
 (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 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)   (㎡)
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 14,300 146 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 8,100 548   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 8,300 1900   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 3,650 981   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 北東　      9m 水道 大多喜 「都計外」
桜台字根古屋３５番外 19,100 320   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 14,300 240 1.5:1   在する国道背後の住宅地 町道

域
(県)  -  1 Ｗ2    550m 　 　　

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 9,100 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 12,100 580   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 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 7,600 719   1:1   林の中の住宅地域 町道

(県)  -  4 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）
六軒町字後町３８６番 26,700 304   1:2   舗等が混在する住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(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）
浜字天王台５２２番 28,100 218   1:1.5 道背後の既成住宅地域 町道 １住居

(  60, 200)
(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）
上布施字川崎１７１４番 9,200 760 1.2:1   見られる既存の住宅地域 町道

(  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    4.5km 　 　　



 (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 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)   (㎡)
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）

御宿台１１４番１０ 23,500 340   1:1.2 る高台の閑静な住宅地域 町道 １低専
下水 (  40,  80)

(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）
久保字海老塚越２２２１番２外 35,500 297   1:2.5 ぶ国道沿いの商業地域 国道 準住居

(  60, 200)
(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 29,000 264   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 11,500 394   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 8,800 456 1.2:1   られる既存の住宅地域 町道

(県)  -  3 Ｗ2    200m 　 　　

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 22,300 386   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 22,200 394   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 18,100 810   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 36,000 459   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 18,400 482   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 15,200 294   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 17,500 184   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 　 　　



 (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 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)   (㎡)
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 10,400 561 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 23,500 310   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 　 　　


