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宅地

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

千種 名古屋市千種区 379,000 389 北　　    7.2m 水道

月見坂町１丁目２６番２外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 西　　側道 下水     300m   (  60, 200)

名古屋市千種区 267,000 1617 台形 南東　      8m 水道

千種２丁目５０７番  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 「千種二丁目５番１２号」 ＲＣ10 南西　側道 下水     940m   (  60, 200)

名古屋市千種区 383,000 318 南西　    7.2m 水道

＊ 菊坂町２丁目４４番    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

名古屋市千種区 217,000 145 北　　    5.4m 水道

下方町３丁目５８番    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

名古屋市千種区 190,000 285 北　　      4m 水道

富士見台１丁目６０番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 ＲＣ2 　　　 下水     850m   (  40, 100)

名古屋市千種区 267,000 198 北西　    5.4m 水道

春里町３丁目１５番１    1:2   市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 150)

名古屋市千種区 368,000 263 台形 南　　      9m 水道

橋本町２丁目１３番２外    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  7 Ｗ3 　　　 下水     230m   (  60, 200)

名古屋市千種区 153,000 142 東　　      8m 水道

竹越１丁目９０８番    1:1   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  -  8 「竹越一丁目９番１８号」 Ｓ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

名古屋市千種区 231,000 235 北　　      6m 水道

＊ 池上町２丁目６番１５  1.5:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  30, 100)

名古屋市千種区 268,000 157 北　　      6m 水道

今池南１１１０番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 10 「今池南１１番６号」 Ｗ2 　　　 下水     630m   (  60, 200)

名古屋市千種区 278,000 193 東　　   32.7m 水道

松軒１丁目４０７番    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 「松軒一丁目４番１９号」 Ｓ3 　　　 下水       1km   (  80, 400)

名古屋市千種区 355,000 226 台形 南　　    100m 水道

千種２丁目１９０８番    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 「千種二丁目１９番１８号」 ＲＣ4 　　　 下水     800m   (  80, 400)

名古屋市千種区 615,000 260 南　　     37m 水道

＊ 池下１丁目４１３番    2:1   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 「池下一丁目４番１５号」 ＲＣ5F1B 東　　側道 下水      60m   (  80, 500)

名古屋市千種区 662,000 155 南　　     30m 水道

内山３丁目２６０５番    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 「内山三丁目２６番１３号」 ＲＣ4F1B 　　　 下水     150m   (  80, 600)

名古屋市千種区 528,000 219 南西　     40m 水道

末盛通５丁目６番外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  5 ＳＲＣ7 　　　 下水      70m   (  80, 400)

名古屋市千種区 338,000 331 東　　   24.5m 水道

＊ 姫池通３丁目７番    1:2   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  6 ＲＣ5 　　　 下水     360m   (  80, 300)

東 名古屋市東区 240,000 74 南　　      6m 水道

出来町３丁目１２０１番２    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 「出来町三丁目１２番２１号」 Ｗ2 　　　 下水     680m   (  60, 200)

名古屋市東区 199,000 115 南　　      4m 水道

大幸２丁目９３５番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 「大幸二丁目９番３９号」 Ｗ2 　　　 下水     150m   (  60, 200)

名古屋市東区 494,000 226 南　　      8m 水道

＊ 橦木町３丁目４番  1.2:1   市道　　　 ガス ２住居 準防 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

名古屋市東区 806,000 417 南　　     37m 水道

＊ 葵１丁目１６０９番外    1:1.2 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 「葵一丁目１６番３０号」 ＲＣ14 　　　 下水     100m   (  80, 600)

名古屋市東区 514,000 572 西　　     50m 水道

泉２丁目２１１０番外    1:1   国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 「泉二丁目２１番２５号」 ＳＲＣ8F1B 　　　 下水     170m   (  80, 500)

名古屋市東区 405,000 276 台形 西　　     50m 水道

代官町１７１９番    1:1   国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 「代官町１７番２８号」 ＲＣ5 　　　 下水     600m   (  80, 500)

名古屋市東区 460,000 491 北　　     30m 水道

泉１丁目４０３番外    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 「泉一丁目４番５号」 ＳＲＣ11F1B 　　　 下水     700m   (  80, 500)

名古屋市東区 322,000 258 北西　     50m 水道

＊ 徳川２丁目６０１番    1:1.5 国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  5 「徳川二丁目６番２号」 ＲＣ7 　　　三方路 下水     500m   (  80, 500)

名古屋市東区 239,000 392 西　　     16m 水道

矢田２丁目８０３番外    1:1   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県) 5-  6 「矢田二丁目８番１３号」 ＲＣ4 北　　側道 下水     400m   (  60, 200)

名古屋市東区 358,000 277 南　　     30m 水道

白壁２丁目４０９番    1:3   県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  7 「白壁二丁目４番３０号」 ＳＲＣ9 東　　側道 下水     430m   (  80, 400)

北 名古屋市北区 103,000 216 台形 北　　    6.5m 水道

会所町３３番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     3.3km   (  60, 200)

名古屋市北区 163,000 122 北　　    5.3m 水道

金田町１丁目１９番１４    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

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

名古屋市北区 217,000 151 北　　      6m 水道

＊ 清水３丁目５０３番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  3 「清水三丁目５番８号」 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

名古屋市北区 202,000 262 北　　      8m 水道

山田１丁目９１４番    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防 　　

(県)  -  4 「山田一丁目９番３０号」 ＲＣ2 　　　 下水     300m   (  60, 200)

名古屋市北区 202,000 183 北　　      8m 水道

大杉２丁目１６０７番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 「大杉二丁目１６番１１号」 Ｗ2 　　　 下水     150m   (  60, 200)

名古屋市北区 117,000 103 南　　      8m 水道

＊ 如意２丁目７５番    1:1   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 200)

住宅 大中規模の戸建住宅を中

心にマンション等も見ら

れる丘陵地の住宅地域

覚王山

共同住宅 中高層マンション等が建

ち並ぶ利便性の良い住宅

地域

吹上

住宅 中規模一般住宅を中心と

した住宅地域

池下

住宅 中小規模の一般住宅の中

にアパート等も混在する

住宅地域

砂田橋

住宅 中規模一般住宅を中心に

共同住宅等も見られる高

台の住宅地域

茶屋ヶ坂

住宅 中規模一般住宅、マン

ション等を中心とする標

準住宅地域

本山

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ高台の閑静な住宅地域

本山

住宅 中規模一般住宅を中心に

マンション等が介在する

住宅地域

本山

住宅 一般住宅、事務所、作業

所等が混在する地域

茶屋ヶ坂

住宅 中小規模の一般住宅、共

同住宅の外事業所等もみ

られる混在住宅地域

今池

事務所 事務所、共同住宅、店舗

兼住宅等が混在する商業

地域

今池

店舗兼事務所 中高層事務所、低層店舗

等が建ち並ぶ商業地域

千種

店舗、事務所

兼住宅

事務所、住宅

兼車庫

中低層の事務所、店舗等

が混在する商業地域

吹上

中高層の店舗兼事務所等

が建ち並ぶ商業地域

池下

中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ既成の住宅地域

大曽根住宅

店舗兼共同住

宅

中層の店舗・事務所ビ

ル、店舗兼共同住宅等が

建ち並ぶ商業地域

本山

店舗兼共同住

宅

中低層の店舗、中高層共

同住宅等が見られる商業

地域

覚王山

店舗兼共同住

宅

中高層の店舗兼共同住

宅、事務所が多い商業地

域

新栄町

住宅

住宅 小規模一般住宅の中にア

パート等が見られる既成

住宅地域

矢田

住宅、社宅、事務所等が

混在する既成住宅地域

高岳

高層共同住宅、中低層の

事務所、店舗等が混在す

る商業地域

高岳店舗、事務所

兼共同住宅

事務所兼店舗 中高層の店舗、事務所、

マンション等が混在する

商業地域

高岳

店舗兼事務所 中高層の店舗兼事務所ビ

ル、共同住宅、駐車場等

が混在する商業地域

高岳

事務所 中高層の事務所ビル、事

務所兼居宅、駐車場等が

混在する商業地域

東大手

店舗兼共同住

宅

店舗、事務所

兼共同住宅

高層共同住宅、低層の店

舗等が混在する商業地域

森下

中高層店舗兼共同住宅、

一般住宅、駐車場等が混

在する商業地域

大曽根

住宅 一般住宅のほかに空地も

見られる住宅地域

名鉄味美

住宅 中小規模一般住宅が建ち

並ぶ住宅地域

黒川

住宅 中小規模の一般住宅等が

建ち並ぶ住宅地域

中規模一般住宅が多い中

に店舗等が混在する住宅

地域

尼ヶ坂

住宅

住宅

一般住宅を中心に、共同

住宅、店舗併用住宅等が

混在する地域

大曽根

住宅 小規模住宅等と駐車場が

混在する住宅地域

名鉄味美

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

(㎡)

基準地の鉄道その

他の主要な交通施

設との接近の状況

名城公園

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

(9)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
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名古屋市北区 167,000 112 南　　    5.5m 水道

中丸町３丁目１３番７    1:2.5 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  -  7 ＬＳ3 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

名古屋市北区 105,000 139 北　　    5.5m 水道

西味鋺４丁目３１０番１    1:3   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

名古屋市北区 208,000 242 北西　     30m 水道

山田１丁目１３０６番    1:4   国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 「山田一丁目１３番１３号」 ＲＣ3 　　　 下水     360m   (  80, 300)

名古屋市北区 123,000 307 台形 南　　     16m 水道

西味鋺２丁目１４０番    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ4 　　　 下水     2.5km   (  80, 300)

名古屋市北区 296,000 469 南　　   32.7m 水道

＊ 志賀南通１丁目１８番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 ＳＲＣ8 　　　 下水 近接   (  80, 400)

名古屋市北区 182,000 591 南東　   24.5m 水道

稚児宮通１丁目４５番外    1:1.2 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ2 　　　 下水     550m   (  80, 300)

名古屋市北区 225,000 194 西　　     40m 水道

黒川本通５丁目１８番１    1:2   国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  5 ＲＣ4 　　　 下水     730m   (  80, 400)

西 名古屋市西区 110,000 230 北　　    8.1m 水道

上橋町１５３番    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

名古屋市西区 110,000 145 北　　      6m 水道

比良３丁目４５０番    1:3   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

名古屋市西区 267,000 272 南　　      8m 水道

＊ 城西３丁目１８０５番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  3 「城西三丁目１８番５号」 ＲＣ2 　　　 下水     660m   (  60, 200)

名古屋市西区 145,000 215 南東　    7.2m 水道

枇杷島５丁目１０２４番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  4 「枇杷島五丁目１０番２９号」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

名古屋市西区 151,000 194 南東　      6m 水道

大野木１丁目１２４番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

名古屋市西区 164,000 193 北　　    7.3m 水道

大金町２丁目２０番１    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

名古屋市西区 436,000 263 北　　     30m 水道

那古野２丁目７１１番１外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 「那古野二丁目７番１７号」 ＲＣ5 　　　 下水     700m   (  80, 500)

名古屋市西区 182,000 381 東　　      8m 水道

香呑町４丁目４３番外  1.2:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ3 南　　側道 下水     650m   (  80, 300)

名古屋市西区 181,000 613 南東　   32.7m 水道

児玉３丁目３７０６番外    1:1.2 国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 「児玉三丁目３７番２２号」 ＲＣ7 　　　背面道 下水     1.2km   (  80, 400)

名古屋市西区 260,000 509 南西　   24.5m 水道

則武新町４丁目３０３番外    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  4 「則武新町四丁目３番１７号」 ＲＣ6 　　　背面道 下水     140m   (  80, 400)

名古屋市西区 310,000 181 南　　     50m 水道

＊ 城西１丁目５０１番２外  1.2:1   国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  5 「城西一丁目５番３号」 ＲＣ7 　　　 下水     220m   (  80, 400)

名古屋市西区 166,000 363 南西　     25m 水道

＊ 南川町４６番１外    1:2   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  6 ＲＣ4 　　　 下水     550m   (  80, 300)

名古屋市西区 247,000 175 北　　     30m 水道

花の木３丁目１７１１番    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  7 「花の木三丁目１７番１５号」 ＳＲＣ6 　　　 下水     170m   (  80, 400)

名古屋市西区 209,000 419 台形 南　　   32.7m 水道

秩父通２丁目８４番外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  8 ＲＣ2 西　　側道 下水     600m   (  80, 400)

名古屋市西区 260,000 161 南　　     15m 水道

新道１丁目１１０９番２    1:3.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  9 「新道一丁目１１番９号」 Ｓ3 　　　 下水     500m   (  80, 400)

中村 名古屋市中村区 199,000 214 南　　    5.4m 水道

二ツ橋町４丁目３２番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

名古屋市中村区 217,000 228 南　　    5.4m 水道

＊ 砂田町１丁目３２番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     210m   (  60, 200)

名古屋市中村区 190,000 158 北　　    5.4m 水道

松原町１丁目４６番１    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     320m   (  60, 200)

