
○○番地表示 ○番○号表示 平成30年12月1日現在

あ う 春日新田三丁目 鴨島一丁目 ※ こ 栄町 大字 下箱井

大字 青木 大字 牛池新田 春日新田四丁目 鴨島二丁目 大字 小泉 桜町 大字 下馬場

大字 青野 大字 後谷 春日新田五丁目 鴨島三丁目 高土町一丁目 大字 佐内 大字 下真砂

大字 赤塚新田 大字 宇津尾 春日野一丁目 大字 川端 高土町二丁目 佐内町 下門前

大字 朝日 春日野二丁目 川原町 高土町三丁目 大字 三交 大字 下吉新田

東町 え 春日山町一丁目 き 高土町受地 大字 三田 大字 下吉野

大字 愛宕国分 大字 夷浜 春日山町二丁目 大字 木島 大字 高和町 大字 三田新田 大字 下四ツ屋

大字 天野原新田 大字 夷浜新田 春日山町三丁目 大字 木田 大字 五ヶ所新田 大字 三伝 大字 十二ノ木

大字 荒町 大字 上荒浜 木田一丁目 国府一丁目 し 大字 上雲寺

大字 荒屋 お 大字 上池部 木田二丁目 国府二丁目 大字 塩荷谷 昭和町一丁目

大字 有間川 大字 小池 大字 上稲田 木田三丁目 国府三丁目 大字 塩屋 昭和町二丁目

大字 小池新田 大字 上宇山 大字 北方 国府四丁目 大字 塩屋新田 新光町一丁目

い 大字 大口 大字 上源入 北城町一丁目 大字 小猿屋 塩屋新田 （179～） 新光町二丁目

大字 飯 大手町 上源入（472～） 北城町二丁目 大字 小猿屋新田 大字 四ヶ所 新光町三丁目

大字 飯田 大字 大貫 大字 上五貫野 北城町三丁目 大字 居多 大字 七ヶ所新田 大字 新長者原

大字 飯塚 大貫一丁目 大字 上島 北城町四丁目 大字 小滝 大字 島田 新南町

大字 池 大貫二丁目 大字 上島（旧大日古川新田） 大字 木田新田 五智一丁目 大字 島田上新田 大字 新保古新田

大字 池ノ端 大貫三丁目 大字 上正善寺 木田新田一丁目 五智二丁目 大字 島田下新田 新町

大字 石川 大貫四丁目 上昭和町 木田新田二丁目 五智三丁目 大字 下荒浜

大字 石沢 大字 大場 大字 上新町 大字 北新保 五智四丁目 大字 下池部 す

石橋 大字 大渕 大字 上曽根 大字 北田中 五智五丁目 大字 下稲田 大字 杉野袋

石橋一丁目 大町一丁目 大字 上千原 大字 北谷 五智六丁目 大字 下稲塚 大字 薄袋

石橋二丁目 大町二丁目 大字 上綱子 大字 北田屋新田 大字 五智国分 大字 下宇山 住吉町

大字 石橋新田 大町三丁目 大字 上富川 北本町一丁目 五智新町 大字 下源入 大字 諏訪

大字 市野江 大町四丁目 大字 上中田 北本町二丁目 御殿山町 下源入（518～） 大字 諏訪分

大字 稲 大町五丁目 大字 上名柄 北本町三丁目 大字 五野井 大字 下五貫野

稲田一丁目 大字 岡崎新田 大字 上野田 北本町四丁目 大字 駒林 大字 下正善寺 た

稲田二丁目 大字 岡原 大字 上箱井 大字 儀明 大字 子安 大字 下新田 大学前

稲田三丁目 大字 上真砂 大字 京田 子安（1194～） 大字 下新町 大字 大豆

稲田四丁目 か 大字 上門前 大字 桐原 大字 子安新田 大字 下曽根 大豆一丁目

大字 稲谷 加賀町 大字 上湯谷 子安新田 大字 下綱子 大豆二丁目

大字 稲荷 大字 鍛冶免分 大字 上吉新田 く 大字 下百々 大字 大道新田

大字 茨沢 大字 春日 大字 上吉野 大字 熊塚 さ 大字 下富川 大字 大道福田

大字 今池 大字 春日新田 大字 鴨島 大字 黒井 幸町 大字 下中田 大道福田(554～)

