
 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
沼南 東葛飾郡沼南町 住宅 畑地の多い一般住宅、県 東　　    4.5m 水道 高柳

高柳字向原１４７１番１１外 85,000 165   1:1   営住宅が混在する住宅地 町道 ガス １低専
域 (  50, 100)

(県)  -  1 Ｗ2    500m 　 　　

沼南 東葛飾郡沼南町 住宅 一般住宅の中に空地も残 北東　      6m 水道 五香
しいの木台３丁目７番６ 103,000 180   1:1.2 る区画整理済みの住宅地 町道 ガス １低専

域 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2    1.9km 　 　　

沼南 東葛飾郡沼南町 住宅 中規模の一般住宅の中に 北東　      5m 水道 高柳
高柳新田字中峠１７番２９外 84,000 204 1.5:1   空地等が見られる住宅地 私道 ガス １低専

域 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2    1.3km 　 　　

沼南 東葛飾郡沼南町 住宅 中規模の一般住宅が多い 南東　      6m 水道 柏
大津ケ丘４丁目１５番１１ 90,000 265   1:1.2 区画整然とした住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｓ2    4.8km 　 　　

沼南 東葛飾郡沼南町 住宅 中規模一般住宅が多い区 南　　      6m 水道 柏
塚崎２丁目５番２１ 82,000 158   1:1.2 画整然とした住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  60, 150)
(県)  -  5 Ｗ2    5.1km 　 　　

沼南 東葛飾郡沼南町 住宅 兼業農家住宅等が建ち並 西　　      6m 水道 柏 「調区」
泉字南１４２６番 27,000 776 1.5:1   ぶ県道背後の住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2    8.6km 　 　　

酒々井 印旛郡酒々井町 住宅 区画整然とした大規模開 東　　      6m 水道 酒々井
中央台２丁目１４番１０ 69,000 227   1:1.2 発の一般住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2    650m 　 　　

酒々井 印旛郡酒々井町 住宅 在来の住宅が多い一般住 西　　      4m 水道 京成酒々井
上岩橋字岩崎３４８番５ 56,600 165   1:1.5 宅地域 私道 １住居

下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    600m 　 高度

酒々井 印旛郡酒々井町 住宅 区画整然とした大規模開 南　　      6m 水道 酒々井
東酒々井４丁目４番１４５ 66,500 198   1:1   発の一般住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2    750m 　 　　

酒々井 印旛郡酒々井町 住宅 中規模開発の空地も残る 西　　      8m 水道 酒々井
上本佐倉１丁目６番４ 44,000 169 1.2:1   一般住宅地域 町道 １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｓ2    2.7km 　 　　

酒々井 印旛郡酒々井町 不整形 住宅 農地、山林に囲まれた農 南東　      4m 水道 酒々井 「調区」
尾上字馬場３５４番 12,000 1682 1.5:1   家集落の住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2    2.5km 　 　　

印旛 印旛郡印旛村 住宅 中規模住宅が多い区画整 南東　    6.2m 水道 京成酒々井
平賀学園台３丁目５番６ 42,000 185   1:1   然とした新興住宅地域 村道 ガス １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2      3km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
印旛 印旛郡印旛村 住宅 農家住宅が見られる古く 東　　      4m 京成臼井 「調区」

吉田字馬々台１７０５番 11,400 1147   1:1   からの住宅地域 村道
(  60, 200)

(県)10-  1 Ｗ1    6.3km 　 　　

印旛 印旛郡印旛村 住宅 農地、山林に囲まれた農 南　　      5m 水道 印旛日本医大 「調区」
山田字殿司７８３番２外 12,500 978 1.5:1   家集落地域 村道

(  60, 200)
(県)10-  2 Ｗ1    4.8km 　 　　

本埜 印旛郡本埜村 不整形 住宅 農家住宅、一般住宅等が 南　　    3.5m 小林 「調区」
滝字古内２８１番２外 16,500 1659   1:2   混在する県道背後の住宅 村道

地域 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2    2.1km 　 　　

本埜 印旛郡本埜村 住宅 農家住宅が建ち並ぶ県道 南東　      5m 小林 「調区」
中根字高木内２４４番２ 13,000 1408   1:1.5 背後の住宅地域 村道

(  60, 200)
(県)10-  2 Ｗ1    3.3km 　 　　

栄 印旛郡栄町 住宅 中規模一般住宅が多い区 南西　      6m 水道 安食
安食字田中２３８０番９１ 48,500 222   1:1.2 画整然とした住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2    900m 　 　　

栄 印旛郡栄町 住宅 中規模一般住宅、アパー 西　　    5.2m 水道 安食
安食字谷前３６７８番２２ 38,200 207   1:1   ト等が建ち並ぶ住宅地域 町道 ガス １住居

下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    1.2km 　 　　

栄 印旛郡栄町 住宅 中規模の一般住宅が並ぶ 南東　      6m 水道 安食
安食台２丁目２３番１３ 55,100 171   1:1   大規模分譲住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2      1km 　 　　

栄 印旛郡栄町 事務所 中小規模の小売店舗、飲 南東　     16m 水道 安食
安食台２丁目２６番１９ 80,000 172   1:1.2 食店等が集まる大規模分 町道 ガス 近商

譲地内の商業地域 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2    800m 　 　　

栄 印旛郡栄町 倉庫 中小規模の工場が多い利 南東　     10m 水道 安食
矢口神明２丁目３番６外 23,000 3305   1:2   根川沿いの新興の工業団 町道 ガス 工専

地 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2F1B    6.2km 　 　　

栄 印旛郡栄町 台形 住宅 背後に水田地帯が広がる 南東　    4.6m 水道 安食 「調区」
四箇字中耕地６６番 10,700 1252   1:2   旧来からの農家住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2 南西    2.5km 　 　　

側道
下総 香取郡下総町 住宅 農家住宅が建ち並ぶ国道 西　　    3.8m 滑河 （都）

大和田字西谷ツ４１５番 10,000 536 1.2:1   背後の農家集落地域 町道 １住居
(  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2    1.6km 　 　　

下総 香取郡下総町 住宅 中小規模一般住宅が多い 南西　      4m 滑河 （都）
猿山字下宿４３８番５ 24,000 177   1:1.5 駅前の既成住宅地域 道路 １住居

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    100m 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
下総 香取郡下総町 住宅 一般住宅の中に空地が多 北西　    5.5m 水道 滑河 （都）

成井字浅間脇４１８番２外 10,900 138   1:1.5 い中規模の住宅地域 私道
下水 (  60, 200)

(県)  -  3 Ｗ2    5.5km 　 　　

下総 香取郡下総町 台形 住宅 農家住宅のほか一般住宅 南西　      4m 滑河 （都）
西大須賀字前里１７８５番 11,500 537 1.2:1   も見られる県道背後の農 町道 １住居

家集落地域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｓ2    2.3km 　 　　

下総 香取郡下総町 住宅 農家住宅の中に農地等が 南西　    3.7m 下総神崎 （都）
名木字出羽口８１７番 9,000 584 1.2:1   見られる農家集落地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ1    4.8km 　 　　

神崎 香取郡神崎町 住宅 一般住宅、店舗併用住宅 南　　      8m 水道 下総神崎 「都計外」
郡字上江口２６１番 23,100 289 1.5:1   等が見られる国道沿いの 国道

住宅地域
(県)  -  1 Ｗ2    300m 　 　　

神崎 香取郡神崎町 住宅 一般住宅のほか空地も多 南東　      5m 水道 下総神崎 「都計外」
立野字西５２１番２７５ 11,900 162   1:1.2 く見られる中規模の分譲 私道 ガス

住宅地域 下水
(県)  -  2 Ｗ2    1.8km 　 　　

神崎 香取郡神崎町 住宅 農家住宅が多い農村集落 南西　      4m 水道 下総神崎 「都計外」
小松字馬場３３５番１ 9,200 808   1:1.5 地域 町道

