
林地を除く

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)

旭 旭市 西　　    4.7m 水道 （都）
24,200 264    1:1.2 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.5km 　　 　　

旭 旭市 東　　      6m 水道 （都）
14,500 149  1.2:1   私道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.7km 　　 　　

旭 旭市 東　　    6.1m 水道 （都）
39,100 256    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.1km 　　 　　

旭 旭市 南　　    5.5m 水道 （都）
8,500 478    1:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｓ2       3km 　　 　　

旭 旭市 不整形 北西　      4m 水道 「都計外」
4,800 1549    2:1   市道

　
(県)  -  5 Ｗ2     650m 　　 　　

旭 旭市 台形 北　　    8.8m 水道 「都計外」
9,300 2522    1:1.5 県道

　
(県)  -  6 Ｗ2 東     7.3km 　　 　　

側道
旭 旭市 台形 北西　    6.1m 水道 「都計外」

6,200 1092    1:2   市道
　

(県)  -  7 Ｗ1       4km 　　 　　

旭 旭市 北東　      3m 水道 「都計外」
16,000 355    1:1.2 市道

　
(県)  -  8 Ｗ2       6km 　　 　　

旭 旭市 北　　    4.5m 水道 「都計外」
10,700 165    1:1.5 私道

　
(県)  -  9 Ｗ2     3.1km 　　 　　

旭 旭市 南　　    5.5m 水道 「都計外」
22,900 364    1:1.2 市道

　
(県)  - 10 Ｗ2     500m 　　 　　

旭 旭市 台形 東　　      7m 水道 「都計外」
4,700 1178    1:1   市道

　
(県)  - 11 Ｗ1       5km 　　 　　

旭 旭市 西　　      6m 水道 「都計外」
17,000 248    1:1   市道

　
(県)  - 12 Ｗ2     1.5km 　　 　　

基準地について
の水道，ガス供
給施設及び下水
道の整備の状況

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

ニ字新宿２０２４番１
旭

旭

住宅 干潟中規模一般住宅等が散在
する空地の多い既存の分
譲住宅地域

ニ字西遊正６１０６番７

住宅 農家住宅に一般住宅が混
在する県道に近い住宅地
域

ニ字子ノ神前１４１３番３

旭
入野字東一番割５３１番外

倉橋字仲才１１１６番１外

住宅 旭
中谷里字西花田２１３番２外

中規模一般住宅が建ち並
び、公共施設も多く見ら
れる既成住宅地域

住宅

中規模農家住宅の多い住
宅地域

住宅 倉橋中規模農家住宅が多い農
家集落地域

一般住宅が多い閑静な既
成住宅地域

一般住宅も散見される県
道沿いの農家住宅地域

住宅
秋田字五番割１４６１番１

田園地帯に囲まれた農家
住宅が建ち並ぶ住宅地域

住宅

住宅

飯岡
飯岡字新畑２０６２番７外

干潟

一般住宅のほか店舗等も
混在する住宅地域

住宅 飯岡
後草字廣原２０１２番２

住宅 飯岡
三川字篠堆６１３４番１２

一般住宅のほかアパート
も混在する空地の残る分
譲住宅地域

飯岡
高生字笹山下９２８番７外

飯岡

農地地域に隣接する区画
整然とした分譲住宅地域

中規模農家住宅が多い旧
来からの農家集落地域

住宅

住宅
岩井字新田９１８番１



林地を除く

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地について
の水道，ガス供
給施設及び下水
道の整備の状況

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

旭 旭市 北　　     12m 水道 （都）
49,200 140    1:1.5 国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ3     100m 　　 　　

旭 旭市 北東　    7.5m 水道 「都計外」
20,600 188    1:1.5 市道

　
(県) 5-  2 Ｗ2     6.3km 　　 　　

店舗兼事務所 店舗、事業所等が建ち並
ぶ国道沿いの商業地域

干潟
ニ字八石東６３５６番２５外

店舗兼住宅 旧県道沿いに小売店舗等
が建ち並ぶ路線商業地域

飯岡
下永井字西小路６６０番


