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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)   (㎡)
鴨川 鴨川市 住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画 南東　    5.2m 水道 安房鴨川 （都）

広場字渚ノ谷１１９３番９ 29,600 212   1:1.5 整然とした住宅地域 市道
(  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ1    1.7km 　 　　

鴨川 鴨川市 住宅 中規模農家住宅の中に店 南　　     11m 水道 安房鴨川 「都計外」
仲字鬼塚２７３番２外 7,800 1857 1.2:1   舗等が見られる県道沿い 県道

の住宅地域
(県)  -  2 Ｗ2    8.8km 　 　　

鴨川 鴨川市 住宅 一般住宅の中に別荘等が 北　　    2.5m 水道 江見 （都）
東江見字畑ケ中４１７番 21,900 304 1.5:1   混在する既成住宅地域 市道

(  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2 東    150m 　 　　

側道
鴨川 鴨川市 住宅 小規模一般住宅の中に空 北西　      4m 水道 安房鴨川 （都）

横渚字上原１４７１番８ 27,300 115 1.2:1   地等が見られる県道背後 市道
の新興住宅地域 (  70, 200)

(県)  -  4 Ｗ2    1.2km 　 　　

鴨川 鴨川市 住宅 一般住宅、民宿が混在す 南　　      4m 水道 太海 （都）
太海字仲村１９７９番 17,800 158   1:1.2 る海岸に近い既存の住宅 市道

地域 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ2    340m 　 　　

鴨川 鴨川市 住宅 一般住宅の中に民宿等が 南　　      4m 水道 安房天津 （都）
天津字新町２０４１番 21,700 403 1.2:1   見られる国道背後の既成 市道

住宅地域 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ1    1.7km 　 　　

鴨川 鴨川市 住宅 国道背後の古くからの漁 東　　      4m 水道 安房天津 （都）
天津字浜町１４７７番２外 22,000 214 1.2:1   師住宅の多い住宅地 市道

(  70, 200)
(県)  -  7 Ｗ1 南    800m 　 　　

側道
鴨川 鴨川市 住宅 一般住宅が多く小売店舗 南西　      5m 水道 安房天津 （都）

浜荻字西中通１６２１番２ 21,200 119   1:1.5 が見られる既成住宅地域 市道
(  70, 200)

(県)  -  8 Ｗ2    1.6km 　 　　
背面道

鴨川 鴨川市 住宅 一般住宅の中に空地等が 西　　    3.6m 水道 安房小湊 （都）
内浦字下梅田４６５番１ 21,100 267 1.2:1   見られる高台の既成住宅 市道

地域 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2    400m 　 　　

鴨川 鴨川市 店舗 駐車場等の空地が多い駅 南東　      9m 水道 安房鴨川 （都）
横渚字沼里１１０２番４ 43,000 645   1:1.2 周辺の新興の商業地域 市道

(  70, 400)
(県) 5-  1 Ｓ2    230m 　 　　

鴨川 鴨川市 店舗兼住宅 中小規模の小売店舗が集 北西　      6m 水道 安房鴨川 （都）
前原字稲荷町２３１番外 30,000 221   1:1   まる市道沿いの既成商業 市道

地域 (  70, 200)
(県) 5-  2 Ｗ2    620m 　 　　

鴨川 鴨川市 店舗兼住宅 小規模の小売店舗が建ち 東　　      8m 水道 安房天津 （都）
天津字芝１０９０番３１ 30,300 82   1:1.2 並ぶ県道沿いの既成商業 県道

地域 (  70, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2    250m 　 　　