(県)  -  3 Ｗ1    2.2km 　 　　

神崎 香取郡神崎町 住宅 農家住宅が多い農村集落 南　　      4m 水道 下総神崎 「都計外」
古原甲字下口甲１０番 7,000 920   1:2   地域 町道

(県)  -  4 Ｗ1      4km 　 　　

神崎 香取郡神崎町 店舗 低層店舗が建ち並ぶ国道 北東　    6.7m 水道 下総神崎 「都計外」
神崎本宿字横町１９２７番３外 24,300 869   1:1.5 沿いの路線商業地域 国道

(県) 5-  1 Ｓ1 北西    1.5km 　 　　
側道

大栄 香取郡大栄町 住宅 一般住宅のほか空地の見 北東　      6m 水道 下総神崎 （都）
稲荷山字内野３９１番３２ 12,200 146 1.2:1   られる中規模の分譲住宅 町道 ガス １低専

地域 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2      6km 　 　　

大栄 香取郡大栄町 住宅 中規模一般住宅が建ち並 南東　    4.5m 成田 （都）
十余三字一坪田入２４５番２４６７ 13,000 143 1.2:1   ぶ県道背後の分譲住宅地 私道

域 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     12km 　 　　

大栄 香取郡大栄町 台形 住宅 農家住宅が多く見られる 西　　      5m 成田 （都）
松子字根小屋セ１３３番１ 10,500 760 2.5:1   国道背後の農村集落地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1   13.7km 　 　　

大栄 香取郡大栄町 住宅 一般住宅のほかに農家住 東　　      4m 水道 佐原 （都）
所字南割１２２７番３ 12,500 310   1:1.2 宅等も見られる国道背後 町道

の住宅地域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    6.7km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
大栄 香取郡大栄町 住宅 農地等の中に一般住宅、 北西　      4m 成田 （都）

十余三字長渡３７６番６４ 8,500 816 1.2:1   農家住宅が点在する地域 町道
(  60, 200)

(県)  -  5 Ｗ2     15km 　 　　

小見川 香取郡小見川町 住宅 中規模の一般住宅が多い 北東　      4m 水道 小見川 （都）
小見川字野際１０７１番１ 30,900 330   1:1   住宅地域 町道 １住居

下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    520m 　 　　

背面道
小見川 香取郡小見川町 住宅 中規模一般住宅が建ち並 北　　    5.5m 水道 小見川 （都）

野田字上谷中２９５番１ 27,000 326   1:1   び、周囲に農地も見られ 町道 １中専
る住宅地域 (  60, 200)

(県)  -  2 Ｗ2    1.5km 　 　　

小見川 香取郡小見川町 台形 住宅 一般住宅、農家住宅のほ 北東　      5m 水道 水郷 （都）
一の分目字ノ中１０５１番２外 15,300 356 1.2:1   か農地も見られる住宅地 町道

域 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    300m 　 　　

小見川 香取郡小見川町 住宅 国道背後の一般住宅、農 北西　      4m 水道 水郷 （都）
富田字笹下５６０番３ 16,200 346   1:1   家住宅、農地の混在する 町道

地域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ1    2.7km 　 　　

小見川 香取郡小見川町 店舗兼住宅 低層小売店舗が建ち並ぶ 北西　    8.7m 水道 小見川 （都）
小見川字本町２６５番１外 38,000 134   1:2.5 近隣商業地域 町道 近商

下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    700m 準防 　　

小見川 香取郡小見川町 台形 倉庫 中規模工場の多い工業団 東　　     10m 水道 小見川 （都）
木内字行人谷１２０３番１外 12,200 6848 1.5:1   地 県道 工業

(  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1 南    6.5km 　 　　

側道
山田 香取郡山田町 住宅 県道背後の一般住宅、農 南東　    5.4m 水道 小見川 「都計外」

府馬字奥ノ堆２４４５番１ 10,800 243   1:1.2 家住宅が混在する住宅地 町道
域

(県)  -  1 Ｗ2    6.8km 　 　　

山田 香取郡山田町 住宅 農家住宅のほか一般住宅 南東　      6m 水道 小見川 「都計外」
小見字渕木１８２９番２外 11,700 723   1:2   も見られる県道背後の農 町道

家集落地域 下水
(県)  -  2 Ｗ1    2.4km 　 　　

山田 香取郡山田町 住宅 農家住宅等が建ち並ぶ県 南西　    6.5m 水道 小見川 「都計外」
山倉字大塚４５４番４ 7,700 331   1:1.2 道沿いの農家集落地域 県道

(県)  -  3 Ｗ1     11km 　 　　

山田 香取郡山田町 台形 住宅 農家住宅のほか農地等も 南　　      4m 水道 小見川 「都計外」
仁良字原ノ台８６２番外 8,100 1482   1:1   見られる農家集落地域 町道

(県)  -  4 Ｗ2    7.5km 　 　　

山田 香取郡山田町 店舗兼住宅 県道沿いに小売店舗等が 南西　    8.5m 水道 小見川 「都計外」
府馬字小保内２７７８番 13,600 291   1:2.5 建ち並ぶ路線商業地域 県道

(県) 5-  1 Ｗ2    6.5km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
栗源 香取郡栗源町 台形 住宅 農家住宅が散在し、農地 南東　      4m 水道 佐原 「都計外」

沢字大沼２６３５番３ 7,000 1433   1:1.2 が多い住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2     12km 　 　　

栗源 香取郡栗源町 台形 住宅 農家住宅が多い農家集落 東　　      7m 水道 佐原 「都計外」
高萩字東ノ内６７３番外 8,800 1272   2:1   地域 町道

(県)  -  2 Ｗ1   12.2km 　 　　

栗源 香取郡栗源町 住宅 農家住宅が見られる農地 北西　    6.5m 水道 佐原 「都計外」
岩部字東野１８８５番３ 6,800 728 1.2:1   が多い住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2     10km 　 　　

栗源 香取郡栗源町 不整形 住宅 中規模の農家住宅が多い 西　　    7.5m 水道 佐原 「都計外」
沢字辺田１８７７番１ 9,000 1365 2.5:1   住宅地域 町道

(県)  -  4 Ｗ1     13km 　 　　

栗源 香取郡栗源町 住宅 県道背後の農家住宅が多 西　　      5m 水道 佐原 「都計外」
岩部字後ノ谷５５２番２ 10,400 714 1.5:1   い住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ2   11.5km 　 　　

多古 香取郡多古町 住宅 県道背後のいまだ空地も 南　　      6m 水道 東成田 （都）
飯笹字永井芝１０９３番３５６ 13,100 132   1:1   多い分譲住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    6.7km 　 　　

多古 香取郡多古町 住宅 中規模農家住宅の多い農 北西　      5m 水道 八日市場 （都）
南玉造字志代地１３４０番１ 7,800 657   1:1   家集落地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     10km 　 　　

多古 香取郡多古町 住宅 一般住宅が建ち並ぶ在来 東　　      7m 水道 八日市場 （都）
多古字居合谷３２７９番５外 18,500 333   1:2.5 の住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     11km 　 　　

多古 香取郡多古町 店舗兼住宅 小売店舗に銀行、郵便局 南西　      8m 水道 八日市場 （都）
多古字本町２７５２番１外 32,000 362   1:2.5 が並ぶ県道沿いの商業地 県道 近商

域 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     10km 　 　　

多古 香取郡多古町 台形 工場 大、中規模の工場が建ち 南　　      9m 水道 東成田 （都）
水戸字水戸台１番７２ 11,000 24691   1:1   並ぶ工業団地 町道 工専

下水 (  60, 200)
(県) 9-  1      9km 　 　　

干潟 香取郡干潟町 台形 住宅 一般住宅も散見される県 北　　    8.8m 水道 旭 「都計外」
入野字東一番割５３１番外 10,900 2522   1:1.5 道沿いの農家住宅地域 県道