名古屋市中村区 405,000 520 東　　      6m 水道

則武２丁目２２０１番    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県)  -  4 「則武二丁目２２番２号」 ＲＣ14 　　　三方路 下水     540m   (  80, 400)

名古屋市中村区 184,000 94 北　　    5.4m 水道

中村町２丁目７２番２    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     250m   (  60, 200)

名古屋市中村区 164,000 153 台形 北　　      6m 水道

並木１丁目１９８番    1:2.5 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     680m   (  60, 200)

名古屋市中村区 148,000 138 南　　    5.5m 水道

城屋敷町２丁目３８番２    1:2.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

名古屋市中村区 16,200,000 9154 不整形 南西　   66.8m 水道

名駅３丁目２７０１番外  1.5:1   県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 「名駅三丁目２８番１２号」 ＳＲＣ33F4B 　　　四方路 下水 近接   (  80,1000)

名古屋市中村区 308,000 377 西　　   32.7m 水道

亀島２丁目２９０９番    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 「亀島二丁目２９番１７号」 ＲＣ5 　　　 下水     600m   (  80, 400)

名古屋市中村区 399,000 546 西　　     50m 水道

名駅南３丁目３０８番２    1:2   県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 「名駅南三丁目３番４４号」 Ｓ8F1B 　　　 下水     700m   (  80, 500)

住宅 小規模一般住宅のほか、

事業所等も見られる住宅

地域

黒川

住宅 一般住宅、共同住宅等が

混在する住宅地域

味鋺

事務所兼住宅 国道沿いに中低層の店

舗、事務所等が混在する

路線商業地域

大曽根

店舗兼倉庫 中低層の店舗、事務所等

が建ち並ぶ近隣商業地域

味鋺

店舗兼共同住

宅

中低層の店舗兼住宅、店

舗等が建ち並ぶ商業地域

黒川

事務所兼倉庫 低層の事務所、店舗、共

同住宅等が建ち並ぶ商業

地域

黒川

店舗兼共同住

宅

中高層店舗併用住宅ビル

と低層店舗の混じる国道

沿いの商業地域

黒川

住宅 一般住宅や共同住宅のほ

かに空地も見られる住宅

地域

上小田井

住宅 中小規模の一般住宅を中

心にアパート、作業所等

が混在する住宅地域

庄内緑地公園

住宅 一般住宅を中心に共同住

宅等も見られる住宅地域

浄心

住宅 一般住宅、アパート等が

混在する住宅地域

東枇杷島

住宅 中小規模の一般住宅を中

心に、倉庫等も見られる

住宅地域

庄内緑地公園

住宅 一般住宅のほかに、共同

住宅、作業所も見られる

住宅地域

庄内通

店舗、倉庫兼

住宅

中高層の店舗事務所ビル

に低層の店舗兼住宅等が

混在する商業地域

国際センター

店舗兼共同住

宅

低層店舗のほか、店舗付

マンションも多く見られ

る商業地域

庄内通

事務所 中高層の事務所、低層店

舗、マンション等が混在

する路線商業地域

浄心

店舗兼事務所 中層事務所、マンショ

ン、低層店舗等が立地す

る商業地域

栄生

事務所兼共同

住宅

店舗、事務所、マンショ

ン等が混在する商業地域

浅間町

店舗兼共同住

宅

店舗、営業所、マンショ

ン等の混在する商業地域

庄内緑地公園

事務所 中高層のビルやマンショ

ンと低層店舗兼住宅等が

立地する商業地域

浄心

銀行 中層ビル、高層マンショ

ン、低層店舗等が見られ

る商業地域

浄心

店舗兼住宅 中低層の店舗事務所ビル

のほか、一般住宅も見ら

れる商業地域

浅間町

住宅 中小規模一般住宅が多く

建ち並ぶ住宅地域

中村区役所

住宅 住宅、アパート、駐車場

等が混在する住宅地域

中村公園

住宅 一般住宅を中心にアパー

ト、駐車場等も見られる

住宅地域

本陣

共同住宅 一般住宅、中高層共同住

宅、駐車場等が混在する

地域

地下鉄名古屋

住宅 小規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

中村日赤

住宅 一般住宅のほか、小工

場、倉庫等が見られる地

域

岩塚

住宅 一般住宅、アパートの中

に空地等も見られる住宅

地域

中村公園

事務所、店舗

兼駐車場等

高層の店舗兼事務所ビル

等が建ち並ぶ駅前の高度

商業地域

地下鉄名古屋

事務所兼倉庫 営業所、マンション、自

動車関連店舗等が混在す

る路線商業地域

亀島

事務所 中高層の事務所ビルやマ

ンションと低層店舗等が

立地する商業地域

大須観音
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

名古屋市中村区 6,320,000 1202 台形 東　　     28m 水道

椿町１０９番１外  1.2:1   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 「椿町１番１６号」 ＳＲＣ11F1B 南　　側道 下水     250m   (  80, 800)

名古屋市中村区 665,000 306 北　　     15m 水道

則武１丁目９０７番外    1:2.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  5 「則武一丁目９番１５号」 Ｓ5 　　　背面道 下水     550m   (  80, 500)

名古屋市中村区 245,000 370 北西　   24.5m 水道

鳥居通２丁目１４番外    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  6 Ｓ1 　　　 下水     180m   (  80, 300)

名古屋市中村区 10,100,000 1521 台形 北　　     43m 水道

＊ 名駅４丁目６０１番    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  7 「名駅四丁目６番２３号」 ＳＲＣ17F2B 　　　三方路 下水      80m   (  80,1000)

名古屋市中村区 1,430,000 219 南　　     30m 水道

椿町１９０４番    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  8 「椿町１９番７号」 ＳＲＣ11 　　　 下水     350m   (  80, 800)

名古屋市中村区 6,050,000 553 東　　   15.4m 水道

名駅３丁目２６０５番    1:1   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  9 「名駅三丁目２６番６号」 ＳＲＣ8F1B 　　　 下水     180m   (  80, 600)

名古屋市中村区 245,000 418 西　　   32.7m 水道

＊ 黄金通３丁目１４番１外    1:2.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 10 ＳＲＣ10 　　　背面道 下水     640m   (  80, 400)

名古屋市中村区 1,800,000 165 西　　     20m 水道

椿町１３１４番    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 11 「椿町１３番１６号」 ＳＲＣ9 　　　 下水     320m   (  80, 800)

名古屋市中村区 1,170,000 346 不整形 西　　   10.9m 水道

名駅２丁目４０１０番    1:1.2 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5- 12 「名駅二丁目４０番１６号」 ＲＣ7 　　　 下水     220m   (  80, 400)

中 名古屋市中区 845,000 756 南　　     15m 水道

錦１丁目３２４番１    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県)  -  1 「錦一丁目３番２８号」 ＲＣ14 西　　側道 下水     350m   (  80, 600)

名古屋市中区 6,750,000 433 南　　     40m 水道

錦３丁目２４１２番    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 「錦三丁目２４番２０号」 Ｓ3 　　　 下水     110m   (  80,1000)

名古屋市中区 390,000 537 台形 南　　      9m 水道

千代田１丁目１６１８番１    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 「千代田一丁目１６番２２号」 ＳＲＣ10 　　　 下水     400m   (  80, 500)

名古屋市中区 365,000 639 北東　     20m 水道

新栄２丁目１３０４番外    1:1.5 国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 「新栄二丁目１３番３号」 ＲＣ6 　　　 下水     420m   (  80, 400)

名古屋市中区 549,000 103 東　　      6m 水道

大須３丁目１７０７番    1:3.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 「大須三丁目１７番１２号」 Ｓ2 　　　 下水     350m   (  80, 600)

名古屋市中区 350,000 203 北　　      8m 水道

＊ 千代田３丁目１５０２番    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  5 「千代田三丁目１５番８号」 ＲＣ4 　　　 下水     250m   (  80, 500)

名古屋市中区 1,830,000 295 西　　    112m 水道

栄５丁目１６１１番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  6 「栄五丁目１６番１４号」 ＳＲＣ9F1B 南　　側道 下水 近接   (  80, 800)

名古屋市中区 1,570,000 459 北　　     43m 水道

錦１丁目２０６番    1:2   県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  7 「錦一丁目２番１１号」 ＳＲＣ11F1B 　　　 下水     320m   (  80, 800)

名古屋市中区 350,000 410 不整形 北西　   16.3m 水道

橘１丁目１６３９番２外    1:3   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  8 「橘一丁目１６番４０号」 ＲＣ5 　　　 下水     600m   (  80, 500)

名古屋市中区 2,300,000 421 西　　   31.8m 水道

＊ 金山４丁目６１５番    1:2.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  9 「金山四丁目６番２７号」 Ｓ8F1B 　　　 下水      70m   (  80, 800)

名古屋市中区 2,750,000 588 西　　     40m 水道

錦３丁目５２７番外    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 10 「錦三丁目５番３０号」 ＳＲＣ9F1B 　　　 下水 近接   (  80, 800)

名古屋市中区 2,340,000 290 東　　     20m 水道

栄３丁目９１７番    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 11 　　　 下水     470m   (  80, 600)

名古屋市中区 2,720,000 1154 北　　     37m 水道

＊ 錦２丁目１９０１番    1:1   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 12 「錦二丁目１９番１号」 ＳＲＣ14F1B 西　　側道 下水     280m   (  80, 800)

名古屋市中区 368,000 284 台形 東　　     50m 水道

新栄１丁目３５０３番３    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 13 「新栄一丁目３５番５号」 ＳＲＣ10 　　　背面道 下水     780m   (  80, 500)

名古屋市中区 385,000 259 南　　      8m 水道

富士見町５１２番    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 14 「富士見町５番２４号」 ＳＲＣ10 　　　 下水     530m   (  80, 500)

名古屋市中区 350,000 287 西　　      8m 水道

＊ 新栄１丁目１３２３番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5- 15 「新栄一丁目１３番３０号」 ＲＣ6 　　　 下水     750m   (  80, 400)

名古屋市中区 503,000 463 台形 北　　     15m 水道

金山１丁目２０１番１外  1.5:1   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5- 16 「金山一丁目２番２号」 Ｓ9 西　　側道 下水     370m   (  80, 500)

名古屋市中区 616,000 237 東　　     30m 水道

伊勢山２丁目５０９番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5- 17 「伊勢山二丁目５番１０号」 ＲＣ8 　　　 下水     170m   (  80, 600)

昭和 名古屋市昭和区 379,000 578 東　　    6.3m 水道

＊ 南山町２３番１２外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     480m   (  30, 100)

名古屋市昭和区 257,000 179 北　　    7.2m 水道

小坂町３丁目１４番１    1:3   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

名古屋市昭和区 248,000 203 北　　    6.3m 水道

元宮町６丁目３４番１    1:2.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  3 ＬＳ3 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

名古屋市昭和区 278,000 366 西　　    6.5m 水道

高峯町１３３番１７  1.2:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     780m   (  30, 100)

名古屋市昭和区 310,000 270 北西　   10.9m 水道

滝川町８３番    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  5 ＲＣ3 　　　 下水     230m   (  60, 200)

事務所 中高層の事務所、店舗が

建ち並ぶ名古屋駅西口の

駅前商業地域

地下鉄名古屋

事務所 中低層の事務所を中心に

店舗も混在する商業地域

地下鉄名古屋

店舗 低層店舗、中高層の共同

住宅が見られる商業地域

本陣

店舗兼事務所 高層の事務所ビルが多い

駅前の中心的商業地域

地下鉄名古屋

店舗事務所兼

共同住宅

中高層の店舗事務所ビル

を中心に駐車場も見られ

る商業地域

地下鉄名古屋

店舗 中高層の店舗兼事務所の

ほかに低層店舗等が混在

する商業地域

地下鉄名古屋

事務所兼共同

住宅

中高層共同住宅、店舗、

営業所等が多い商業地域

中村区役所

ホテル 中高層の店舗、飲食店の

ほかにビジネスホテルが

多い商業地域

地下鉄名古屋

事務所兼住宅 中高層事務所ビル、店舗

兼共同住宅が建ち並ぶ幹

線背後の商業地域

地下鉄名古屋

共同住宅 中高層の店舗、事務所ビ

ルの中に高層マンション

等が混在する地域

丸の内

店舗 中高層の百貨店、店舗兼

事務所ビル等が建ち並ぶ

都心の商業地域

栄

事務所兼共同

住宅

中低層事務所、中高層マ

ンション等が混在する商

業地域

地下鉄鶴舞

事務所兼倉庫 中低層の店舗ビルが多い

国道沿いの商業地域

新栄町

店舗 中低層の店舗、事務所、

住宅が建ち並ぶ商業地域

上前津

事務所 中層事務所ビル、マン

ションが混在する商業地

域

地下鉄鶴舞

店舗兼事務所 中高層の店舗付事務所ビ

ル等が建ち並ぶ商業地域

矢場町

事務所 中高層の事務所ビルを主

体に、銀行等が混在する

商業地域

丸の内

店舗兼住宅 中低層の店舗、事務所を

中心とした仏具関連の業

種が多い商業地域

上前津

店舗兼事務所 高層の店舗ビル等が建ち

並ぶ金山駅前の商業地域

地下鉄金山

店舗兼事務所 中高層の銀行、店舗付オ

フィスビルが建ち並ぶ都

心の商業地域

久屋大通

空地 中高層の事務所ビル、飲

食店ビルが建ち並ぶ商業

地域

栄

事務所 高層の事務所が建ち並ぶ

高度商業地域

伏見

店舗、事務所

兼共同住宅

幹線道路沿いに高層共同

住宅、低層店舗等が混在

する商業地域

新栄町

共同住宅 中高層マンション、店

舗、駐車場等が混在する

幹線道路背後の商業地域

上前津

店舗、事務所

兼共同住宅

中高層マンションと雑居

ビルが混在する商業地域

新栄町

店舗兼事務所 中高層の事務所ビル、共

同住宅等がみられる商業

地域

金山

事務所、住宅

兼店舗

中高層の店舗、事務所、

共同住宅のほか、低層店

舗も存する商業地域

東別院

住宅 大規模な住宅が多い高台

の住宅地域

いりなか

住宅 一般住宅が多く、アパー

トや併用住宅等もみられ

る住宅地域

吹上

住宅 一般住宅のほか共同住宅

等もみられる住宅地域

川名

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ閑

静な住宅地域

八事日赤

住宅 中規模一般住宅と中高層

共同住宅が混在する住宅

地域

いりなか
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

名古屋市昭和区 288,000 134 南　　    6.3m 水道

＊ 川名本町２丁目５２番    1:3   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  6 ＲＣ3 　　　 下水     500m   (  60, 200)

