
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 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

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 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（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

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　　　  34,500 391    1： 1.2 　　　　　 する住宅地域　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　    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　　  27,000 740    1： 1.5 　　　　　 からの住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               400m                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　　　  57,200 242    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               480m         (200)
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　  34,000 991  1.2： 1  　　　　　 混在する県道沿いの住宅 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              1.8Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　  27,500 929    1： 1  　　　　　 背後の農地が多い住宅地 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              2.4Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
一宮　　　 長生郡一宮町                            　 店舗兼住宅 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 70,000 549    1： 2.5 及び倉庫　 等の建ち並ぶ商業地域　 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               300m         (300)
(県) 5-  1                                 S1          　　　　　　　　　                 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　　  33,000 286    1： 1.2 　　　　　 整った住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              2.6km               
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
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　　10m 水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  川島字前原６４９番２　　　　　  25,000 925  1.2： 1  　　　　　 村集落　　　　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               2.5km               
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
睦沢　　　 長生郡睦沢町                            　 住宅　　　 高台の分譲地で、中規模 北       6m  水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  長楽寺字南谷６２２番７３　　　  34,000 299  1.5： 1  　　　　　 一般住宅が多い、閑静な 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水              8Km                       
(県)  -  3                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 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

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 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（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

睦沢　　　 長生郡睦沢町                    不整形　　 住宅　　　 県道沿いに、中規模農家 北西     9m  水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  下之郷字上宿１８６８番１　　　  27,000 1348    1： 1.2 　　　　　 住宅が建ち並ぶ中に小売 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 店もある農家集落地域　                                5Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
睦沢　　　 長生郡睦沢町                    台形　　　 住宅　　　 県道沿いに中規模農家住 南東　　11.5m 水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  大上字川向３３０８番外　　　　  22,000 805    1： 1  　　　　　 宅が多い、古くからの農 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 家集落地域　　　　　　                                9Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　  31,000 338    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            5.5Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　  26,000 413    1： 1  　　　　　 宅が混在する住宅地域　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
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　  31,000 198    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                         1Km         ( 60, 200)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　  25,000 196    1： 1.5 　　　　　 在する地域　　　　　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白子　　　 長生郡白子町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅、民 南東   4.5m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  牛込字中魚屋３９２３番４　　　  27,700 628    1： 1.5 　　　　　 宿等が混在する住宅地域 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水           11.2Km         (200)
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　  21,800 958    1： 1.5 　　　　　 る古くからの住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.4Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　　  30,000 166    1： 1  　　　　　 る住宅地域　　　　　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.6Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               
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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　　　  25,000 153    1： 1.5 　　　　　 られる空地の多い住宅地 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              8.5Km                       
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　　　  37,000 532    1： 3.5 　　　　　 多い路線商業地域　　　 町道         ガス          　　　　　　　  ２住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            8.4Km         (200)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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 30,000 165    1： 1.5 　　　　　 規模一般住宅が多い住宅 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                                9Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　　　  26,500 191    1： 1.2 　　　　　 小規模開発の一般住宅が 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 混在する住宅地域　　　                              6.5Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長柄　　　 長生郡長柄町                            　 住宅　　　 町道沿いに中小規模の農 南　　  5m 水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  長柄山字追分８０４番　　　　　  24,700 327    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　                               13Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　  22,500 997    1： 1.2 　　　　　 が混在する住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             11Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　  23,000 502    1： 1.2 　　　　　 在する県道背後の住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                             11.4Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
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　　　　　　  27,500 717    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            5.8Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長南　　　 長生郡長南町                            　 住宅　　　 一般住宅と農家住宅が見 東     3.3m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  水沼字平田７７番１　　　　　　  18,500 231  1.2： 1  　　　　　 られる住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             12.5Km                       
(県)  -  2                                 S2          　　　　　　　　　                               
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長南　　　 長生郡長南町                    不整形　　 住宅　　　 県道背後の、中規模農家 南　　　5m 水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  小生田字御堂谷４８５番　　　　  16,500 704    1： 1  　　　　　 住宅が多い、古くからの 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 農家集落地域　　　　　                             10.3Km                       
(県)  -  3                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
長南　　　 長生郡長南町                            　 住宅　　　 農地の中に農家住宅等が 南東   3.9m  水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  市野々 字城之内２５５４番　　　  15,500 942  1.5： 1  　　　　　 散在する住宅地域　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               13Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長南　　　 長生郡長南町                            　 店舗兼住宅 県道沿いに、２階建店舗 西       9m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  長南字上宿２３９４番，２３９５番合併 33,000 320    1： 1.5 　　　　　 住宅が連たんする、古く 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　 からの路線商業地域　　                                9Km                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                