(県)  -  1 Ｗ2 東    7.3km 　 　　
側道

干潟 香取郡干潟町 台形 住宅 田園地帯に囲まれた農家 北西　    6.1m 水道 干潟 「都計外」
秋田字五番割１４６１番１ 7,500 1092   1:2   住宅が建ち並ぶ住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｗ1      4km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
干潟 香取郡干潟町 住宅 在来からの農家住宅が多 北　　      5m 水道 干潟 「都計外」

米込字西一番割２３番 7,500 631   1:2.5 い県道背後の住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2    6.8km 　 　　

干潟 香取郡干潟町 台形 住宅 在来からの農家住宅が多 南東　    4.3m 水道 干潟 「都計外」
鏑木字内宿１８１１番 6,400 581   1:1.2 い農家集落地域 町道

(県)  -  4 Ｗ2    5.5km 　 　　

干潟 香取郡干潟町 不整形 住宅 畑地が散在する中に農家 西　　      6m 水道 旭 「都計外」
萬歳字今郡町場１４７２番１ 7,200 993   1:1.2 住宅が建ち並ぶ住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ2      7km 　 　　

東庄 香取郡東庄町 住宅 中規模の一般住宅が建ち 北東　      4m 水道 笹川 （都）
笹川い字北割５５９８番１外 19,200 504   1:2   並ぶ駅に近い住宅地域 町道 １中専

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    400m 　 　　

東庄 香取郡東庄町 住宅 中規模一般住宅の多い高 南東　      6m 水道 下総橘 （都）
羽計字婆里２４２４番６５ 16,500 168   1:1.5 台の分譲住宅地域 町道 ガス １中専

下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    2.4km 　 　　

東庄 香取郡東庄町 住宅 中規模農家住宅、一般住 東　　      7m 水道 下総橘 （都）
石出字上通１６２４番 18,600 343   1:1.5 宅が混在する国道沿いの 国道 １住居

住宅地域 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1    320m 　 　　

東庄 香取郡東庄町 住宅 一般住宅、中規模住宅が 南　　      6m 水道 笹川 （都）
笹川ろ字西１０４５番５ 16,100 387 1.5:1   混在する旧来からの住宅 町道 １住居

地域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2 東      2km 　 　　

側道
東庄 香取郡東庄町 店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ在来 北西　    7.5m 水道 笹川 （都）

笹川い字宿６６３番 23,100 340   1:1.5 の路線商業地域 町道 近商
(  80, 200)

(県) 5-  1 Ｓ2    670m 　 　　

東庄 香取郡東庄町 工場 中規模工場の多い工業団 東　　      9m 水道 下総橘 （都）
宮野台１番８９ 10,100 13566   1:2   地 町道 工専

下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 北    3.3km 　 　　

側道
海上 海上郡海上町 住宅 一般住宅のほか店舗等も 南　　    5.5m 水道 飯岡 「都計外」

後草字廣原２０１２番２ 24,200 364   1:1.2 混在する住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2    500m 　 　　

海上 海上郡海上町 台形 住宅 中規模農家住宅が多い旧 東　　      7m 水道 飯岡 「都計外」
岩井字新田９１８番１ 5,500 1178   1:1   来からの農家集落地域 町道

(県)  -  2 Ｗ1      5km 　 　　

海上 海上郡海上町 住宅 農地地域に隣接する区画 西　　      6m 水道 飯岡 「都計外」
高生字笹山下９２８番７外 18,400 248   1:1   整然とした分譲住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2    1.5km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
海上 海上郡海上町 不整形 住宅 中規模農家住宅が多い農 北西　      4m 水道 倉橋 「都計外」

倉橋字仲才１１１６番１外 5,600 1549   2:1   家集落地域 町道

(県)  -  4 Ｗ2    650m 　 　　

海上 海上郡海上町 住宅 一般住宅、アパートが混 南西　    3.8m 水道 飯岡 「都計外」
蛇園字遠杢芝野３０１６番２ 17,800 397   1:1.2 在する国道背後の空地も 町道

多く残る住宅地域
(県)  -  5 Ｗ2      1km 　 　　

飯岡 海上郡飯岡町 住宅 一般住宅が多い閑静な既 北東　      3m 水道 飯岡 「都計外」
飯岡字新畑２０６２番７外 17,100 355   1:1.2 成住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2      6km 　 　　

飯岡 海上郡飯岡町 台形 住宅 中規模農家住宅が多い農 南東　      4m 水道 飯岡 「都計外」
三川字清兵ヱ後９３８１番１外 8,100 657   1:1   家集落地域 町道

(県)  -  2 Ｗ2    3.1km 　 　　

飯岡 海上郡飯岡町 住宅 一般住宅のほかアパート 北　　    4.5m 水道 飯岡 「都計外」
三川字篠堆６１３４番１２ 12,000 165   1:1.5 も混在する空地の残る分 私道

譲住宅地域
(県)  -  3 Ｗ2    3.1km 　 　　

飯岡 海上郡飯岡町 台形 住宅 中規模農家住宅が多い旧 南　　      4m 水道 倉橋 「都計外」
塙字安良久１２８４番外 5,500 1140   2:1   来からの農家集落地域 町道

(県)  -  4 Ｗ2 東    3.6km 　 　　
側道

飯岡 海上郡飯岡町 店舗兼住宅 旧県道沿いに小売店舗等 北東　    7.5m 水道 飯岡 「都計外」
下永井字西小路６６０番 22,000 188   1:1.5 が建ち並ぶ路線商業地域 町道

(県) 5-  1 Ｗ2    6.3km 　 　　

光 匝瑳郡光町 住宅 中規模一般住宅の多い新 南東　      5m 水道 横芝 （都）
宮川字椎木５９５３番７ 20,000 165   1:1.5 興の住宅地域 私道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    1.6km 　 　　

光 匝瑳郡光町 台形 住宅 中規模農家住宅の多い町 東　　    6.6m 水道 横芝 （都）
市野原字大部田１１６番 8,000 469   2:1   道沿いの農村集落地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1    5.3km 　 　　

光 匝瑳郡光町 住宅 中規模の農家住宅が多い 南　　      4m 水道 横芝 （都）
芝崎字中７８１番 10,000 555 1.2:1   農家集落地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2 東    2.1km 　 　　

側道
光 匝瑳郡光町 住宅 海岸地帯にある一般住宅 南東　    8.2m 横芝 （都）

木戸字一○○割９６３４番１２ 14,700 495   1:2   と別荘が混在する住宅地 町道 １住居
域 (  60, 200)

(県)  -  4 Ｗ3    7.5km 　 　　

光 匝瑳郡光町 住宅 旧分譲地内の一般住宅と 南西　      4m 水道 横芝 （都）
宮川字川端１６４１番５８ 12,500 137   1:1.5 別荘が混在する空き地の 町道

多い住宅地域 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2      3km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
野栄 匝瑳郡野栄町 住宅 海岸地域に所在する新興 北西　      5m 水道 飯倉 「都計外」

新堀字砂間１４６４番７０２ 13,000 382   1:1   の分譲住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2    7.5km 　 　　
背面道

野栄 匝瑳郡野栄町 住宅 農家住宅を中心に一般住 東　　    4.6m 水道 八日市場 「都計外」
野手字高土内６１０８番 12,500 1170   1:1.5 宅が混在する旧来からの 町道

住宅地域
(県)  -  2 Ｗ2    5.3km 　 　　

野栄 匝瑳郡野栄町 不整形 住宅 旧来からの農家住宅が多 南東　      6m 水道 飯倉 「都計外」
栢田字清蔵内５９９７番１外 9,700 2031   1:2   い農家集落の住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ1    5.5km 　 　　

野栄 匝瑳郡野栄町 不整形 住宅 農家住宅の多い在来の住 南東　    6.8m 水道 八日市場 「都計外」
今泉字東妻６３００番１ 11,000 1193   1:1.5 宅地域 町道