名古屋市昭和区 436,000 80 東　　     33m 水道

桜山町５丁目９８番５    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 Ｓ4 　　　 下水 近接   (  80, 400)

名古屋市昭和区 250,000 198 南西　   24.5m 水道

安田通５丁目４番２    1:1.5 国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ5 　　　 下水     720m   (  80, 300)

名古屋市昭和区 306,000 334 南東　   24.5m 水道

＊ 檀渓通１丁目２０番外    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 ＳＲＣ6 　　　 下水      50m   (  80, 300)

名古屋市昭和区 254,000 328 東　　     50m 水道

白金２丁目５０６番    1:4   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 「白金二丁目５番１０号」 ＲＣ5 　　　背面道 下水     1.2km   (  80, 400)

名古屋市昭和区 254,000 220 南　　   24.5m 水道

藤成通６丁目８番２    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 ＲＣ5 　　　 下水     920m   (  80, 300)

瑞穂 名古屋市瑞穂区 221,000 227 南　　    7.3m 水道

白龍町１丁目１５番２    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

名古屋市瑞穂区 245,000 330 南東　    4.5m 水道

日向町３丁目６５番５外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  30, 100)

名古屋市瑞穂区 275,000 219 北　　    7.2m 水道

＊ 松月町２丁目４８番    1:2   市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  3 ＲＣ2 　　　 下水     540m   (  60, 200)

名古屋市瑞穂区 257,000 281 北西　    6.3m 水道

密柑山町１丁目５７番３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ3 　　　 下水     350m   (  30, 100)

名古屋市瑞穂区 191,000 165 西　　    7.3m 水道

土市町２丁目４０番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

名古屋市瑞穂区 219,000 269 南　　    7.3m 水道

亀城町５丁目１１番３    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  6 ＳＲＣ3 　　　 下水     940m   (  60, 200)

名古屋市瑞穂区 238,000 140 北東　   24.5m 水道

田辺通４丁目８番７    1:1.2 県道　　　 ガス 準住居 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 南東　側道 下水     600m   (  60, 300)

名古屋市瑞穂区 227,000 243 北　　   24.5m 水道

弥富通３丁目２２番    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ2 　　　 下水     700m   (  80, 300)

名古屋市瑞穂区 331,000 413 東　　     33m 水道

瑞穂通２丁目８番    1:2   市道　　　 ガス 近商 防火 　　

(県) 5-  3 ＳＲＣ10 　　　 下水     300m   (  80, 400)

名古屋市瑞穂区 328,000 358 東　　     33m 水道

瑞穂通６丁目３番外    1:2   市道　　　 ガス 近商 防火 　　

(県) 5-  4 ＲＣ7 　　　 下水 近接   (  80, 400)

名古屋市瑞穂区 207,000 204 南　　   11.8m 水道

＊ 惣作町２丁目１２番    1:2.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 Ｗ2 　　　 下水     540m   (  80, 300)

熱田 名古屋市熱田区 190,000 175 北東　    5.3m 水道

＊ 大宝３丁目１４１３番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 「大宝三丁目１４番２３号」 Ｗ2 　　　 下水     380m   (  60, 200)

名古屋市熱田区 194,000 278 西　　      8m 水道

白鳥３丁目７１６番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 「白鳥三丁目７番２５号」 Ｗ2 　　　 下水     510m   (  60, 200)

名古屋市熱田区 150,000 261 南　　    5.5m 水道

切戸町２丁目６５番１外    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     780m   (  60, 200)

名古屋市熱田区 491,000 350 東　　     50m 水道

新尾頭１丁目１２０７番外    1:2   国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 「新尾頭一丁目１２番１０号」 ＳＲＣ9 　　　 下水     400m   (  80, 600)

名古屋市熱田区 170,000 243 北東　      8m 水道

須賀町９０７番    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ3 　　　 下水     500m   (  80, 200)

名古屋市熱田区 234,000 343 不整形 南西　     30m 水道

＊ 外土居町６０１番５外    1:1.2 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 「外土居町６番１０号」 ＲＣ3 　　　背面道 下水     500m   (  80, 400)

名古屋市熱田区 306,000 202 西　　     30m 水道

神宮３丁目９１４番外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 「神宮三丁目９番１４号」 ＲＣ5 　　　 下水     250m   (  80, 400)

名古屋市熱田区 219,000 168 西　　     30m 水道

横田２丁目４１２番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  5 「横田二丁目４番２６号」 Ｓ7 　　　 下水     180m   (  80, 400)

名古屋市熱田区 209,000 103 台形 南東　     30m 水道

白鳥１丁目９０８番    1:2.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  6 「白鳥一丁目９番１２号」 Ｗ2 　　　 下水     170m   (  80, 300)

名古屋市熱田区 124,000 287 南　　    5.2m 水道

古新町１丁目６１番    1:1.2 市道　　　 ガス 工業 準防 　　

(県) 9-  1 　　　 下水     520m   (  60, 200)

中川 名古屋市中川区 183,000 182 南　　    6.5m 水道

＊ 高畑４丁目４４番    1:3   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     310m   (  60, 200)

名古屋市中川区 93,800 172 南東　    6.5m 水道

富田町大字千音寺字六供３４８番４８    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     4.7km   (  50, 100)

名古屋市中川区 125,000 188 北　　    5.4m 水道

四女子町４丁目２５番    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

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

名古屋市中川区 133,000 118 南西　    5.5m 水道

柳島町５丁目１９番１    1:2   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

名古屋市中川区 154,000 135 南　　    6.5m 水道

野田１丁目２７５番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     970m   (  60, 200)

住宅 中小規模住宅、共同住宅

等が混在する住宅地域

御器所

店舗兼共同住

宅

中低層の店舗ビル等を中

心とする商業地域

桜山

店舗、事務所

兼共同住宅

中低層の店舗併用共同住

宅等が多い国道沿いの既

成商業地域

川名

事務所 店舗、事務所ビルが建ち

並ぶ幹線沿いの商業地域

川名

事務所、倉庫

兼住宅

中低層店舗、事務所等が

建ち並ぶ路線商業地域

鶴舞

事務所兼共同

住宅

低層の店舗を中心に中層

の店舗兼共同住宅等が混

在する商業地域

桜山

住宅 中小規模の一般住宅のほ

かに共同住宅等も見られ

る住宅地域

瑞穂運動場西

住宅 中規模一般住宅が多い閑

静な住宅地域

瑞穂運動場東

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

桜山

住宅 中規模以上の一般住宅を

中心に低層マンションも

見られる住宅地域

総合リハビリセン

ター

住宅 中小規模の一般住宅、ア

パート、作業所等が混在

する住宅地域

妙音通

住宅 中規模一般住宅の多い住

宅地域

桜山

事務所兼住宅 中小規模の店舗、事務所

ビルの中にマンションが

混在する商業地域

瑞穂運動場東

店舗兼住宅 中層ビル、店舗兼住宅が

建ち並ぶ路線商業地域

瑞穂運動場東

店舗兼共同住

宅

中高層の店舗兼共同住

宅、低層店舗等が建ち並

ぶ商業地域

瑞穂区役所

店舗兼共同住

宅

幹線道路沿いに中層ビ

ル、銀行、店舗等が建ち

並ぶ商業地域

瑞穂運動場西

店舗兼住宅 木造店舗兼住宅が多い近

隣商業地域

名鉄堀田

住宅 中規模一般住宅、マン

ションが混在する住宅地

域

日比野

住宅 中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ住宅地域

神宮西

住宅 作業所、アパートも見ら

れる一般住宅地域

日比野

事務所 事務所、専門学校、共同

住宅等が建ち並ぶ国道沿

いの商業地域

金山

店舗兼住宅 店舗、事務所、一般住宅

等が建ち並ぶ古くからの

商業地域

伝馬町

事務所兼住宅 中層事務所ビル、低層店

舗等が混在する商業地域

西高蔵

事務所 中層の事務所を中心に併

用住宅もある商業地域

伝馬町

事務所 事務所、マンション、ホ

テルのほかに低層店舗等

が建ち並ぶ商業地域

熱田

店舗兼住宅 道路沿いに小売店舗、共

同住宅等が建ち並ぶ路線

商業地域

神宮西

工場 中小規模の工場のほかに

住宅等もみられる工業地

域

六番町

住宅 中規模一般住宅の中に空

地等が見られる住宅地域

高畑

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ市境近くの住宅地域

中村公園

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区

画整然とした住宅地域

小本

住宅 一般住宅、共同住宅、作

業所等が混在する住宅地

域

山王

住宅 一般住宅、アパート等が

ある中に事業所も見られ

る住宅地域

地下鉄八田
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

名古屋市中川区 106,000 164 北　　      8m 水道

東春田２丁目１６６番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

名古屋市中川区 118,000 206 南　　      8m 水道

新家３丁目１１８番外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     4.9km   (  50, 100)

名古屋市中川区 104,000 151 北　　    6.5m 水道

一色新町２丁目１４１３番２    1:3   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  50, 100)

名古屋市中川区 79,200 221 不整形 西　　    4.8m 水道

富田町大字千音寺字中屋敷３９０６番１外    1:1   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  9 Ｗ2 北　　側道     3.9km   (  60, 200)

名古屋市中川区 113,000 243 北西　      9m 水道

＊ 助光１丁目１８１６番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     360m   (  60, 200)

名古屋市中川区 117,000 1386 南　　     30m 水道

一色新町３丁目１４０８番外    1:1.5 国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     1.7km   (  80, 300)

名古屋市中川区 149,000 271 北西　    7.2m 水道

花池町２丁目３２番    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｗ2 　　　 下水     380m   (  80, 300)

名古屋市中川区 152,000 149 台形 南　　      8m 水道

西日置１丁目３０４番    1:3.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 「西日置一丁目３番９号」 Ｓ3 　　　 下水     790m   (  80, 300)

名古屋市中川区 239,000 902 西　　     30m 水道

＊ 高畑２丁目１４０番外    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 Ｓ3 　　　背面道 下水      60m   (  80, 400)

名古屋市中川区 145,000 141 北東　   16.5m 水道

長良町３丁目３８番    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 ＲＣ4 北西　側道 下水     1.1km   (  80, 300)

名古屋市中川区 96,500 409 南　　    6.5m 水道

供米田１丁目５０８番  1.2:1   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

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

港 名古屋市港区 92,500 165 南　　    6.5m 水道

宝神５丁目２４０３番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

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

名古屋市港区 89,600 205 北　　    6.5m 水道

秋葉１丁目１３０番１０７    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     4.4km   (  60, 200)

名古屋市港区 110,000 84 北　　      6m 水道

川間町１丁目１６８番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  3 ＬＳ3 　　　 下水     700m   (  60, 200)

名古屋市港区 55,900 598 南　　      6m 水道 「調区」

六軒家１２０４番外    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     6.3km   (  60, 200)

名古屋市港区 121,000 144 南　　    5.5m 水道

＊ 土古町４丁目６８番４    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

名古屋市港区 90,300 118 南西　      4m 水道

龍宮町１番３７    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  6 Ｓ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

名古屋市港区 109,000 126 北　　    5.5m 水道

須成町３丁目２５番２    1:2   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

名古屋市港区 131,000 264 北　　   14.5m 水道

港楽２丁目５０７番    1:1.2 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 「港楽二丁目５番２４号」 ＲＣ3 西　　側道 下水     270m   (  80, 200)

