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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

１平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路の状況 の水道、ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格 道の整備の状況 限で主要なもの

　  (円)   (㎡)
富津 富津市 住宅 駅に近く医院や空地も見 北西　      6m 水道 大貫 （都）

千種新田字下水越５７４番２５外 20,500 343 1.2:1   られる住宅地域 市道 １住居
(  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2    300m 　 　　

富津 富津市 住宅 漁家住宅、一般住宅に漁 北　　      5m 水道 青堀
富津字浜町１９８５番 21,000 178   1:3   業関連施設が混在する漁 市道 １住居

港に近い住宅地域 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    4.6km 　 高度

富津 富津市 台形 住宅 一般住宅、アパート等が 北　　    5.5m 水道 青堀
青木字中筋１１９０番 16,300 832   1:1.2 混在する既存の住宅地域 市道 １低専

(  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2      2km 　 　　

富津 富津市 住宅 中規模住宅の多い在来の 南　　      4m 水道 上総湊 「都計外」
湊字大田原３８０番５ 17,500 314   1:1.5 普通住宅地域 市道

(県)  -  4 Ｗ2    900m 　 　　

富津 富津市 住宅 区画整理後の空地が多い 南西　      6m 水道 青堀
大堀字中原２２８８番３ 29,000 208   1:1.2 駅近くの住宅地域 市道 ガス １住居

(  60, 200)
(県)  -  5 Ｓ3    250m 　 高度

背面道
富津 富津市 住宅 中規模一般住宅に別荘も 南西　    3.5m 水道 佐貫町 「都計外」

八幡字仲町１２９番 15,400 251   1:1.2 見られる住宅地域 市道

(県)  -  6 Ｗ2 北西    1.6km 　 　　
側道

富津 富津市 住宅 中小規模の一般住宅が混 南東　      6m 水道 青堀
大堀３丁目７番１１ 26,000 126   1:1   在する区画整理済みの住 市道 ガス １中専

宅地域 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2    750m 　 高度

富津 富津市 住宅 一般住宅の中に店舗等が 南東　    4.5m 水道 青堀
大堀字東１４９９番２ 21,000 176   1:1.5 見られる既存の住宅地域 市道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2    850m 　 高度

富津 富津市 住宅 漁家住宅、釣宿等が軒を 南　　      5m 水道 浜金谷 「都計外」
金谷字本町４１３７番 18,600 89   1:1.2 連ねる住宅地域 市道

(県)  -  9 Ｗ2    630m 　 　　

富津 富津市 住宅 中規模一般住宅が建ち並 南東　    4.5m 水道 大貫 （都）
西大和田字小原１１１４番７ 19,000 165   1:1.5 ぶ閑静な住宅地域 私道 １中専

(  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2    1.7km 　 　　

富津 富津市 店舗兼住宅 小規模店舗併用住宅等が 北　　      7m 水道 青堀
富津字仲町１７８１番 25,200 180   1:2   建ち並ぶ県道沿いの既成 県道 商業

商業地域 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ1      4km 準防 　　

富津 富津市 住宅 畑、山林が多く農家が点 西　　      4m 水道 大貫 「調区」
篠部字下中原１４４６番２ 11,800 300   1:1.2 在する地域 市道

(  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2    1.8km 　 　　