(県)  -  4 Ｗ1    7.5km 　 　　

野栄 匝瑳郡野栄町 不整形 住宅 画地の大きい農家住宅が 南東　      4m 水道 飯倉 「都計外」
新堀字東２１４７番 8,000 1216   1:1.5 多い古くからの住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ1    6.5km 　 　　

大網白里 山武郡大網白里町 住宅 農家住宅と一般住宅が混 西　　      4m 水道 大網
駒込字打越１６５１番１外 39,000 739   1:2   在する住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ1    600m 　 　　

大網白里 山武郡大網白里町 住宅 一般住宅のほかに民宿等 東　　      4m 水道 大網
南今泉字南浜芝４５８７番 18,000 343   1:2   の混在する住宅地域 町道 ガス １住居

下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     11km 　 　　

大網白里 山武郡大網白里町 住宅 中規模一般住宅の中にア 北東　    4.5m 水道 大網
大網字三木畑２６６番２ 43,000 169   1:1.5 パートも見られる既成住 町道 ガス １住居

宅地域 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1    950m 　 　　

大網白里 山武郡大網白里町 住宅 中規模一般住宅の中に空 西　　    5.5m 水道 大網
富田字又三郎野２１１１番８１ 27,000 159   1:2   地も見られる区画整然と 町道 ガス １低専

した新興住宅地域 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2    3.5km 　 　　

大網白里 山武郡大網白里町 店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ商 南東　    8.5m 水道 大網
大網字笊田１１１番 51,000 224   1:1.5 業地域 町道 ガス 近商

下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    650m 　 　　

大網白里 山武郡大網白里町 住宅 中規模農家住宅が建ち並 北　　      4m 水道 大網 「調区」
餅ノ木字本郷谷１２３番１ 13,000 965   1:1.5 ぶ既成の住宅地域 町道 ガス

(  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2    2.9km 　 　　

大網白里 山武郡大網白里町 住宅 周囲に農地の多い、県道 北東　      7m 水道 大網 「調区」
南今泉字小山１１２１番１５ 14,000 258   1:2   背後の一般住宅地域 私道

(  60, 200)
(県)10-  2 Ｗ2    9.4km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
九十九里 山武郡九十九里町 住宅 農家住宅、一般住宅が混 南東　    3.5m 水道 東金 （都）

作田字仲川岸５２４４番 11,500 492   1:2.5 在する住宅地域 町道 ガス １住居
(  60, 200)

(県)  -  1 Ｓ2    9.8km 　 　　

九十九里 山武郡九十九里町 住宅 中小規模の一般住宅、民 南東　    4.7m 水道 東金 （都）
真亀字北濱芝４６７４番外 13,500 915   1:2   宿が多い、海に近い住宅 町道 ガス １住居

地域 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    9.7km 　 　　

九十九里 山武郡九十九里町 住宅 農家住宅が多い古くから 北西　    3.5m 水道 東金 （都）
片貝字下モ谷３１１７番１外 11,800 1011   1:2   の住宅地域 町道 ガス

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1    7.7km 　 　　

九十九里 山武郡九十九里町 住宅 別荘、一般住宅等が混在 北東　    7.5m 水道 東金 （都）
片貝字北濱６９２８番３２５ 14,000 297 1.2:1   する住宅地域 町道 ガス １住居

(  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    8.9km 　 　　

九十九里 山武郡九十九里町 不整形 住宅 農家住宅、一般住宅の中 南西　    3.5m 水道 東金 （都）
片貝字北新田４４３１番 10,700 885   2:1   に畑地等も混在する住宅 町道 ガス

地域 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2    8.5km 　 　　

九十九里 山武郡九十九里町 住宅 水産加工営業所及び漁家 南西　      7m 水道 東金 （都）
小関字浜芝２３２９番１１ 14,500 293   1:1.5 住宅が混在する地域 県道 ガス 準工

(  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ2      9km 　 　　

成東 山武郡成東町 住宅 一般住宅の多い区画整然 南西　      4m 水道 成東 （都）
成東字原田１４５番６ 35,000 165   1:1.5 とした住宅地域 私道 ガス １中専

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    1.1km 　 　　

成東 山武郡成東町 不整形 住宅 農家住宅と一般住宅が混 南西　    4.5m 水道 成東 （都）
富口字前原４２７番５ 17,500 214   1:1.2 在する住宅地域 私道

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2      3km 　 　　

成東 山武郡成東町 店舗兼住宅 一般住宅、民宿、別荘等 北西　    8.5m 水道 成東 （都）
小松字見晴３７４１番６ 14,500 364   1:1.3 の混在する住宅地域 県道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1    9.5km 　 　　

成東 山武郡成東町 住宅 一般住宅が多い郊外の閑 南西　      5m 水道 成東 （都）
小泉字上野場１１１９番１９ 15,000 133   1:1   静な住宅地域 私道

(  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    3.8km 　 　　

成東 山武郡成東町 店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ商業 北西　      7m 水道 成東 （都）
津辺字東町１１２番２外 45,000 265   1:3.5 地域 県道 ガス 近商

(  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    350m 　 　　

成東 山武郡成東町 工場 中規模工場が建ち並ぶ内 南西　      7m 水道 成東 （都）
白幡字神楽台２０７９番２外 12,000 3309   1:1.2 陸型の工業団地 町道 工業

(  60, 200)
(県) 9-  1    4.3km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
山武 山武郡山武町 住宅 中規模な農家住宅、一般 北　　      3m 水道 日向 （都）

埴谷字南井ノ上８２７番 15,500 211   1:2   住宅が混在する住宅地域 町道 １住居
(  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2    4.2km 　 　　

山武 山武郡山武町 住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画 西　　      6m 水道 日向 （都）
日向台２９番７ 23,000 165   1:1   整然とした住宅地域 町道 ガス １低専

下水 (  60, 100)
(県)  -  2 Ｗ2    1.3km 　 　　

山武 山武郡山武町 住宅 農家住宅の中に農地が見 北　　      6m 日向 （都）
森字下和田坂１９２番 11,500 911 1.5:1   られる住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    3.2km 　 　　

山武 山武郡山武町 住宅 一般住宅の中に空地等が 南西　      5m 八街 （都）
大木字新田山７６９番２５ 18,500 111   1:1.5 見られる住宅地域 私道 １中専

(  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    1.8km 　 　　

山武 山武郡山武町 住宅 周囲に農地の多い新興の 東　　      6m 水道 八街 （都）
沖渡字東宮向５４７番２１ 14,200 208   1:2   住宅地域 私道

(  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2    3.6km 　 　　

山武 山武郡山武町 店舗 小規模な飲食店、小売店 北　　    7.4m 水道 日向 （都）
埴谷字肘内７７８番１外 18,500 256   1:1.2 舗等が建ち並ぶ路線商業 県道 近商

地域 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2    4.1km 　 　　

蓮沼 山武郡蓮沼村 住宅 農家住宅、一般住宅が混 北東　      4m 水道 松尾 （都）
ハ字寺後南割３７２番 11,100 545   1:1.5 在する住宅地域 村道

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2      6km 　 　　

蓮沼 山武郡蓮沼村 住宅 別荘、民宿、一般住宅が 北西　    4.9m 水道 横芝 （都）
ロ字殿下北芝３０１５番８ 12,400 159   1:1.5 混在する住宅地域 村道

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2 南西    7.5km 　 　　

側道
蓮沼 山武郡蓮沼村 住宅 農家住宅の中に農地等が 南東　      4m 水道 松尾 （都）

ニ字母子１７６２番 10,300 991   1:2   混在する住宅地域 村道
(  60, 200)

(県)  -  3 Ｗ1    6.5km 　 　　

松尾 山武郡松尾町 住宅 一般住宅、小売店舗が混 南西　      4m 水道 松尾 （都）
大堤字新井堀田３７番９外 33,000 224   1:1.2 在する駅に近い住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    200m 　 　　