名古屋市港区 187,000 102 東　　     50m 水道

港栄４丁目１０５番    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 「港栄四丁目１番２号」 Ｓ3 　　　背面道 下水 近接   (  80, 500)

名古屋市港区 167,000 396 西　　     50m 水道

＊ 港楽３丁目１３１７番外    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  3 「港楽三丁目１３番２１号」 ＲＣ2 　　　 下水     200m   (  80, 400)

名古屋市港区 110,000 334 南東　     30m 水道

稲永５丁目８０４番    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 「稲永五丁目８番７号」 Ｓ3 　　　背面道 下水       1km   (  80, 300)

名古屋市港区 117,000 235 台形 北　　     25m 水道

小賀須３丁目１６２１番    1:1.2 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ3 　　　 下水     3.3km   (  80, 300)

名古屋市港区 110,000 158 東　　     30m 水道

甚兵衛通２丁目４番２外    2:1   市道　　　 ガス 準住居 準防 　　

(県) 5-  6 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 300)

名古屋市港区 89,000 689 北西　   14.6m 水道

木場町３番    1:2.5 市道　　　 ガス 工業 準防 　　

(県) 9-  1 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

名古屋市港区 77,000 341 北　　      8m 水道

東蟹田５１９番    1:2.5 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県) 9-  2 ＲＣ3 　　　 下水     4.6km   (  60, 200)

南 名古屋市南区 119,000 211 南　　    5.5m 水道

西又兵ヱ町２丁目９２番外    1:1   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

名古屋市南区 120,000 154 南西　      6m 水道

砂口町１４８番    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

名古屋市南区 134,000 274 北　　    6.3m 水道

＊ 北内町２丁目１２番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

名古屋市南区 138,000 160 南　　      6m 水道

豊１丁目４１２１番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  4 「豊一丁目４１番１６号」 Ｗ2 　　　 下水     200m   (  60, 200)

名古屋市南区 163,000 148 南　　    7.3m 水道

呼続１丁目１４０９番    1:3.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 「呼続一丁目１４番１７号」 Ｗ2 　　　 下水     420m   (  60, 200)

名古屋市南区 192,000 264 南　　    7.2m 水道

外山２丁目１０１９番    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  6 「外山二丁目１０番２３号」 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

住宅 一般住宅のほかに空地も

見られる新興住宅地域

春田

住宅 共同住宅や戸建住宅が見

られる区画街路の整った

住宅地域

岩塚

住宅 戸建一般住宅が建ち並ぶ

中に空地、共同住宅等が

混在する住宅地域

伏屋

住宅 中規模以上の一般住宅が

多い中に共同住宅も見ら

れる既成住宅地域

岩塚

住宅 一般住宅、アパート等が

見られる新興住宅地域

伏屋

店舗 低層店舗のほか共同住宅

も混在する国道沿いの路

線商業地域

伏屋

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅等が

混在する近隣商業地域

地下鉄八田

店舗兼住宅 日用品の店舗併用住宅等

が建ち並ぶ近隣商業地域

山王

店舗 銀行、小売店舗等が多い

地下鉄駅前の商業地域

高畑

診療所兼住宅 低層の店舗、店舗兼住

宅、一般住宅の混在する

近隣商業地域

烏森

事務所兼倉庫 中小工場、倉庫、共同住

宅等が混在する地域

春田

住宅 一般住宅、倉庫、駐車場

等が混在する農地も見ら

れる混在住宅地域

稲永

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

名古屋競馬場前

住宅 一般住宅のほかに空地も

見られる住宅地域

名古屋競馬場前

住宅 農家住宅等が多く、一般

住宅や田もある住宅地域

名古屋競馬場前

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区

画整然とした住宅地域

名古屋競馬場前

住宅 一般住宅のほかに空地等

も見られる住宅地域

築地口

住宅 一般住宅の中に共同住宅

等が見られる住宅地域

東海通

事務所 店舗、事務所、一般住宅

等が混在する商業地域

港区役所

店舗兼事務所 中低層の事務所ビル、小

売店舗等が建ち並ぶ商業

地域

築地口

事務所 店舗、事務所等が建ち並

ぶ商業地域

築地口

銀行 幹線道路沿いに低層店舗

等が建ち並ぶ近隣商業地

域

稲永

店舗兼住宅 幹線道路沿いに小売店舗

や飲食店舗が建ち並ぶ路

線商業地域

名古屋競馬場前

店舗兼住宅 幹線道路沿いに低層店舗

等が建ち並ぶ近隣商業地

域

荒子川公園

工場 中小工場や倉庫のほかに

店舗も見られる堀川沿い

の工業地域

道徳

住宅兼倉庫 銘木店や倉庫等を中心

に、住宅が増えつつある

工業地域

名古屋競馬場前

住宅 一般住宅の中にアパート

も混在する住宅地域

大江

住宅 一般住宅、アパート等が

混在する住宅地域

本星崎

住宅 一般住宅、アパート等が

混在する既成住宅地域

桜

住宅 中規模一般住宅を中心と

する住宅地域

豊田本町

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

呼続

住宅 中小規模住宅等が建ち並

ぶ閑静な住宅地域

桜本町
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

名古屋市南区 153,000 287 西　　   32.7m 水道

前浜通６丁目４９番１    1:2.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ3 　　　 下水     260m   (  80, 300)

名古屋市南区 130,000 202 東　　     40m 水道

加福本通２丁目２１番    1:2   国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ3 　　　 下水     140m   (  80, 300)

名古屋市南区 130,000 218 東　　   24.5m 水道

三条１丁目４１５番    1:2   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 「三条一丁目４番１５号」 Ｓ3 　　　 下水     1.1km   (  80, 300)

名古屋市南区 214,000 712 東　　   32.7m 水道

寺崎町１３０６番外  1.2:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 「寺崎町１３番８号」 Ｓ2 　　　 下水 近接   (  80, 300)

名古屋市南区 143,000 472 西　　   32.7m 水道

＊ 柴田本通３丁目１４番２外    1:4   国道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  5 ＲＣ2 　　　背面道 下水     280m   (  80, 400)

名古屋市南区 85,800 917 北西　    6.5m 水道

南野３丁目１２９番１外  1.5:1   市道　　　 ガス 工業 準防 　　

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

守山 名古屋市守山区 150,000 196 南　　      6m 水道

野萩町７１４番    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  1 　　　 下水     440m   (  60, 200)

名古屋市守山区 120,000 155 南　　    6.5m 水道

天子田３丁目３１３番    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     3.1km   (  60, 200)

名古屋市守山区 116,000 235 北　　      6m 水道

城土町１４２番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  50, 150)

名古屋市守山区 144,000 175 北　　      5m 水道

小幡５丁目２０７番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  4 「小幡五丁目２番７号」 Ｗ2 　　　 下水     670m   (  60, 200)

名古屋市守山区 141,000 168 南　　      6m 水道

白山１丁目１１２１番外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 150)

名古屋市守山区 136,000 142 北　　      5m 水道

＊ 大屋敷３１３番１    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  6 「大屋敷３番１３号」 Ｗ2 　　　 下水     630m   (  60, 200)

名古屋市守山区 113,000 107 北西　      6m 水道

菱池町１４１８番１    1:2.5 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  -  7 「菱池町１４番２２号」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

名古屋市守山区 99,200 140 北西　      6m 水道

日の後１２０５番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水     2.4km   (  60, 200)

名古屋市守山区 89,500 234 東　　      4m 水道

瀬古１丁目１７１１番    1:1   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  9 ＬＳ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

名古屋市守山区 104,000 187 北　　      6m 水道

笹ケ根３丁目３０５番外    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  - 10 Ｗ3 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

名古屋市守山区 106,000 178 北西　    6.5m 水道

幸心４丁目８０３番    1:1   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  - 11 Ｗ1 　　　 下水     900m   (  60, 200)

名古屋市守山区 154,000 169 南　　    6.5m 水道

＊ 大森１丁目１３１２番外    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

名古屋市守山区 149,000 233 西　　      5m 水道

中新１６０３番    2:1   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  - 13 「中新１６番６号」 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

名古屋市守山区 127,000 153 北　　      6m 水道

永森町１３０番    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

名古屋市守山区 86,000 201 北西　    4.5m 水道

御膳洞９０５番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

名古屋市守山区 122,000 231 北　　     16m 水道

大永寺町２８３番２    1:2   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     250m   (  80, 200)

名古屋市守山区 147,000 607 南　　     20m 水道

四軒家１丁目１２５２番  1.2:1   国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ1 　　　 下水     1.8km   (  80, 300)

名古屋市守山区 128,000 185 南東　     16m 水道

大森５丁目１１９番    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 ＲＣ3 　　　 下水     670m   (  80, 200)

名古屋市守山区 134,000 1067 北　　     25m 水道

小幡宮ノ腰１００４番外  1.2:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 「小幡宮ノ腰１０番１２号」 Ｓ1 　　　 下水     730m   (  80, 300)

名古屋市守山区 102,000 752 南東　     25m 水道

吉根１丁目２０９番  1.2:1   県道　　　 ガス 準住居 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ1 　　　背面道 下水     2.1km   (  60, 300)

緑 名古屋市緑区 125,000 239 北東　    6.5m 水道

諸の木１丁目１９０５番外    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     2.4km   (  30,  50)

名古屋市緑区 165,000 206 北東　    6.5m 水道

鶴が沢１丁目１７１０番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  50, 150)

名古屋市緑区 135,000 242 西　　    6.5m 水道

左京山２１０６番    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     370m   (  60, 200)

名古屋市緑区 153,000 139 南　　    6.5m 水道

松が根台８８番２    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  50, 100)

名古屋市緑区 174,000 225 南　　    6.5m 水道

ほら貝２丁目３１３番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     550m   (  40,  80)

名古屋市緑区 160,000 223 南　　    6.5m 水道

旭出２丁目１９１２番    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  50, 150)

事務所 店舗、事務所のほかに一

般住宅等も介在する路線

商業地域

本笠寺

店舗兼住宅 中低層の小売店舗、営業

所等が建ち並ぶ商業地域

大江

店舗兼住宅 中低層の店舗、事務所が

建ち並ぶ路線商業地域

道徳

店舗 中低層の店舗、店舗兼共

同住宅等が建ち並ぶ商業

地域

桜本町

銀行 中低層の店舗、銀行等が

多い路線商業地域

柴田

工場 中小工場、事業所が混在

する工業地域

本星崎

空地 中規模一般住宅のほかに

空地等も見られる住宅地

域

喜多山

住宅 一般住宅の中に共同住宅

等が見られる住宅地域

藤が丘

住宅 中規模一般住宅を中心と

する高台の住宅地域

白沢渓谷

住宅 中小規模一般住宅の中に

畑等が見られる住宅地域

小幡

住宅 中規模一般住宅のほかに

共同住宅も見られる閑静

な住宅地域

藤が丘

住宅 一般住宅の中にアパート

等が見られる住宅地域

瓢箪山

住宅 分譲戸建住宅を中心に事

業所、共同住宅、農地等

が混在する住宅地域

喜多山

住宅 中規模一般住宅が建ち並

びつつある区画整理済の

新興住宅地域

神領

住宅 中小規模の戸建一般住宅

を中心とした矢田川堤防

下の既成住宅地域

新守山

住宅 一般住宅を中心に空地等

も見られる住宅地域

小幡緑地

住宅 一般住宅の中にアパー

ト、小工場等が見られる

住宅地域

新守山

住宅 中小規模一般住宅が多い

区画整理済みの住宅地域

大森・金城学院前

住宅 中規模一般住宅の中に共

同住宅も見られる住宅地

域

小幡

住宅 一般住宅の中に共同住

宅、空地等が見られる住

宅地域

金屋

住宅 中規模の一般戸建住宅が

建ち並ぶ住宅地域

大森・金城学院前

医院 中低層の店舗、営業所等

が混在する県道沿いの商

業地域

川宮

店舗 中低層店舗、中高層マン

ション等が混在する国道

沿いの商業地域

藤が丘

店舗兼事務所 県道沿いに小売店舗、事

務所等が混在する路線商

業地域

大森・金城学院前

店舗 中低層の店舗、店舗兼共

同住宅が建ち並ぶ路線商

業地域

小幡

店舗 中小規模の店舗、営業所

等が増えつつある路線商

業地域

小幡緑地

住宅 中規模一般住宅を中心に

未利用地も見られる住宅

地域

徳重

住宅 一般住宅を主に未利用地

も残る住宅地域

徳重

住宅 一般住宅、共同住宅を中

心とする住宅地域

左京山

住宅 中規模一般住宅、共同住

宅等が混在する住宅地域

野並

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ閑静な住宅地域

神沢

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区

画整然とした住宅地域

鳴子北
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

名古屋市緑区 141,000 165 南　　    6.5m 水道

＊ 太子２丁目３５番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 Ｓ2 　　　 下水       1km   (  40,  80)

