周辺）
58 柏崎5 柏崎市南西部（鵜川、市野新田）

59 上越5
上越市北東部（吉川区周辺）、上越市南西部
（板倉区西部）、妙高市南東部

60 上越6
上越市中東部（大島区南部、安塚区南部、浦
川原区南西部、牧区）

61 上越7
上越市北東部、上越市南東部、妙高市東部、
妙高市南東部

62 上越9 上越市北西部（横畑周辺、中之俣周辺）

63 上越1
上越市北西部（名立区、横畑周辺、中之俣周
辺除く）

64 上越2 上越市中部、妙高市北部、妙高市中部
65 上越3 上越市南西部、妙高市西部、妙高市北西部
66 上越10 上越市東部、上越市南東部
67 上越8 上越市名立区南部
68 上越4 上越市名立区北部
69 糸魚川1 糸魚川市北部
70 糸魚川2 糸魚川市東部、糸魚川市南部
71 糸魚川4 糸魚川市南東部
72 糸魚川3 糸魚川市南部、糸魚川東端部
73 佐渡1 佐渡市（北部、南東部除く）
74 佐渡2 佐渡市南東部
75 佐渡3 佐渡市北部
76 佐渡4 佐渡市北端部
77 佐渡5 佐渡市北西部（海岸部）
78 佐渡6 佐渡市高千周辺
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県番号 地域No. 単価地区名 適　用

平成26年度

県番号 地域No. 単価地区名 適　用
1 村上1 村上市北部
2 村上2 村上市北東部
3 村上3 村上市旧朝日村中西部
4 村上4 村上市旧朝日村中東部
5 村上5 村上市西部、南部
6 村上6 村上市東部（旧朝日村南部）、関川村北東部
7 村上7 村上市最東部
8 村上8 粟島浦村
9 村上9 村上市北西部
10 新発田1 胎内市北部
11 新発田2 新発田市北部（旧紫雲寺町,加治川村を含む）
12 新発田3 新発田市西部
13 新発田4 胎内市中部
14 新発田5 新発田市東部、胎内市南部
15 新発田6 新発田市中部
16 新発田7 阿賀野市
17 新津1 新潟市秋葉区
18 新津2 五泉市
19 新津3 新潟市南東部（旧小須戸町）
20 津川1 阿賀町（北東部、南部を除く）
21 津川2 阿賀町北東部、南部
22 新潟1 新潟市北部
23 新潟2 新潟市旧白根市

24 巻1
新潟市旧巻町、西川町、岩室村、味方村、潟東
村、月潟村、中之口村

25 三条4 燕市、弥彦村
26 三条1 三条市（南東部を除く）、加茂市、田上町
27 三条3 三条市（南東部を除く　旧下田村）
28 長岡7 長岡市中之島、見附市
29 長岡1 長岡市中部
30 長岡2 長岡市栃尾北部
31 長岡3 長岡市栃尾西部
32 長岡4 長岡市山古志南部
33 長岡5 長岡市山古志北部
34 長岡6 長岡市栃尾市東部、南部
35 長岡8 小千谷市、長岡市川口
36 長岡9 長岡市三島、与板
37 長岡10 出雲崎町
38 長岡11 長岡市寺泊、和島
39 長岡12 長岡市小国
40 魚沼1 魚沼市西部
41 魚沼2 魚沼市中北部
42 魚沼3 魚沼市中南部、北西部
43 魚沼4 魚沼市北東部
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県番号 地域No. 単価地区名 適　用
44 魚沼5 魚沼市東部
45 魚沼6 魚沼市南東部
46 十日町1 十日町市（南部、西部を除く）、津南町北部
47 十日町2 十日町市南部、津南町南部
48 十日町3 十日町市西部（旧松代町、松之山町）
49 南魚沼1 南魚沼市（東部を除く）
50 南魚沼2 湯沢町北部
51 南魚沼3 湯沢町中部
52 南魚沼4 湯沢町西部、南魚沼市東部、湯沢町東部
53 柏崎1 柏崎市（南部、中南部を除く）、刈羽村
54 柏崎2 柏崎市中南部
55 柏崎3 柏崎市南部
56 柏崎4 柏崎市南西部、柏崎南東部

57 上越5
上越市北東部（吉川区周辺）、上越市南西部
（板倉区西部）、妙高市南東部

58 上越6
上越市中東部（大島区南部、安塚区南部、浦
川原区南西部、牧区）

59 上越7
上越市北東部、上越市南東部、妙高市東部、
妙高市南東部

60 上越9 上越市北西部（横畑周辺、中之俣周辺）

61 上越1
上越市北西部（名立区、横畑周辺、中之俣周
辺除く）

62 上越2 上越市中部、妙高市北部、妙高市中部
63 上越3 上越市南西部、妙高市西部、妙高市北西部
64 上越10 上越市東部、上越市南東部
65 上越8 上越市名立区南部
66 上越4 上越市名立区北部
67 糸魚川1 糸魚川市北部
68 糸魚川2 糸魚川市東部、糸魚川市南部
69 糸魚川4 糸魚川市南東部
70 糸魚川3 糸魚川市南部
71 糸魚川5 糸魚川市北東部、糸魚川市西部
72 佐渡1 佐渡市（北部、南東部除く）
73 佐渡2 佐渡市南東部
74 佐渡3 佐渡市北部
75 佐渡4 佐渡市北端部
76 佐渡5 佐渡市高千周辺
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