大字 今泉 春日新田一丁目 鴨島（1072～） 大字 黒田 栄町一丁目 大字 下名柄 大字 大日

大字 岩木 春日新田二丁目 鴨島一丁目 ※ 栄町二丁目 大字 下野田 大字 大日（旧大日新田）

※ 鴨島一丁目、南本町一丁目は住居表示担当者へ照会してください。

合併前上越市 町・字別住所表示（番地表示・住居表示）一覧表

（住居表示）
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合併前上越市 町・字別住所表示（番地表示・住居表示）一覧表

（住居表示）

大字 高崎新田 と 中門前二丁目 東城町一丁目 本町二丁目 大字 宮野尾 大字 横畑

大字 高住 大字 土合 中門前三丁目 東城町二丁目 本町三丁目 大字 妙油 大字 吉浦

大字 高田新田 東雲町一丁目 大字 中屋敷 東城町三丁目 本町四丁目 大字 吉岡

大字 高津 東雲町二丁目 大字 鍋ヶ浦 大字 東中島 本町五丁目 む 大字 四辻町

大字 高森 大字 土口 大字 東原 本町六丁目 大字 向橋 大字 米岡

大字 滝寺 大字 轟木 に 東本町一丁目 本町七丁目 大字 虫川 米町

大字 田沢新田 大字 戸野目 大字 西市野口 東本町二丁目 大字 本道 大字 虫生岩戸

大字 辰尾新田 大字 戸野目古新田 大字 西ヶ窪浜 東本町三丁目 わ

大字 丹原 大字 富岡 西城町一丁目 東本町四丁目 ま も 大字 脇野田

富岡（3437～） 西城町二丁目 東本町五丁目 大字 増沢 本城町

とよば 西城町三丁目 大字 東吉尾 大字 松塚 大字 本町者原

ち 西城町四丁目 大字 毘沙門国分寺 大字 松村新田 大字 元屋敷

大字 地頭方 な 大字 西田中 日之出町 大字 丸山新田 大字 森田

大字 茶屋ヶ原 大字 直江津 大字 西戸野 大字 平岡 大字 門田新田

中央一丁目 大字 長岡 大字 西鳥越 み

中央二丁目 大字 長岡新田 西本町一丁目 ふ 大字 三ツ橋 や

中央三丁目 大字 長面 西本町二丁目 大字 福岡新田 三ツ橋（1472～） 大字 安江

中央四丁目 大字 中桑取 西本町三丁目 大字 福田 大字 三ツ橋新田 安江一丁目

中央五丁目 大字 中桑取新田 西本町四丁目 福田町 大字 三ツ屋 安江二丁目

大字 長者町 大字 中正善寺 大字 西松野木 大字 福橋 三ツ屋町 安江三丁目

大字 中田新田 大字 西谷内 大字 藤新田 大字 皆口 八千浦

つ 大字 中田原 大字 西山寺 藤新田一丁目 港町一丁目 大字 八幡

大字 塚田新田 中通町 大字 西横山 藤新田二丁目 港町二丁目 大字 藪野

大字 土橋 大字 中々村新田 大字 西吉尾 大字 藤塚 大字 南方 大和一丁目

土橋(2420～) 大字 中ノ俣 大字 藤野新田 南城町一丁目 大和二丁目

大字 剱 大字 中箱井 の 藤野新田（1168～） 南城町二丁目 大和三丁目

大字 鶴町 大字 長浜 大字 野尻 大字 藤巻 南城町三丁目 大和四丁目

仲町一丁目 藤巻 南城町四丁目 大和五丁目

て 仲町二丁目 は 大字 古城 大字 南新保 大和六丁目

大字 寺 仲町三丁目 大字 灰塚 南新町 山屋敷町

大字 寺分 仲町四丁目 大字 花立 へ 南高田町

大字 寺町 仲町五丁目 平成町 大字 南田屋新田 ゆ

寺町一丁目 仲町六丁目 ひ 南本町一丁目※ 大字 遊光寺浜

寺町二丁目 大字 中真砂 大字 東市野口 ほ 南本町一丁目※

寺町三丁目 大字 中門前 大字 東稲塚新田 大字 本新保 南本町二丁目 よ

田園 中門前一丁目 大字 東京田 本町一丁目 南本町三丁目 大字 横曽根

※ 鴨島一丁目、南本町一丁目は住居表示担当者へ照会してください。