名古屋市緑区 137,000 161 南東　    6.8m 水道

大高町字鶴田２００番１    1:1   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     460m   (  60, 200)

名古屋市緑区 120,000 117 北東　    5.5m 水道

鳴海町字山腰７９番３    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  9 Ｓ3 　　　 下水     930m   (  60, 200)

名古屋市緑区 129,000 193 北　　      6m 水道

鎌倉台２丁目１５０１番１    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 10 ＬＳ2 　　　 下水     1.6km   (  40,  80)

名古屋市緑区 139,000 157 北　　    6.5m 水道

六田２丁目６５番    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 150)

名古屋市緑区 168,000 164 南　　    6.5m 水道

＊ 桃山２丁目１２９番    1:3   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     590m   (  50, 150)

名古屋市緑区 127,000 149 北東　      6m 水道

＊ 緑花台２５０３番    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50, 150)

名古屋市緑区 142,000 214 南　　      6m 水道

砂田２丁目３１５番    1:3   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     2.4km   (  60, 150)

名古屋市緑区 164,000 276 南東　    6.5m 水道

＊ 池上台２丁目１３０番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  40,  80)

名古屋市緑区 144,000 398 北　　     20m 水道

鳴海町字宿地３７番外    1:1.2 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ4 　　　 下水     1.2km   (  80, 200)

名古屋市緑区 216,000 1512 北西　     20m 水道

鶴が沢１丁目２２０１番外    2:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ2 南西　側道 下水      90m   (  80, 300)

名古屋市緑区 159,000 656 北　　     16m 水道

上旭２丁目２０３番外    1:1   市道　　　 ガス ２住居 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

名古屋市緑区 177,000 823 北　　     20m 水道

ほら貝１丁目７８番２    1:1.2 市道　　　 ガス 準住居 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ1 　　　 下水     320m   (  60, 200)

名古屋市緑区 129,000 349 西　　     25m 水道

浦里３丁目３２０番    1:1.5 県道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 300)

名東 名古屋市名東区 238,000 174 南西　    6.5m 水道

照が丘１１６番１    1:2   市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     560m   (  50, 150)

名古屋市名東区 143,000 210 北西　      6m 水道

猪子石原３丁目７０３番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     3.4km   (  60, 200)

名古屋市名東区 164,000 242 南　　      6m 水道

山の手１丁目３２２番    1:2   市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 150)

名古屋市名東区 231,000 243 南　　    6.5m 水道

＊ 藤森２丁目６８番外    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  40,  80)

名古屋市名東区 193,000 223 北　　    6.5m 水道

貴船２丁目１２０２番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  40,  80)

名古屋市名東区 212,000 226 北西　      8m 水道

平和が丘４丁目９４番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  40,  80)

名古屋市名東区 164,000 235 北　　      6m 水道

猪子石３丁目６１０番    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  40,  80)

名古屋市名東区 136,000 190 北　　      8m 水道

大針３丁目２４１番外    1:3   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水     3.4km   (  40,  80)

名古屋市名東区 223,000 255 北　　    6.5m 水道

本郷３丁目２９番１外    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

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

名古屋市名東区 180,000 222 南東　    6.5m 水道

高針３丁目３０９番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  50, 150)

名古屋市名東区 183,000 254 南東　    6.5m 水道

＊ 勢子坊３丁目２１２番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  40,  80)

名古屋市名東区 169,000 421 北　　     16m 水道

野間町１４番    1:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ4 　　　 下水     1.7km   (  80, 200)

名古屋市名東区 170,000 472 北西　     16m 水道

八前１丁目２２２番外    1:1.2 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ2 　　　 下水     2.1km   (  80, 200)

名古屋市名東区 171,000 451 北東　     15m 水道

西山本通２丁目１２番    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 ＲＣ4 　　　 下水     1.1km   (  80, 200)

天白 名古屋市天白区 148,000 142 南西　      6m 水道

大根町４０番７外    1:3.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  50, 150)

名古屋市天白区 157,000 312 南東　      8m 水道

野並４丁目１３８番    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     570m   (  60, 200)

名古屋市天白区 181,000 198 北　　      8m 水道

＊ 原５丁目１００４番    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  50, 150)

名古屋市天白区 164,000 195 南　　     10m 水道

池場４丁目１１０８番    1:3   市道　　　 ガス ２中専 準防 　　

(県)  -  4 ＲＣ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 150)

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区

画整然とした住宅地域

有松

住宅 中小規模の一般住宅を主

体とした既成住宅地域

大高

住宅 一般住宅と主にマンショ

ンが混在する住宅地域

鳴海

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

中京競馬場前

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

左京山

住宅 一般住宅の中に共同住宅

等が見られる住宅地域

神沢

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整理後の住宅地域

南大高

住宅 中規模一般住宅を主に共

同住宅、空地等も見られ

る住宅地域

有松

住宅 中規模一般住宅の建ち並

ぶ住宅地域

鳴子北

店舗兼共同住

宅

中低層の店舗兼共同住

宅、事務所等が混在する

県道沿いの路線商業地域

鳴海

店舗 県道沿いにサービス店

舗、営業所等が見られる

路線商業地域

徳重

店舗 路面店舗を中心に中層の

共同住宅も建ち並ぶ商業

地域

相生山

店舗兼工場 幹線道路沿いに沿道型店

舗、共同住宅のほか一般

住宅等も見られる地域

相生山

店舗兼倉庫 自動車関連の店舗等が多

い路線商業地域

鳴海

住宅 中規模住宅の中に共同住

宅等が見られる住宅地域

藤が丘

住宅 中規模一般住宅を中心に

共同住宅等が見られる住

宅地域

一社

住宅 中小規模の一般住宅のほ

かにマンションも見られ

る住宅地域

一社

住宅 中規模住宅の中に寮等も

見られる住宅地域

本郷

住宅 一般住宅を中心に共同住

宅も見られる閑静な住宅

地域

本郷

住宅 中規模住宅を中心に共同

住宅も見られる閑静な住

宅地域

一社

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ閑静な住宅地域

上社

住宅 中規模一般住宅のほか共

同住宅も見られる区画整

理後の閑静な住宅地域

本郷

住宅 一般住宅、中層共同住宅

が混在する中に事務所等

も介在する住宅地域

本郷

住宅 中規模一般住宅、マン

ション等が見られる住宅

地域

上社

住宅 中規模一般住宅を中心に

共同住宅が混在する地域

本郷

店舗兼共同住

宅

店舗等を中心にマンショ

ンも混在する近隣商業地

域

上社

店舗 低層店舗の中に中層事務

所、店舗兼共同住宅等も

見られる商業地域

一社

診療所兼共同

住宅

低層の小売店舗のほか中

層の店舗兼共同住宅等が

見られる近隣商業地域

星ヶ丘

住宅 一般住宅、アパート等が

混在する住宅地域

原

住宅 中規模一般住宅の中にア

パート、空地等が見られ

る高台の住宅地域

野並

住宅 一般住宅及び共同住宅が

建ち並ぶ住宅地域

原

住宅 一般住宅のほか共同住

宅、生産緑地等も見られ

る住宅地域

原
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

名古屋市天白区 152,000 289 北東　    6.5m 水道

向が丘２丁目９０６番    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ1 　　　 下水     700m   (  60, 200)

名古屋市天白区 201,000 401 南西　      6m 水道

御幸山１１１３番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  6 ＲＣ2F1B 　　　 下水     500m   (  30, 100)

名古屋市天白区 228,000 273 南　　      6m 水道

表山２丁目１００７番    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 Ｓ2 　　　 下水     800m   (  40, 100)

名古屋市天白区 191,000 189 北　　    6.5m 水道

＊ 元植田３丁目１８０２番    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ3 　　　 下水     700m   (  50, 150)

名古屋市天白区 149,000 199 南　　    6.5m 水道

西入町１２１番１    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  40,  80)

名古屋市天白区 218,000 286 北　　     25m 水道

＊ 植田南３丁目１０２番    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     280m   (  80, 300)

名古屋市天白区 166,000 219 東　　     16m 水道

原５丁目１３０８番    1:4   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ2 　　　 下水     1.1km   (  80, 200)

名古屋市天白区 163,000 232 台形 東　　     16m 水道

境根町９２番    1:1.2 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 ＲＣ3 　　　 下水     520m   (  80, 200)

名古屋市天白区 243,000 370 南　　     16m 水道

植田３丁目７１１番    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 ＲＣ3 　　　 下水     240m   (  80, 300)

名古屋市天白区 251,000 165 北東　   26.1m 水道

八幡山１３３５番  1.5:1   国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 ＲＣ6 　　　 下水 近接   (  80, 300)

豊橋 豊橋市 61,500 192 南　　      6m 水道

多米東町３丁目５番１３外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     7.5km   (  60, 100)

豊橋市 29,200 743 西　　      8m 水道 「調区」

神野新田町字セノ割３３番    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     6.1km   (  60, 200)

豊橋市 125,000 172 南西　      6m 水道

＊ 向山台町５番１１    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｓ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 200)

豊橋市 21,800 511 東　　    5.8m 水道 「調区」

東七根町字松端１５７番１外  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 北　　側道 下水       7km   (  60, 200)

豊橋市 68,500 177 南東　    5.3m 水道

牛川町字西郷２３番３１    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     5.3km   (  60, 100)

豊橋市 35,200 595 北東　    3.6m 水道 「調区」

横須賀町宮前３番    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

豊橋市 102,000 212 北西　      5m 水道

柱九番町７番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     300m   (  60, 200)

豊橋市 99,500 273 南　　      6m 水道

西岩田４丁目６番１４    1:3   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     4.1km   (  60, 100)

豊橋市 112,000 277 南東　      6m 水道

つつじが丘３丁目９番４外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     3.1km   (  60, 200)

豊橋市 37,100 482 北　　    4.3m 水道 「調区」

中原町字瓶焼２５番    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

豊橋市 81,500 229 南西　      6m 水道

飯村南４丁目９番２６    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     5.4km   (  60, 100)

豊橋市 67,500 267 南　　    5.4m 水道

大脇町字大脇３３番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

豊橋市 81,200 209 南西　      6m 水道

多米西町１丁目２１番１３    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水       5km   (  60, 200)

豊橋市 98,200 165 北　　    5.2m 水道

弥生町字西豊和４８番１０    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     660m   (  60, 200)

豊橋市 92,000 254 北東　      5m 水道

東橋良町２０番１    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専 　　 　　

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

豊橋市 62,000 226 南東　      6m 水道

野依台１丁目２２番９    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 100)

豊橋市 59,800 227 台形 南　　    5.4m 水道 「調区」

西幸町字浜池２９１番５    1:2   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 17 Ｗ2 　　　     3.1km   (  60, 200)

豊橋市 81,000 150 北東　    4.5m 水道

＊ 松井町字松井１８９番４外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 18 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 100)

豊橋市 105,000 152 南東　      7m 水道

＊ 東小浜町１２３番２    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 19 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

豊橋市 80,000 207 東　　      5m 水道

小向町字北小向１４５番９  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 20 ＬＳ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

豊橋市 112,000 260 北　　      6m 水道

花田三番町１２番外    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 21 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

豊橋市 102,000 184 南　　      5m 水道

草間町字郷裏４２番４外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 22 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

住宅 一般住宅、アパート、駐

車場等が混在する住宅地

域

平針

住宅 起伏の多い高台の一般住

宅地域

塩釜口

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ高

台の閑静な住宅地域

八事

住宅 一般住宅の中に空地等が

見られる住宅地域

植田

住宅 中規模一般住宅のほかに

空地も見られる区画整然

とした住宅地域

相生山

店舗兼住宅 中小規模店舗、高層共同

住宅が建ち並ぶ商業地域

植田

店舗兼住宅 店舗付マンション、店舗

併用住宅等が建ち並ぶ商

業地域

原

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅等が

混在するバス通り沿いの

商業地域

相生山

診療所兼住宅 地下鉄駅周辺の中低層の

店舗兼住宅が見られる商

業地域

植田

店舗、事務所

兼共同住宅等

中低層の店舗、店舗兼共

同住宅等が建ち並ぶ駅至

近の商業地域

塩釜口

住宅 一般住宅、農家住宅が混

在する郊外の閑静な住宅

地域

豊橋

住宅 農家住宅が多く、周囲に

農地が見られる住宅地域

豊橋

住宅 中規模一般住宅が多い閑

静な台地上の住宅地域

豊橋

住宅 農家住宅、一般住宅等が

混在する古くからの住宅

地域

二川

住宅 一般住宅のほかに農地等

が見られる住宅地域

豊橋

住宅 農家住宅、一般住宅等が

混在する古くからの住宅

地域

下地

住宅 中規模一般住宅の中にア

パート等が見られる住宅

地域

愛知大学前

住宅 中規模一般住宅のほかに

空地も見られる住宅地域

豊橋

住宅 一般住宅のほかにアパー

ト等も混在する区画整理

後の住宅地域

豊橋

住宅 農家住宅、一般住宅等が

混在する住宅地域

新所原

住宅 一般住宅の中にアパート

等が混在する区画整理後

の住宅地域

豊橋

住宅 中規模一般住宅のほかに

農地、空地も見られる住

宅地域

二川

住宅 一般住宅のほか、作業

所、駐車場等が混在する

住宅地域

豊橋

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

南栄

住宅 中規模一般住宅と共同住

宅が混在する住宅地域

小池

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

植田

住宅 農家住宅、一般住宅等が

混在する住宅地域

高師

住宅 一般住宅のほかに農地等

が見られる住宅地域

高師

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

愛知大学前

住宅 中規模一般住宅の他に共

同住宅、事業所等が混在

する住宅地域

豊橋

住宅 一般住宅の中にアパート

等が混在する既成住宅地

域

豊橋

住宅 一般住宅が多く、アパ－

ト等も混在する住宅地域

南栄
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

豊橋市 93,500 185 南西　    5.5m 水道

住吉町５２番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 23 Ｗ2 　　　 下水     2.9km   (  60, 200)