松尾 山武郡松尾町 住宅 一般住宅、農家住宅が混 北西　      6m 水道 松尾 （都）
八田字生子宿２７７３番１外 18,000 499 1.2:1   在する住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2 南西    1.5km 　 　　

側道
松尾 山武郡松尾町 住宅 農地の中に農家住宅等が 南東　      4m 水道 松尾 （都）

広根字上之原１３５１番 10,500 1262   1:2   見られる住宅地域 町道
(  60, 200)

(県)  -  3 Ｗ1    3.3km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
松尾 山武郡松尾町 住宅 中規模一般住宅と農家住 南東　      4m 水道 松尾 （都）

高富字野内１４７３番２ 13,500 1016   1:1.2 宅が混在する住宅地域 町道
(  60, 200)

(県)  -  4 Ｗ2    1.4km 　 　　

松尾 山武郡松尾町 店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅が建 北東　      8m 水道 松尾 （都）
大堤字鎌田８７番５外 38,000 622   1:3.5 ち並ぶ駅前商業地域 県道 近商

(  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    100m 　 　　

横芝 山武郡横芝町 住宅 農家住宅が多い県道背後 北西　    3.2m 水道 横芝 （都）
坂田字中郭１１３番 10,000 1117   1:2   の古くからの住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1    2.8km 　 　　

背面道
横芝 山武郡横芝町 住宅 中規模一般住宅が多い県 北西　      4m 水道 横芝 （都）

栗山字橋場山２６８２番１ 26,000 249   1:1.5 道背後の住宅地域 町道 １中専
(  60, 200)

(県)  -  2 Ｗ2 北東    530m 　 　　
側道

横芝 山武郡横芝町 住宅 一般住宅と空地が混在す 南　　      4m 水道 横芝 （都）
栗山字大鳥４９４２番１８ 14,000 168   1:1.2 る住宅地域 私道 １中専

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    2.5km 　 　　

横芝 山武郡横芝町 台形 住宅 一般住宅、民宿等が混在 南東　    7.5m 水道 横芝 （都）
屋形字東雲５３３９番の３ 14,000 414 1.5:1   する住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  4 Ｓ2    7.6km 　 　　

横芝 山武郡横芝町 店舗 小規模店舗が建ち並ぶ県 北西　      7m 水道 横芝 （都）
横芝字野々合１５０１番４９ 41,000 254   1:3   道沿いの商業地域 県道 近商

(  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    260m 　 　　

芝山 山武郡芝山町 台形 住宅 中規模住宅が見られる古 南東　      2m 芝山千代田 （都）
新井田字長作５２番１４ 16,000 297   1:1.2 くからの住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2      7km 　 　　

芝山 山武郡芝山町 住宅 一般住宅の中に空地も見 北西　      6m 水道 芝山千代田 （都）
新井田字小橋台４４５番３５０ 20,000 270   1:1.2 られる区画整然とした住 道路 ガス １住居

宅地域 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    9.2km 　 　　

芝山 山武郡芝山町 台形 住宅 農家住宅が建ち並ぶ国道 西　　      6m 芝山千代田 （都）
大里字小谷１２５０番 10,800 1034   1:1.2 背後の住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    3.6km 　 　　

芝山 山武郡芝山町 不整形 住宅 農家住宅が見られる県道 北西　      7m 芝山千代田 （都）
山田字沖１６６４番１外 9,400 915   1:2   沿いの住宅地域 県道

(  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    5.2km 　 　　

芝山 山武郡芝山町 台形 工場 鉄工、機械等の内陸型工 南東　     12m 芝山千代田 （都）
小池字水口２７００番５０ 10,000 10323   1:1.5 業団地 町道 工専

(  60, 200)
(県) 9-  1    8.8km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
一宮 長生郡一宮町 住宅 一般住宅、民宿等が混在 西　　      7m 水道 上総一宮 （都）

一宮字下龍宮３５０番３５ 19,000 391   1:1.2 する住宅地域 町道 ガス
(  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ1    2.5km 　 　　
背面道

一宮 長生郡一宮町 不整形 住宅 農家住宅が建ち並ぶ古く 南　　      4m 水道 東浪見 （都）
東浪見字馬喰台１５８９番１ 15,500 740   1:1.5 からの住宅地域 町道 ガス

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    400m 　 　　

一宮 長生郡一宮町 住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区 西　　      4m 水道 上総一宮 （都）
田町１丁目１０番２ 32,500 242   1:1   画整然とした住宅地域 町道 ガス １住居

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    480m 　 　　

一宮 長生郡一宮町 住宅 農家住宅、一般住宅等が 南　　      8m 水道 上総一宮 （都）
一宮字沖ノ谷８９９８番２外 19,000 991 1.2:1   混在する県道沿いの住宅 県道 ガス

地域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    1.8km 　 　　

一宮 長生郡一宮町 住宅 農家住宅が建ち並ぶ県道 南東　    2.7m 水道 上総一宮 （都）
船頭給字西屋敷４２０番 16,500 929   1:1   背後の農地が多い住宅地 町道 ガス

域 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2    2.4km 　 　　

一宮 長生郡一宮町 店舗兼住宅及 小規模の小売店舗、倉庫 東　　      8m 水道 上総一宮 （都）
一宮字通町３丁目３００４番２外 36,500 549   1:2.5 び倉庫 等の建ち並ぶ商業地域 県道 ガス 近商

(  80, 300)
(県) 5-  1 Ｓ1    300m 準防 　　

睦沢 長生郡睦沢町 住宅 中規模住宅の多い区画の 西　　      4m 水道 上総一宮 「都計外」
上市場字北細田３２０番４８ 18,500 286   1:1.2 整った住宅地域 町道 ガス

下水
(県)  -  1 Ｗ1    2.6km 　 　　

睦沢 長生郡睦沢町 台形 住宅 中規模農家住宅の多い農 北東　     11m 水道 上総一宮 「都計外」
川島字前原６４９番２ 12,500 925   1:1   村集落 町道 ガス

(県)  -  2 Ｗ2    2.5km 　 　　

睦沢 長生郡睦沢町 住宅 中規模一般住宅が多い、 北　　      6m 水道 上総一宮 「都計外」
長楽寺字南谷６２２番７３ 20,000 299 1.5:1   高台の閑静な分譲住宅地 町道 ガス

域 下水
(県)  -  3 Ｓ2    7.1km 　 　　

睦沢 長生郡睦沢町 住宅 農家住宅や一般住宅のほ 北西　      9m 水道 上総一宮 「都計外」
下之郷字下宿１９５３番１外 13,500 756   1:2.5 か店舗・事業所が点在す 県道 ガス

る県道沿いの集落地域
(県)  -  4 Ｗ2    4.7km 　 　　

睦沢 長生郡睦沢町 台形 住宅 県道沿いを中心に中規模 南東　     11m 水道 上総一宮 「都計外」
大上字川向３３０８番外 10,500 805   1:1   農家住宅が立ち並ぶ農家 県道 ガス

集落地域
(県)  -  5 Ｗ2      9km 　 　　

長生 長生郡長生村 住宅 中小規模の別荘、民宿の 南東　      5m 水道 八積 （都）
驚字一二号５８７番２外 16,000 338   1:2   ほかにテニスコートもあ 村道 ２住居

る海浜型リゾート地域 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｓ2    5.5km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
長生 長生郡長生村 住宅 農家住宅を中心に一般住 東　　      5m 水道 八積 （都）

本郷字豆田川間２８４２番２ 15,000 413   1:1   宅が混在する住宅地域 村道
(  60, 200)

(県)  -  2 Ｗ1    3.3km 　 　　

長生 長生郡長生村 住宅 県道に近い分譲地で、中 南東　    4.5m 水道 八積 （都）
信友字中曽根１９３５番１５外 18,000 198   1:1   規模一般住宅の中に空地 私道 １中専