豊橋市 88,500 109 東　　    3.6m 水道

中郷町１４５番３    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 24 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

豊橋市 60,700 181 西　　    5.2m 水道

大岩町字荒古５８番４３    1:1.5 市道　　　 準工 　　 　　

(県)  - 25 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

豊橋市 80,000 198 北　　    4.5m 水道

北島町字北島２４番３    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  - 26 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

豊橋市 56,900 165 西　　      3m 水道 「調区」

大清水町字大清水５８１番５    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 27 Ｗ2 　　　     250m   (  60, 200)

豊橋市 161,000 116 西　　      8m 水道

白河町３４番    1:3   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     120m   (  80, 400)

豊橋市 107,000 303 不整形 南　　     40m 水道

八町通３丁目３番    1:2.5 国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ4 　　　 下水     1.6km   (  80, 300)

豊橋市 364,000 220 北　　     20m 水道

広小路１丁目３２番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 ＲＣ5 　　　 下水     300m   (  80, 600)

豊橋市 151,000 152 西　　     20m 水道

萱町４５番    1:4   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 Ｓ4 　　　 下水     550m   (  80, 500)

豊橋市 124,000 205 北東　     12m 水道

前田中町２番１４    1:3   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ2 　　　 下水     1.4km   (  80, 200)

豊橋市 99,000 101 西　　     20m 水道

＊ 南栄町字空池４３番２９    1:3   国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  6 Ｓ2 　　　 下水     100m   (  80, 200)

豊橋市 145,000 121 北　　      8m 水道

東小田原町２５番２    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  7 Ｓ2 　　　 下水     650m   (  80, 400)

豊橋市 525,000 245 南西　駅前広場 水道

＊ 広小路１丁目４０番１外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  8 ＲＣ5F1B 南東　側道 下水 駅前広場接面   (  80, 600)

豊橋市 129,000 502 南東　     14m 水道

潮崎町５４番    1:4   県道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  9 ＲＣ4 　　　背面道 下水     2.6km   (  80, 200)

豊橋市 125,000 168 北西　     20m 水道

花田二番町４８番  1.2:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5- 10 Ｓ3 　　　 下水     700m   (  80, 200)

豊橋市 93,600 677 北　　     22m 水道

新栄町字鳥畷５番１外    1:1   国道　　　 準工 　　 　　

(県) 5- 11 Ｓ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

豊橋市 48,300 1358 台形 北　　     10m 水道

大岩町字菅池１４番１外    1:1.2 市道　　　 工業 　　 　　

(県) 9-  1 　　　 下水     600m   (  60, 200)

豊橋市 22,900 19834 東　　     12m 水道

明海町３番５０    2:1   市道　　　 工専 　　 　　

(県) 9-  2 　　　     8.6km   (  60, 200)

豊橋市 34,500 991 南東　    5.2m 水道

下五井町沖田７６番１外    1:3   市道　　　 準工 　　 　　

(県) 9-  3 Ｓ1 　　　 下水     3.6km   (  60, 200)

岡崎 岡崎市 97,800 165 南東　    5.3m 水道

岩津町字申堂４５番６外    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     5.9km   (  60, 200)

岡崎市 102,000 169 北　　      6m 水道

美合西町１番６    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

岡崎市 86,000 160 南東　      6m 水道

中島町字紅蓮１８番６外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水       7km   (  60, 200)

岡崎市 113,000 156 南東　      6m 水道

六供町字清水４番１  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

岡崎市 106,000 167 北　　      6m 水道

＊ 大門３丁目５番１７    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     5.6km   (  60, 200)

岡崎市 93,900 215 南西　      6m 水道

真伝町字魂場３７番５１    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     3.7km   (  60, 200)

岡崎市 101,000 180 西　　      6m 水道

青木町１８番４  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     4.9km   (  60, 200)

岡崎市 97,000 169 北東　    4.5m 水道

稲熊町字６丁目７７番１１    1:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水     2.4km   (  60, 100)

岡崎市 80,000 207 北東　      6m 水道

滝町字外浦１５４番    1:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水       5km   (  60, 100)

岡崎市 120,000 184 北　　      6m 水道

上六名３丁目７番２５    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 10 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

岡崎市 52,900 527 北西　    4.5m 水道 「調区」

富永町字社本３０番５外  1.5:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 南西　側道 下水     1.3km   (  60, 200)

岡崎市 144,000 188 西　　      6m 水道

＊ 竜美旭町２番１２    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 12 Ｗ3 　　　 下水     1.6km   (  60, 100)

岡崎市 113,000 198 北西　      6m 水道

＊ 美合新町１２番２７    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     380m   (  60, 200)

住宅 一般住宅のほかにアパ－

ト等もみられる住宅地域

豊橋

住宅 一般住宅の中にアパート

等が見られる既成住宅地

域

豊橋

住宅 中小規模の一般住宅が多

い住宅地域

二川

住宅 一般住宅の中に共同住

宅、事務所等が混在する

既成の住宅地域

豊橋

住宅 一般住宅のほかに空地等

も見られる住宅地域

大清水

店舗兼住宅 店舗併用住宅、ホテル、

事務所等が建ち並ぶ駅に

近い商業地域

豊橋

事務所 中低層の店舗、事務所等

の多い国道沿いの商業地

域

豊橋

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等の中

層ビルが建ち並ぶ駅に近

い商業地域

豊橋

店舗兼事務所 中層の事務所、店舗等が

多い商業地域

豊橋

店舗兼事務所 中小規模の店舗、一般住

宅が混在する近隣商業地

域

豊橋

店舗兼住宅 各種小売店舗が建ち並ぶ

既成の路線商業地域

南栄

店舗 店舗、事業所、住宅が混

在する商業地域

豊橋

店舗 中高層の店舗ビル等が建

ち並ぶ駅前の商業地域

豊橋

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等が建

ち並ぶ路線商業地域

豊橋

店舗兼住宅 店舗併用住宅、事務所、

一般住宅が混在する近隣

商業地域

豊橋

店舗 飲食店、営業所等が建ち

並ぶ路線商業地域

豊橋

工場 中小工場を中心に事務

所、一般住宅等が混在す

る工業地域

二川

工場 大規模な工場が建ち並ぶ

区画整然とした臨海工業

地域

豊橋

倉庫 中小規模の工場のほかに

共同住宅等も見られる国

道背後の工業地域

豊橋

住宅 中規模一般住宅が多い住

宅地域

東岡崎

住宅 小規模一般住宅が多い郊

外の区画整然とした住宅

地域

美合

住宅 小規模一般住宅が建ち並

ぶ郊外の住宅地域

岡崎

住宅 中規模一般住宅の中にア

パート等が見られる既成

住宅地域

東岡崎

住宅 中小規模一般住宅のほか

空地も見られる住宅地域

東岡崎

住宅 丘陵地に低層中規模一般

住宅が建ち並ぶ住宅地域

東岡崎

住宅 一般住宅等が整然と建ち

並ぶ住宅地域

東岡崎

住宅 一般住宅の中にアパー

ト、空地等が見られる住

宅地域

東岡崎

住宅 一般住宅が建ち並ぶ大規

模住宅団地

東岡崎

住宅 中小規模の一般住宅が多

い既成住宅地域

東岡崎

住宅 中規模農家住宅のほかに

一般住宅、工場等も見ら

れる住宅地域

西岡崎

住宅 中規模一般住宅が多い高

台で閑静な住宅地域

東岡崎

住宅 住宅、アパート、店舗等

が混在する住宅地域

美合
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

岡崎市 101,000 153 北東　    5.2m 水道

東大友町字西浦１０４番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

岡崎市 40,000 418 北　　    8.5m 水道 「調区」

滝町字入山４３番１外    1:1.2 県道　　　  　　 　　

(県)  - 15 　　　     6.1km   (  60, 200)

岡崎市 115,000 163 北東　      5m 水道

＊ 宮地町字郷西２３番１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

岡崎市 119,000 217 北　　      8m 水道

上地４丁目２番３    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 17 ＬＳ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

岡崎市 96,500 191 北　　      6m 水道

北野町字東河原３５番４    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 18 Ｗ2 　　　 下水     2.7km   (  60, 200)

岡崎市 124,000 261 南東　    5.5m 水道

羽根町字陣場２０番８    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 19 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

岡崎市 104,000 157 台形 東　　    4.5m 水道

宇頭町字下山田４番１１    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 20 Ｗ2 　　　 下水     330m   (  60, 200)

岡崎市 89,600 151 北　　      6m 水道

大平町字五位原２４番２３外    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 21 Ｓ2 　　　 下水     3.4km   (  60, 200)

岡崎市 11,900 442 南　　    6.5m 水道 「都計外」

中金町字森東下１３番１外  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 22 Ｗ2 　　　 下水      14km

岡崎市 51,700 613 北東　      5m 水道 「調区」

福岡町字堂嶋２番外    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 23 Ｗ2 　　　       2km   (  60, 200)

岡崎市 47,700 209 北東　      7m 水道 「調区」

樫山町字西原１２５番１外  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 24 Ｗ2 　　　     5.4km   (  60, 200)

岡崎市 127,000 258 北西　      6m 水道

戸崎新町７番１０    1:1.2 市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  - 25 Ｗ1 　　　 下水     1.9km   (  60, 200)

岡崎市 110,000 119 南西　    4.5m 水道

＊ 矢作町字馬場７７番３    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 26 Ｗ2 　　　 下水     420m   (  60, 200)

岡崎市 22,800 373 台形 南東　    8.5m 水道 「調区」

駒立町字アマヤケ２０番１    2:1   県道　　　  　　 　　

(県)  - 27 Ｗ1 　　　 下水      10km   (  60, 200)

岡崎市 39,800 268 南西　    3.2m 水道 「調区」

羽栗町字孫八８番３    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 28 Ｗ2 　　　     840m   (  60, 200)

岡崎市 142,000 493 南　　     22m 水道

柱３丁目１１番８  1.2:1   県道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     480m   (  60, 200)

岡崎市 109,000 584 台形 北　　     30m 水道

鴨田町字向山８２番    1:1.2 県道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  2 ＲＣ7 　　　 下水     3.4km   (  60, 200)

岡崎市 173,000 105 南　　      8m 水道

明大寺本町３丁目１２番    1:3.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  3 ＲＣ4 　　　 下水     210m   (  80, 400)

岡崎市 148,000 576 北西　     18m 水道

羽根北町２丁目１番４外  1.2:1   県道　　　 ガス 準住居 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ2 　　　 下水     920m   (  60, 200)

岡崎市 114,000 3692 不整形 北東　     20m 水道

欠町字金谷１１番１外  1.2:1   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ3 　　　背面道 下水     2.3km   (  60, 200)

岡崎市 119,000 536 東　　     30m 水道

緑丘１丁目２８番８    1:1.2 県道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  6 Ｓ1 　　　 下水     2.4km   (  60, 200)

岡崎市 122,000 140 南　　     15m 水道

＊ 八幡町１丁目１４番    1:2.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  7 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  80, 400)

岡崎市 113,000 218 北　　     16m 水道

材木町１１７番１外    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  8 Ｓ2 　　　 下水     1.7km   (  80, 400)

岡崎市 264,000 205 北　　     17m 水道

＊ 明大寺本町４丁目１４番    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  9 ＲＣ5 　　　 下水     130m   (  80, 600)

岡崎市 127,000 265 北西　     18m 水道

上六名３丁目２番７    1:2   県道　　　 ガス 準住居 準防 　　

(県) 5- 10 Ｓ2 南西　側道 下水     1.2km   (  60, 200)

岡崎市 119,000 1189 北西　     18m 水道

牧御堂町字郷中５９番１外  2.5:1   県道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5- 11 Ｓ2 南西　側道 下水     2.1km   (  60, 200)

岡崎市 144,000 1109 東　　     30m 水道

＊ 井田西町３番１  1.5:1   国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5- 12 南　　側道 下水     3.5km   (  80, 200)

岡崎市 187,000 692 不整形 北東　     25m 水道

柱町字上荒子６番１３外  1.5:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5- 13 （岡崎駅東５８街区５） ＲＣ4 　　　三方路 下水     330m   (  80, 300)

岡崎市 120,000 360 南　　     18m 水道

＊ 緑丘２丁目６番２１    1:2   県道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県) 5- 14 Ｓ1 　　　 下水       2km   (  60, 200)

岡崎市 52,500 1652 南　　    8.5m 水道

北野町字畔北８２番外    1:2   市道　　　 工業 　　 　　

(県) 9-  1 　　　 下水     4.1km   (  60, 200)

岡崎市 33,700 42045 西　　   13.8m 水道 「調区」

牧平町字岩田３番３２外    1:1   市道　　　  　　 　　

(県) 9-  2 　　　     3.7km   (  60, 200)

一宮 一宮市 76,500 146 北　　    4.8m 水道

今伊勢町本神戸字名栗２１４番６    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

住宅 一般住宅を中心に農家住

宅も見られる住宅地域

矢作橋

空地 一般住宅と農家住宅のほ

かに店舗、工場等が見ら

れる住宅地域

東岡崎

住宅 建売住宅が多い農地の見

受けられる住宅地域

岡崎

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

岡崎

住宅 一般住宅が多く見られる

既成住宅地域

矢作橋

住宅 中規模一般住宅が多い丘

陵地の既成住宅地域

岡崎

住宅 小規模一般住宅が建ち並

ぶ郊外の住宅地域

宇頭

住宅 中規模一般住宅が多い住

宅地域

東岡崎

住宅 農家住宅、一般住宅が混

在するほか、農地が多く

見られる住宅地域

本宿

住宅 農家住宅が建ち並ぶ周囲

に農地が多い住宅地域

相見

住宅 低層の一般住宅を中心に

農家住宅等も散見される

住宅地域

本宿

住宅 一般住宅の中にアパート

等が見られる住宅地域

東岡崎

住宅 一般住宅の中に空地等が

見られる住宅地域

矢作橋

住宅 山間に農家住宅が散在す

る住宅地域

東岡崎

住宅 農家住宅と一般住宅が混

在する住宅地域

名電山中

事務所 低層の事務所、店舗兼住

宅のほかに一般住宅等が

混在する路線商業地域

岡崎

事務所 事務所ビル、低層店舗の

ほかに住宅等も見られる

路線商業地域

東岡崎

事務所 飲食店、事務所等の多い

駅前背後の商業地域

東岡崎

店舗兼事務所 店舗、営業所、共同住宅

が混在する路線商業地域

岡崎

店舗、事務所

兼工場等

幹線道路沿いに店舗、事

務所等が建ち並ぶ路線商

業地域

東岡崎

店舗 低層の店舗、営業所等が

建ち並ぶ路線商業地域

岡崎

店舗兼住宅 低層店舗のほかに一般住

宅等も見られる商業地域

東岡崎

店舗兼住宅 小規模店舗と一般住宅等

が混在する既成商業地域

東岡崎

店舗兼事務所 店舗、事務所、飲食店等

が建ち並ぶ駅前商業地域

東岡崎

店舗兼住宅 小規模店舗と一般住宅が

混在する県道沿いの近隣

商業地域

東岡崎

店舗兼事務所 中規模店舗、営業所等が

連たんする路線商業地域

岡崎

空地 中低層の店舗、店舗ビル

が建ち並ぶ路線商業地域

東岡崎

店舗 高層マンション、中層店

舗等が建ちつつある区画

整理中の商業地域

岡崎

店舗 低層店舗が建ち並ぶ路線

商業地域

美合

工場 大規模工場の周辺に中小

工場、倉庫のほかに住宅

も見られる工業地域

宇頭

工場 大規模工場が多くみられ

る丘陵地の工業団地

本宿

住宅 中小一般住宅のほかに共

同住宅等も介在する住宅

地域

今伊勢

-10-



宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

一宮市 78,000 219 西　　    7.2m 水道

浅野字大西７１番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

一宮市 104,000 225 南　　    7.4m 水道

緑２丁目１２番１１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 「緑二丁目１２番２０号」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

一宮市 79,300 138 北　　    5.2m 水道

木曽川町黒田字往還西南ノ切２１８番１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     270m   (  60, 200)

一宮市 96,000 123 北　　      6m 水道

＊ 森本２丁目２０番４    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 「森本二丁目２０番３号」 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 100)

一宮市 114,000 180 北　　      6m 水道

住吉１丁目６番１９    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  6 「住吉一丁目６番２６号」 ＲＣ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

一宮市 44,000 218 東　　    4.6m 水道 「調区」

北方町北方字狐塚郷１１６番１外    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　     1.5km   (  60, 200)

一宮市 52,800 151 西　　    4.5m 水道

起字西生出１番３    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     3.8km   (  60, 200)

一宮市 57,600 237 西　　    4.9m 水道

＊ 三条字大平４１番７    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　背面道 下水     3.1km   (  60, 200)

一宮市 54,200 148 台形 北　　      8m 水道

木曽川町里小牧字寺北１６番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

一宮市 70,300 119 南　　      8m 水道

三ツ井７丁目９番１６    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 11 「三ツ井七丁目９番２０号」 Ｗ2 　　　 下水     3.5km   (  60, 200)

一宮市 75,700 189 北　　    6.7m 水道

今伊勢町宮後字芝野１７番４    1:1   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 12 ＬＳ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

一宮市 55,500 219 台形 北　　    5.5m 水道

木曽川町玉ノ井字吉原東１０１番    1:2   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

一宮市 87,700 165 台形 南　　    5.6m 水道

大和町毛受字八幡前２２番３    1:2   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

一宮市 63,200 149 西　　      6m 水道

三条字道東８５番１７    1:1   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

一宮市 42,800 443 南　　      4m 水道 「調区」

萩原町高木字津崎１３番    1:2   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 16 Ｗ2 　　　     1.6km   (  60, 200)

一宮市 37,700 378 西　　    4.5m 水道 「調区」

祐久字北野黒１２１番１    1:2   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 17 Ｗ1 北　　側道       3km   (  60, 200)

一宮市 162,000 394 東　　     36m 水道

＊ 栄２丁目１２番４外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 「栄二丁目１２番８号」 ＲＣ8 　　　 下水     240m   (  80, 400)

一宮市 126,000 152 西　　     15m 水道

本町３丁目７番１６    1:5   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 「本町三丁目７番２６号」 Ｓ3 　　　 下水     420m   (  80, 400)

一宮市 108,000 919 北　　     24m 水道

妙興寺２丁目２番４外    1:2   市道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  3 「妙興寺二丁目２番２０号」 Ｓ1 　　　背面道 下水     250m   (  60, 200)

一宮市 206,000 495 西　　     15m 水道

新生１丁目２番３外    2:1   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  4 「新生一丁目２番８号」 ＳＲＣ9 南　　側道 下水     150m   (  80, 400)

一宮市 110,000 700 南　　     18m 水道

富士３丁目１番２    1:2   国道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  5 「富士三丁目１番３７号」 Ｓ1 　　　背面道 下水     2.2km   (  60, 200)

一宮市 73,500 983 台形 北　　     11m 水道

三条字ヱグロ３２番１外    2:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  6 ＲＣ2 　　　三方路 下水     2.1km   (  80, 200)

一宮市 170,000 226 西　　     25m 水道

大江３丁目１番１５外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  7 「大江三丁目１番２１号」 ＲＣ4 　　　 下水     650m   (  80, 400)

一宮市 126,000 218 西　　     25m 水道

大志１丁目１３番１    1:2   県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  8 「大志一丁目１３番１９号」 ＲＣ5 　　　 下水     800m   (  80, 400)

一宮市 78,000 348 北　　     25m 水道

三ツ井３丁目５番２    1:2   県道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県) 9-  1 「三ツ井三丁目５番３号」 　　　 下水     3.3km   (  60, 200)

瀬戸 瀬戸市 50,300 158 北東　    6.5m 水道

小田妻町１丁目２８７番外    1:1.5 道路　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

瀬戸市 70,900 206 南東　      6m 水道

＊ 上松山町１丁目１５８番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　     1.1km   (  60, 150)

瀬戸市 63,600 165 北西　      4m 水道

幡野町８１番２４    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 150)

瀬戸市 88,500 158 南東　    5.5m 水道

水南町７７番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

瀬戸市 74,000 185 西　　    4.5m 水道

北浦町４丁目９番外    1:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

瀬戸市 69,600 147 北　　      5m 水道

高根町１丁目１２５番１    1:3.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

瀬戸市 66,800 350 北西　    5.8m 水道

福元町９６番  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  50, 150)

住宅 一般住宅、共同住宅等の

ほかに農地も見られる住

宅地域

尾張一宮

住宅 中規模一般住宅を中心に

事務所等も見られる住宅

地域

尾張一宮

住宅 一般住宅、共同住宅等を

中心とする住宅地域

木曽川

住宅 一般住宅の中に農地等が

見られる住宅地域

妙興寺

住宅 中規模一般住宅を中心に

共同住宅等も見られる住

宅地域

尾張一宮

住宅 農家住宅、一般住宅等が

見られる既成住宅地域

木曽川

住宅 一般住宅のほかに工場、

店舗等も見られる住宅地

域

奥町

住宅 一般住宅が建ち並ぶ公営

住宅に隣接した住宅地域

奥町

住宅 一般住宅、農家住宅のほ

か農地等も見られる住宅

地域

黒田

住宅 小規模一般住宅、作業所

が混在する地域

稲沢

住宅 戸建住宅、共同住宅等が

見られる住宅地域

今伊勢

住宅 一般住宅を主に共同住

宅、小工場等も見られる

住宅地域

玉ノ井

住宅 中規模一般住宅を中心

に、アパ－ト、倉庫等も

見られる住宅地域

尾張一宮

住宅 中規模一般住宅、アパ－

ト等が混在する住宅地域

奥町

住宅 農地の中に一般住宅が散

見される住宅地域

萩原

住宅 一般住宅を主とした既成

集落地域

萩原

事務所兼共同

住宅

中高層の店舗、事務所等

が建ち並ぶ商業地域

尾張一宮

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ市

の中心アーケード商店街

尾張一宮

店舗 幹線道路沿いに店舗、事

務所等が見られる路線商

業地域

妙興寺

店舗兼事務所 中高層の店舗事務所ビル

のほか小店舗、駐車場が

多い駅前の商業地域

尾張一宮

店舗 中小規模の店舗等が多く

建つ路線商業地域

尾張一宮

銀行 小売店舗が多い路線商業

地域

奥町

店舗、事務所

兼住宅

中低層の店舗、事務所が

建ち並ぶ県道沿いの商業

地域

尾張一宮

店舗兼事務所 中低層の店舗、事務所等

が建ち並ぶ県道沿いの商

業地域

尾張一宮

工場 小工場、物流施設にホテ

ル等が混在する地域

妙興寺

住宅 中規模一般住宅及び県営

住宅が建ち並ぶ国道背後

の住宅地域

中水野

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

新瀬戸

住宅 中規模一般住宅が密集し

た住宅地域

瀬戸口

住宅 一般住宅を主に事務所、

小工場が見られる住宅地

域

新瀬戸

住宅 一般住宅、共同住宅、工

場等が混在する住宅地域

水野

住宅 一般住宅のほかに共同住

宅、農地等が見られる住

宅地域

瀬戸口

住宅 一般住宅、アパートが混

在する住宅地域

瀬戸口
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

瀬戸市 35,200 132 南西　    5.8m 水道

水北町１２９９番５    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50,  80)

瀬戸市 39,800 368 西　　    4.5m 水道 「調区」

掛下町２丁目６２番  1.2:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　     750m   (  60, 200)

瀬戸市 71,500 186 西　　    5.7m 水道

城ケ根町４７番７５    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

瀬戸市 35,500 237 南西　    4.5m 水道

東町１番１９外    1:2   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　     1.8km   (  60, 200)

瀬戸市 49,900 211 北　　    4.5m 水道

西茨町１１１番４０    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　     650m   (  60, 200)

瀬戸市 70,500 155 台形 北　　      7m 水道

共栄通４丁目６６番外    1:1   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 13 Ｗ1 　　　 下水     900m   (  60, 200)

瀬戸市 17,300 431 不整形 南東　    4.5m 水道 「調区」

曽野町６５０番１外    2:1   県道　　　  　　 　　

(県)  - 14 Ｗ1 　　　     3.9km   (  60, 200)

瀬戸市 74,700 172 北　　     10m 水道

追分町３５番    1:1   国道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 西　　側道 下水     100m   (  80, 400)

瀬戸市 88,800 173 北　　      8m 水道

東横山町３９番外    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ4 　　　 下水 近接   (  80, 400)

瀬戸市 38,500 105 北西　      9m 水道

品野町３丁目３１２番１  1.2:1   国道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｗ2 　　　三方路     3.4km   (  80, 200)