もある住宅地域 未舗装 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2      1km 　 　　

長生 長生郡長生村 住宅 一般住宅、農家住宅が混 北　　      8m 水道 八積 （都）
一松字高塚丙１４４４番１３ 13,500 196   1:1.5 在する地域 村道

(  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    3.3km 　 　　

白子 長生郡白子町 住宅 中小規模一般住宅と作業 北　　      4m 水道 本納 （都）
浜宿字北浜芝２６２２番２０ 15,000 159 1.5:1   所が混在する住宅地域 私道 ガス １住居

下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     12km 　 　　

白子 長生郡白子町 住宅 農家住宅、農地の混在す 東　　      4m 水道 八積 （都）
関字新御堂下２４７６番 12,800 958   1:1.5 る古くからの住宅地域 町道 ガス

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    6.4km 　 　　

白子 長生郡白子町 住宅 一般住宅、農地が混在す 南　　      4m 水道 八積 （都）
八斗字西２４１８番２ 15,500 166   1:1   る住宅地域 私道

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    7.6km 　 　　

白子 長生郡白子町 住宅 中小規模の一般住宅が見 北西　      6m 水道 本納 （都）
剃金字広瀬川５９６番２４ 14,000 153   1:1.5 られる空地の多い住宅地 私道

域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｓ2    8.5km 　 　　

白子 長生郡白子町 不整形 店舗兼住宅 中小規模の店舗兼住宅の 西　　      7m 水道 八積 （都）
驚字東濱通９８７番 19,000 532   1:3.5 多い路線商業地域 町道 ガス ２住居

下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    8.4km 　 　　

長柄 長生郡長柄町 住宅 県道に近い分譲地で、中 北西　    4.5m 水道 茂原 「都計外」
山根字泉谷１４５７番３６外 16,500 165   1:1.5 規模一般住宅が多い住宅 私道

地域
(県)  -  1 Ｗ2    7.3km 　 　　

長柄 長生郡長柄町 住宅 町道沿いに、農家住宅と 北　　      5m 水道 茂原 「都計外」
徳増字宿６２４番９ 14,000 191   1:1.2 小規模開発の一般住宅が 町道

混在する住宅地域
(県)  -  2 Ｗ2    6.5km 　 　　

長柄 長生郡長柄町 不整形 住宅 町道沿いに中小規模の農 北東　    6.7m 水道 茂原 「都計外」
長柄山字追分８０３番外 12,800 674   1:1.5 家住宅、一般住宅が混在 町道

して建ち並ぶ住宅地域
(県)  -  3 Ｗ2   11.6km 　 　　

長柄 長生郡長柄町 住宅 別荘、保養所、一般住宅 南　　      6m 水道 茂原 「都計外」
上野字葭木谷台３９１番６外 11,500 997   1:1.2 が混在する住宅地域 町道 ガス

下水
(県)  -  4 Ｗ2     10km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
長柄 長生郡長柄町 住宅 農家住宅、一般住宅が混 南西　      5m 水道 茂原 「都計外」

刑部字中郷８３０番１外 11,800 502   1:1.2 在する県道背後の住宅地 町道
域 下水

(県)  -  5 Ｗ1   11.4km 　 　　

長南 長生郡長南町 住宅 国道を中心に、中規模農 東　　      4m 水道 茂原 （都）
米満字堰下３４８番 14,000 717   1:1.2 家住宅が見られる、古く 町道 ガス

からの農家集落地域 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    5.8km 　 　　

長南 長生郡長南町 住宅 一般住宅と農家住宅が見 東　　      4m 水道 茂原 （都）
水沼字平田７７番１ 9,800 231 1.2:1   られる住宅地域 町道 ガス

(  60, 200)
(県)  -  2 Ｓ2   12.5km 　 　　

長南 長生郡長南町 不整形 住宅 県道背後の中規模農家住 南　　      5m 水道 茂原 （都）
小生田字御堂谷４８５番 9,300 704   1:1   宅が多い古くからの農家 町道 ガス

集落地域 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｓ2   10.3km 　 　　

長南 長生郡長南町 不整形 住宅 県道に近い中規模農家住 南東　    5.5m 水道 茂原 「都計外」
市野々字大杉２４０３番１ 8,500 1079   1:1.2 宅が多い古くからの農家 町道 ガス

集落地域 下水
(県)  -  4 Ｗ2   13.5km 　 　　

長南 長生郡長南町 店舗兼住宅 県道沿いに２階建店舗住 西　　      9m 水道 茂原 （都）
長南字上宿２３９４番，２３９５番合 16,000 320   1:1.5 宅が建ち並ぶ衰退しつつ 県道 ガス
併 ある路線商業地域 (  70, 200)

(県) 5-  1 Ｗ2      9km 　 　　

大多喜 夷隅郡大多喜町 住宅 一般住宅が多い区画整然 東　　    3.4m 水道 大多喜 「都計外」
猿稲字西根古屋１７４番９ 15,000 146 1.5:1   とした住宅地域 町道 ガス

(県)  -  1 Ｓ2    420m 　 　　

大多喜 夷隅郡大多喜町 住宅 中規模の農家住宅が多い 北東　      5m 水道 小谷松 「都計外」
堀之内字金糞９０１番４外 8,500 548   1:1   国道背後の住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｗ2    1.5km 　 　　

大多喜 夷隅郡大多喜町 住宅 農家住宅の多い幹線道路 北東　      6m 水道 大多喜 「都計外」
小土呂字東中野２０７番外 8,700 1849   1:1.5 背後の住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2      3km 　 　　

大多喜 夷隅郡大多喜町 住宅 農家住宅の多い山間部に 北西　      4m 水道 養老渓谷 「都計外」
粟又字堀向７０６番１ 3,800 981   1:2.5 ある住宅地域 町道

(県)  -  4 Ｗ2      7km 　 　　

大多喜 夷隅郡大多喜町 店舗兼住宅 低層の小売店舗が建ち並 東　　      9m 水道 大多喜 「都計外」
桜台字根古屋３５番外 20,500 320   1:2.5 ぶ駅に近い県道沿いの路 県道 ガス

線商業地域
(県) 5-  1 Ｗ2    500m 　 　　

夷隅 夷隅郡夷隅町 住宅 一般住宅、農家住宅が混 南　　      6m 水道 国吉 「都計外」
苅谷字東蔵畑１２６０番２ 15,000 240 1.5:1   在する国道背後の住宅地 町道

域
(県)  -  1 Ｗ2    550m 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
夷隅 夷隅郡夷隅町 不整形 住宅 農家住宅の建ち並ぶ農地 南東　    5.5m 水道 国吉 「都計外」

楽町字中ノ森６３８番１ 9,500 1200   1:2.5 の多い住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｗ2      2km 　 　　

夷隅 夷隅郡夷隅町 住宅 農家住宅、一般住宅が混 北　　      5m 水道 上総中川 「都計外」
行川字内久保７１３番１外 12,700 580   1:2   在する国道背後の住宅地 町道

域
(県)  -  3 Ｗ1    450m 　 　　

夷隅 夷隅郡夷隅町 台形 住宅 農家住宅、一般住宅が見 北　　    4.5m 水道 国吉 「都計外」
松丸字芦井田２２３２番 8,500 790   1:1.5 られる農地の多い住宅地 町道

域
(県)  -  4 Ｗ1    4.5km 　 　　

夷隅 夷隅郡夷隅町 住宅 農家住宅の多い農地、山 東　　      4m 水道 上総中川 「都計外」
大野字沢畑１７１番１ 8,000 719   1:1   林の中の住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ2    2.3km 　 　　

御宿 夷隅郡御宿町 住宅 一般住宅のほか民宿、店 南東　    8.5m 水道 御宿 「都計外」
六軒町字後町３８６番 29,100 304   1:2   舗等が混在する住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ1    1.3km 　 　　

御宿 夷隅郡御宿町 住宅 一般住宅等が建ち並ぶ国 北西　      5m 水道 御宿 「都計外」
浜字天王台５２２番 31,100 218   1:1.5 道背後の既成住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｗ1    660m 　 　　

御宿 夷隅郡御宿町 台形 住宅 農家住宅のほか農地等も 北西　      5m 水道 御宿 「都計外」
上布施字川崎１７１４番 9,800 760 1.2:1   見られる既存の住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2    4.5km 　 　　

御宿 夷隅郡御宿町 住宅 中規模別荘住宅が見られ 南　　      6m 水道 御宿 「都計外」
御宿台１１４番１０ 25,000 340   1:1.2 る高台の閑静な住宅地域 町道

下水
(県)  -  4 Ｗ2    1.8km 　 　　

御宿 夷隅郡御宿町 台形 店舗兼住宅 店舗併用住宅等が建ち並 北西　     10m 水道 御宿 「都計外」
久保字海老塚越２２２１番２外 40,000 297   1:2.5 ぶ国道沿いの商業地域 国道

(県) 5-  1 Ｗ2    380m 　 　　

大原 夷隅郡大原町 住宅 一般住宅等が建ち並ぶ熟 南　　      6m 水道 大原 （都）
深堀字梶野下２４０番２ 31,500 264   1:1   成しつつある住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    650m 　 　　

大原 夷隅郡大原町 住宅 中規模一般住宅、農家住 北東　      8m 水道 上総東 「都計外」
長志字中２０３８番１外 11,900 394   1:3.5 宅が建ち並ぶ県道沿いの 県道

農家住宅地域
(県)  -  2 Ｗ1    1.9km 　 　　

背面道
大原 夷隅郡大原町 台形 住宅 農家住宅の中に農地が見 東　　      4m 水道 新田野 「都計外」

新田野字久保田２６０番 9,300 456 1.2:1   られる既存の住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2    200m 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
大原 夷隅郡大原町 台形 住宅 農家住宅のほか別荘等も 西　　      4m 水道 三門 （都）

日在字東側南１２６７番２ 23,700 386   1:1.2 見られる既存の住宅地域 町道
(  60, 200)

(県)  -  4 Ｗ2    2.2km 　 　　

大原 夷隅郡大原町 住宅 中規模別荘住宅が見られ 東　　      6m 水道 浪花 （都）
大原台３０６番１１ 23,300 394   1:1   る高台の閑静な住宅地域 町道 １低専

下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ1    2.7km 　 　　

大原 夷隅郡大原町 住宅 大規模農家住宅、中小規 東　　    4.7m 水道 浪花 （都）
小澤字中村１０８８番１ 19,600 810   1:1.5 模一般住宅等が混在する 町道

古くからの住宅地域 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2    300m 　 　　

大原 夷隅郡大原町 店舗兼住宅 店舗併用住宅、銀行等が 西　　      7m 水道 大原 （都）
大原字東仲町８６９９番 40,000 459   1:2.5 建ち並ぶ駅前の商業地域 県道 商業

(  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ3    150m 準防 　　

岬 夷隅郡岬町 台形 住宅 中規模一般住宅と農家住 南東　      6m 水道 三門 （都）
江場土字宮新町２３３番１外 19,400 482   1:2   宅等のある古くからの住 町道

宅地域 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1    630m 　 　　

岬 夷隅郡岬町 住宅 中規模農家住宅の中に一 北　　      5m 水道 長者町 （都）
押日字松山１７７８番２ 16,100 294   1:1   般住宅も見られる農家住 町道

宅地域 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2    2.8km 　 　　

岬 夷隅郡岬町 住宅 中規模一般住宅の他、ア 東　　      5m 水道 太東 （都）
椎木字鰯田１４４９番５ 18,500 184   1:1.5 パート、別荘が見られる 町道 １住居

住宅地域 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    240m 　 　　

岬 夷隅郡岬町 台形 住宅 中規模一般住宅と農家住 西　　      6m 水道 長者町 （都）
桑田字横町１００１番４ 11,000 561 1.2:1   宅が見られる沿道の農家 町道

住宅地域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    4.1km 　 　　

岬 夷隅郡岬町 店舗兼住宅 中小規模小売店舗の中に 北東　      8m 水道 長者町 （都）
長者字南中宿１４９番 25,200 310   1:5   住宅が建ち並ぶ路線商業 県道 近商

地域 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1    500m 　 　　

富浦 安房郡富浦町 住宅 小規模住宅の密集する既 南　　    2.7m 水道 富浦 「都計外」
原岡字浜町乙１５０番 25,700 122   2:1   成住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2    600m 　 　　

富浦 安房郡富浦町 住宅 一般住宅、農漁村住宅の 南東　      4m 水道 富浦 「都計外」
多田良字鳥畑６１６番３ 19,600 265   1:1.5 ほか別荘も散在する住宅 町道

地域
(県)  -  2 Ｗ2    1.7km 　 　　

富浦 安房郡富浦町 台形 住宅 中規模住宅、作業所、農 東　　    4.5m 水道 富浦 「都計外」
深名字杉原６２９番１ 22,500 380   1:2.5 地等の混在する住宅地域 県道

(県)  -  3 Ｗ1      2km 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
富浦 安房郡富浦町 不整形 住宅 農家住宅、一般住宅、農 南　　    3.5m 水道 富浦 「都計外」

南無谷字御園２２０２番１ 17,500 497   1:1   地等の混在する住宅地域 町道

(県)  -  4 Ｗ1    2.4km 　 　　

富浦 安房郡富浦町 台形 住宅 農家住宅が散在し、農地 東　　      4m 水道 富浦 「都計外」
大津字池田２４５番１ 11,000 415   2:1   が多い住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ1    3.6km 　 　　

富山 安房郡富山町 台形 住宅 民宿、保養所、一般住宅 北　　    5.5m 水道 岩井 「都計外」
久枝字岡台６３６番１ 24,300 538   1:1.2 が混在する住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ1 西    700m 　 　　
側道

富山 安房郡富山町 台形 住宅 山ふところにある農家集 西　　      3m 水道 岩井 「都計外」
平久里下字大塚２０３４番１ 4,700 1107   1:1   落地域 町道

(県)  -  2 Ｗ1 南    6.7km 　 　　
側道

富山 安房郡富山町 住宅 一般住宅が多い、空地も 南西　      6m 水道 岩井 「都計外」
市部字埋田１９０番４９ 22,500 196   1:1.5 見られる新興の住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2      1km 　 　　

富山 安房郡富山町 不整形 住宅 農家住宅が多い、山ふと 北西　    4.5m 水道 岩井 「都計外」
検儀谷字上ノ江４３９番１ 15,500 392   2:1   ころの市街地にも近い地 町道

域
(県)  -  4 Ｗ2    2.1km 　 　　

富山 安房郡富山町 店舗兼住宅 店舗兼住宅が建ち並ぶ国 東　　      7m 水道 岩井 「都計外」
市部字宿免２１番１ 28,000 245   1:2   道沿いの商業地域 国道

(県) 5-  1 Ｗ2    130m 　 　　

鋸南 安房郡鋸南町 住宅 一般住宅、保養所の見ら 南西　    4.5m 水道 安房勝山 「都計外」
竜島字蟹田９５５番１ 27,600 252 1.2:1   れる駅に近い住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2    450m 　 　　

鋸南 安房郡鋸南町 住宅 一般住宅の他、保養所も 南　　    2.3m 水道 保田 「都計外」
元名字芝原１０３７番３ 23,900 230   1:2.5 ある国道背後の住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｗ2    260m 　 　　

鋸南 安房郡鋸南町 住宅 農家住宅の他、農地、山 西　　    3.5m 水道 安房勝山 「都計外」
上佐久間字明下６１２番外 7,100 1702   1:2   林の多い県道背後の住宅 町道

地域
(県)  -  3 Ｗ1      5km 　 　　

鋸南 安房郡鋸南町 台形 住宅 農家住宅の多い山間の県 南東　    3.4m 水道 保田 「都計外」
小保田字小向１３９２番 6,700 726   1:1.2 道背後の住宅地域 町道

(県)  -  4 Ｗ1    4.2km 　 　　

鋸南 安房郡鋸南町 店舗兼住宅 店舗兼住宅の連たんする 西　　    7.4m 水道 保田 「都計外」
保田字西ヶ谷７０番６外 27,500 198   1:1.2 商業地域 県道

(県) 5-  1 Ｗ2    100m 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
三芳 安房郡三芳村 住宅 農家住宅が見られる県道 南　　      4m 水道 館山 「都計外」

下滝田字祢宜明７８２番 8,400 1103   1:2   に近い傾斜のある地域 村道

(県)  -  1 Ｗ1 西    8.9km 　 　　
側道

三芳 安房郡三芳村 台形 住宅 一般住宅が多い、県道に 北西　    6.5m 水道 館山 「都計外」
明石字大坪２９番１ 23,400 214   1:1.2 近い新興の住宅地域 村道

(県)  -  2 Ｗ2    5.6km 　 　　

三芳 安房郡三芳村 住宅 一般住宅が見られる、周 南東　    3.5m 水道 館山 「都計外」
府中字仮家塚１９５番５ 19,800 360   1:1   辺は田畑の新興住宅地域 村道

(県)  -  3 Ｗ2    4.3km 　 　　

三芳 安房郡三芳村 住宅 農家住宅等が多い山ふと 東　　      7m 水道 館山 「都計外」
御庄字根廻１３１５番１ 12,000 277   1:1.5 ころの県道にも近い地域 村道

(県)  -  4 Ｗ2    8.4km 　 　　

白浜 安房郡白浜町 住宅 漁師住宅、一般住宅等が 東　　      4m 水道 館山 「都計外」
滝口字中川下６３０５番２ 18,800 297   2:1   混在する住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ1 南     11km 　 　　
側道

白浜 安房郡白浜町 住宅 農家住宅、一般住宅が混 北　　    3.5m 水道 館山 「都計外」
根本字港１６２４番７３ 16,200 331   1:2.5 在する既成住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｓ2 東     14km 　 　　
側道

白浜 安房郡白浜町 住宅 一般住宅、民宿等が混在 東　　      6m 水道 館山 「都計外」
白浜字川間干潟２８７５番１外 25,800 191   1:1.5 する海岸に近い住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2 北     13km 　 　　
側道

白浜 安房郡白浜町 台形 住宅 一般住宅、店舗等が混在 南　　      7m 水道 館山 「都計外」
乙浜字前田６３３番６ 22,000 135   1:1   する国道沿いの住宅地域 国道

(県)  -  4 Ｗ2     15km 　 　　

白浜 安房郡白浜町 台形 住宅 一般住宅、民宿等が見ら 東　　      6m 水道 館山 「都計外」
白浜字西原井細田７番２１外 17,800 470   1:1.5 れる水田の多い住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ1     11km 　 　　

千倉 安房郡千倉町 台形 住宅 農家住宅と一般住宅が混 南西　      7m 水道 千歳 「都計外」
久保字馬場１４４６番１ 10,500 1250   1:1.2 在する古くからの農家住 町道

宅地域
(県)  -  1 Ｗ3      2km 　 　　

千倉 安房郡千倉町 台形 住宅 一般住宅、民宿、飲食店 北西　    3.5m 水道 千倉 「都計外」
南朝夷字千倉１０７７番 25,000 360   1:1.2 等が混在する古くからの 町道

住宅地域
(県)  -  2 Ｗ2      2km 　 　　

千倉 安房郡千倉町 住宅 小規模一般住宅、小売店 南　　      4m 水道 千歳 「都計外」
白子字元田１６２６番４外 22,100 336 1.2:1   舗等が混在する住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ1    650m 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
千倉 安房郡千倉町 住宅 中規模の一般住宅、店舗 南東　      7m 水道 千倉 「都計外」

大川字御霊４４８番１ 21,000 346   1:1.5 等が混在する国道沿いの 国道
古くからの住宅地域

(県)  -  4 Ｗ1      6km 　 　　

千倉 安房郡千倉町 店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ国道 東　　      7m 水道 千倉 「都計外」
南朝夷字千倉１２１６番１ 33,500 150   1:1.2 沿いの路線商業地域 国道

(県) 5-  1 Ｗ2    2.1km 　 　　

丸山 安房郡丸山町 住宅 農家住宅、一般住宅が見 南　　      6m 水道 南三原 「都計外」
岩糸字根方２４５３番 10,600 383   1:1   られる住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2    2.3km 　 　　

丸山 安房郡丸山町 住宅 一般住宅の連たんする既 東　　      4m 水道 千歳 「都計外」
白子字菖蒲田９４９番１ 18,500 342   3:1   成住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｗ2    1.2km 　 　　
背面道

丸山 安房郡丸山町 台形 住宅 農家住宅等が見られる農 南　　      4m 水道 南三原 「都計外」
宮下字東畑５８７番１ 6,500 403 1.2:1   地の多い住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2    6.6km 　 　　

丸山 安房郡丸山町 住宅 一般住宅の他、アパート 北東　    3.5m 水道 南三原 「都計外」
沓見字月ノ輪５番２ 15,000 322   1:1   等が混在する住宅地域 町道

(県)  -  4 Ｗ1    1.8km 　 　　

丸山 安房郡丸山町 住宅 農家住宅、一般住宅等が 西　　      4m 水道 南三原 「都計外」
丸本郷字大畑ヶ７４６番 7,500 1004   1:1.5 混在する住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ2    4.1km 　 　　

和田 安房郡和田町 住宅 農家住宅の点在する農家 北西　      3m 水道 和田浦 「都計外」
黒岩字内田６６５番 6,300 544 1.5:1   住宅地域 町道

(県)  -  1 Ｗ2      7km 　 　　

和田 安房郡和田町 住宅 小規模一般住宅、民宿等 北西　    3.5m 水道 和田浦 「都計外」
和田字和田前４５４番１ 23,400 165   1:1.2 が混在する既成住宅地域 町道

(県)  -  2 Ｗ2    600m 　 　　

和田 安房郡和田町 台形 住宅 一般住宅、小規模小売店 北　　      4m 水道 南三原 「都計外」
下三原字大原４０５番 18,200 796   1:1.2 舗等の混在する国道背後 町道

の住宅地域
(県)  -  3 Ｗ1 東      2km 　 　　

側道
和田 安房郡和田町 台形 住宅 農家住宅を中心に一般住 南　　      5m 水道 和田浦 「都計外」

花園字志坊９４６番１ 20,400 318   1:1   宅も見られる住宅地域 町道

(県)  -  4 Ｗ1    1.6km 　 　　

和田 安房郡和田町 住宅 農家住宅、一般住宅が混 南西　      4m 水道 南三原 「都計外」
海発字取田原１５３０番４ 17,500 422   1:1.2 在する既成住宅地域 町道

(県)  -  5 Ｗ2    550m 　 　　



 (１)  (２) (３) (４) (５) (６) (７) (８) (９) (１０) (１１)
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 基準地の前面 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 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)   (㎡)
天津小湊 安房郡天津小湊町 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 23,100 403 1.2:1   見られる国道背後の既成 町道
住宅地域 (  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ1    1.7km 　 　　

天津小湊 安房郡天津小湊町 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 23,400 214 1.2:1   師住宅の多い住宅地 町道

(  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1 南    800m 　 　　

側道
天津小湊 安房郡天津小湊町 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 22,600 119   1:1.5 が見られる既成住宅地域 町道
(  70, 200)

(県)  -  3 Ｗ2    1.6km 　 　　
背面道

天津小湊 安房郡天津小湊町 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 22,500 267 1.2:1   見られる高台の既成住宅 町道

地域 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2    400m 　 　　

天津小湊 安房郡天津小湊町 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 32,600 82   1:1.2 並ぶ県道沿いの既成商業 県道

地域 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    250m 　 　　