瀬戸市 41,700 2795 北西　    7.5m 水道

山の田町９２番１外    1:1   市道　　　 ガス 工業 　　 　　

(県) 9-  1 南西　側道     3.3km   (  60, 200)

半田 半田市 90,000 231 南西　      6m 水道

宮本町５丁目３０６番３外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ1 　　　 下水     1.4km   (  60, 100)

半田市 70,000 132 南東　    5.3m 水道

亀崎月見町４丁目９５番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     930m   (  60, 200)

半田市 77,000 277 南　　      6m 水道

一本木町３丁目６番２  1.2:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｓ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

半田市 102,000 266 南　　      6m 水道

＊ 清城町２丁目８番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ1 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

半田市 95,000 207 東　　      4m 水道

白山町４丁目３１番３９    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 100)

半田市 74,600 231 南西　      6m 水道

庚申町２丁目５６番３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 100)

半田市 87,000 251 北　　      6m 水道

花園町１丁目５番４外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

半田市 67,300 264 南　　      6m 水道

上池町１丁目２０番２    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 100)

半田市 62,900 185 北　　      8m 水道

大池町１丁目５４番１    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

半田市 41,500 192 北西　    3.8m 水道 「調区」

鴉根町２丁目１３番６    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　     2.3km   (  60, 200)

半田市 108,000 496 西　　駅前広場 水道

＊ 御幸町８番  1.5:1   県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 ＳＲＣ4F1B 南　　側道 下水 駅前広場接面   (  80, 400)

半田市 139,000 794 南西　     18m 水道

星崎町３丁目３９番７９外    1:1.2 国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ4 　　　 下水     530m   (  80, 300)

半田市 79,200 68 西　　      8m 水道

住吉町６丁目７０番    1:3   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  80, 200)

半田市 25,000 9037 南西　     10m 水道

港町３丁目９８番外  1.5:1   市道　　　 工業 　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ1 　　　     1.8km   (  60, 200)

半田市 31,000 1570 西　　      8m 水道

古浜町５４番外    1:2   市道　　　 工専 　　 　　

(県) 9-  2 Ｓ2 　　　       1km   (  60, 200)

春日井 春日井市 115,000 165 南　　      6m 水道

稲口町４丁目１１番２６    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 200)

春日井市 46,500 384 東　　    3.6m 水道 「調区」

桃山町１丁目２８９番４外    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     4.3km   (  60, 200)

春日井市 68,500 174 北東　      6m 水道

中央台６丁目９番８    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     3.4km   (  50, 100)

春日井市 112,000 137 北西　      6m 水道

小木田町６０番２    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  4 Ｓ3 　　　 下水     500m   (  60, 200)

春日井市 124,000 165 台形 南東　      6m 水道

若草通５丁目５４番２    1:2   市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

春日井市 97,000 147 北　　      6m 水道

下市場町５丁目３番１４    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     720m   (  60, 200)

住宅 一般住宅が多い丘陵地の

住宅地域

中水野

住宅 農家住宅、農地、工場等

が見られる住宅地域

山口

住宅 一般住宅が多い高台の住

宅地域

瀬戸口

住宅 一般住宅と製陶工場等が

混在する地域

尾張瀬戸

住宅 中規模一般住宅が多い丘

陵地の住宅地域

尾張瀬戸

住宅 一般住宅を主として店舗

併用住宅等が混在する住

宅地域

新瀬戸

住宅 農地の中に農家住宅が集

まる県道沿いの住宅地域

中水野

店舗兼住宅 店舗併用住宅等が建ち並

ぶ既成の商業地域

瀬戸市役所前

診療所兼住宅 中小規模の店舗等が集ま

る駅前の商業地域

新瀬戸

店舗兼住宅 店舗併用住宅、一般住宅

が建ち並ぶ近隣商業地域

尾張瀬戸

工場 大中規模の工場、倉庫が

建ち並ぶ工業地域

三郷

住宅 区画整理が行われた丘陵

地上の一般住宅地域

成岩

住宅 中小規模の一般住宅が多

い既成住宅地域

亀崎

住宅 一般住宅の中に空地も見

られる閑静な住宅地域

亀崎

住宅 中規模の一般住宅を中心

とする閑静な住宅地域

住吉町

住宅 戸建住宅が建ち並ぶ駅に

近い起伏のある住宅地域

知多半田

住宅 一般住宅を中心に空地も

見られる比較的街区の

整った住宅地域

乙川

住宅 区画整然とした中規模一

般住宅地域

青山

住宅 一般住宅を中心とする区

画整理済みの住宅地域

亀崎

住宅 一般住宅、共同住宅のほ

かに作業所等も散見され

る住宅地域

亀崎

住宅 農家住宅、一般住宅が見

られる空地の多い住宅地

域

青山

店舗兼事務所 店舗の中に中層の事務所

も混在する駅前商業地域

半田

事務所 国道沿いに中層の事務

所、店舗が多い商業地域

知多半田

店舗兼住宅 小規模の店舗、事務所を

中心に共同住宅等も見ら

れる近隣商業地域

住吉町

倉庫兼事務所 中規模工場、倉庫が建ち

並ぶ工業地域

半田

工場兼事務所 中小規模の工場を中心に

空地等も見られる工業地

域

乙川

住宅 一般住宅を中心に共同住

宅等が見られる住宅地域

勝川

住宅 中規模一般住宅のほかに

農地等が見られる住宅地

域

春日井

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ閑静な住宅地域

高蔵寺

住宅 一般住宅のほかに共同住

宅等が混在する住宅地域

春日井

住宅 中規模一般住宅に共同住

宅等が混在する住宅地域

勝川

住宅 一般住宅のほかにアパー

ト等が見られる住宅地域

神領
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

春日井市 74,400 198 北西　      6m 水道

岩成台２丁目７番３    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     1.5km   (  50, 100)

春日井市 115,000 200 南　　      6m 水道

朝宮町２丁目７番１６    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     2.4km   (  60, 200)

春日井市 96,000 217 北　　      6m 水道

出川町６丁目４番２    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

春日井市 120,000 127 南東　      9m 水道

ことぶき町４９番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

春日井市 120,000 193 南　　      6m 水道

関田町２丁目６２番    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  - 11 ＬＳ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

春日井市 57,700 231 南　　      6m 水道 「調区」

坂下町５丁目１２１５番７２９    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水       4km   (  60, 200)

春日井市 114,000 254 南　　      6m 水道

二子町２丁目５番１５    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防 　　

(県)  - 13 ＬＳ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

春日井市 137,000 195 南東　      7m 水道

＊ 八幡町４５番１２  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 14 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

春日井市 112,000 224 北西　      6m 水道

神領町３丁目７番１１    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 15 Ｗ2 　　　     450m   (  60, 200)

春日井市 137,000 220 北東　      6m 水道

勝川町５丁目８３番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

春日井市 101,000 270 北西　      6m 水道

東野町６丁目３番６    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水     2.8km   (  60, 200)

春日井市 61,000 239 北西　      6m 水道

藤山台７丁目８番２    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 18 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  50, 100)

春日井市 105,000 235 南　　      6m 水道

高山町３丁目２１番１８    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 19 ＬＳ2 　　　 下水     3.3km   (  60, 200)

春日井市 116,000 208 北東　      6m 水道

＊ 八田町２丁目３１番２  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  - 20 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

春日井市 106,000 165 南　　      9m 水道

＊ 白山町２丁目６番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  - 21 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

春日井市 112,000 169 南　　      6m 水道

＊ 如意申町４丁目２３番１９    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 22 Ｓ3 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

春日井市 116,000 394 南西　     20m 水道

八事町２丁目１３４番１外    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 ＲＣ6 　　　背面道 下水     650m   (  80, 500)

春日井市 153,000 609 南東　     36m 水道

若草通５丁目１７９番  1.2:1   国道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｗ1 　　　 下水     1.6km   (  80, 200)

春日井市 161,000 319 北東　駅前広場 水道

中央通１丁目９０番    1:1.2 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  3 ＲＣ8 　　　 下水 駅前広場接面   (  80, 500)

春日井市 118,000 812 西　　     36m 水道

勝川町１丁目７番３外    2:1   国道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ1 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

春日井市 112,000 271 不整形 北東　     16m 水道

東野町１０丁目１５番１４外    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ2 　　　 下水     2.4km   (  80, 200)

春日井市 171,000 886 台形 北西　     36m 水道

＊ 瑞穂通６丁目７番１外  1.5:1   国道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  6 ＲＣ2 北東　側道 下水     1.5km   (  80, 500)

春日井市 81,700 739 南　　     25m 水道

不二ガ丘１丁目４０番  1.2:1   国道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  7 Ｓ1 　　　     1.7km   (  60, 200)

春日井市 115,000 395 南　　     18m 水道

高蔵寺町２丁目６４番    1:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  8 Ｓ1 　　　 下水     600m   (  80, 200)

春日井市 70,000 2169 北　　     12m 水道

御幸町１丁目３番２外  1.5:1   市道　　　 ガス 工業 準防 　　

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

春日井市 80,000 374 南　　      6m 水道

森山田町７９番    1:2   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県) 9-  2 Ｓ3 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

春日井市 89,000 2000 北　　      8m 水道

中切町３丁目３番７    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県) 9-  3 Ｓ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

豊川 豊川市 75,600 171 南東　      8m 水道

本野ヶ原４丁目７１番    1:1.2 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

豊川市 78,800 224 北西　      6m 水道

御油町栗木山１８９番    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 150)

豊川市 98,000 177 北　　      4m 水道

＊ 諏訪４丁目２６５番１    1:1.2 市道　　　 ガス ２住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

豊川市 73,000 173 南西　      6m 水道

住吉町２丁目９１番    1:2.5 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

豊川市 70,500 165 北東　      5m 水道

白鳥町下郷中６７番５    1:1.2 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     1.1km   (  60, 200)

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

高蔵寺

住宅 中規模一般住宅、共同住

宅等が混在する区画整然

とした住宅地域

勝川

住宅 一般住宅のほか共同住

宅、空地等が見られる住

宅地域

神領

住宅 中小規模一般住宅が建ち

並ぶ住宅地域

春日井

住宅 中小規模一般住宅がほぼ

建ち並ぶ住宅地域

春日井

住宅 高台に中規模一般住宅が

建ち並ぶ住宅地域

高蔵寺

住宅 一般住宅が多い中に共同

住宅等が混在する住宅地

域

味鋺

住宅 中規模一般住宅が多い既

成住宅地域

勝川

住宅 街路街区が整い、一般住

宅、共同住宅が増えつつ

ある新興住宅地域

神領

住宅 中規模一般住宅を中心に

アパート、マンション等

が混在する住宅地域

勝川

住宅 中小規模の一般住宅が多

い住宅地域

春日井

住宅 中規模一般住宅が多い丘

陵地の住宅地域

高蔵寺

住宅 中規模一般住宅を中心に

共同住宅、空地等も混在

する住宅地域

勝川

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

春日井

住宅 中規模一般住宅が多い閑

静な住宅地域

高蔵寺

住宅 一般住宅の中に共同住宅

も見られる住宅地域

名鉄春日井

店舗兼共同住

宅

店舗兼共同住宅、高層マ

ンション、小規模店舗等

が混在する商業地域

春日井

店舗 郊外型の飲食店、物販店

のほか営業所等も見受け

られる路線商業地域

勝川

事務所、店舗

兼共同住宅

店舗ビル、飲食店が見ら

れる駅前の商業地域

春日井

店舗 低層の店舗のほかに工場

等が見られる国道沿いの

路線商業地域

勝川

店舗兼住宅 低層店舗を中心に事務

所、一般住宅も見られる

路線商業地域

春日井

店舗 中層の店舗ビル等が多い

国道沿いの商業地域

春日井

店舗 低層店舗、作業所等が混

在する路線商業地域

神領

店舗 店舗、店舗兼住宅の中に

一般住宅等が混在する駅

に近い路線商業地域

高蔵寺

工場 中規模工場、倉庫等が建

ち並ぶ工業地域

味鋺

倉庫 中小工場、倉庫の中に住

宅等が混在する地域

勝川

倉庫 工場、倉庫のほか一般住

宅等が見られる工業地域

勝川

住宅 一般住宅の中に空地も見

られる住宅地域

三河一宮

住宅 区画整理後の空地も見ら

れる新興住宅地域

御油

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

諏訪町

住宅 一般住宅のほかにアパー

ト等が見られる区画整理

済の住宅地域

豊川

住宅 一般住宅の中に農地も見

られる住宅地域

国府
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

豊川市 92,500 182 北西　      6m 水道

金塚町１丁目３７番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

豊川市 78,000 240 南西　      6m 水道

一宮町社１１９番外    1:2   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

豊川市 73,500 148 南西　      6m 水道

小田渕町野畔９番１０    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     100m   (  60, 200)

豊川市 96,000 107 南東　      6m 水道

金屋元町１丁目７７番５    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

豊川市 73,800 130 北東　      5m 水道

伊奈町出口９３番２  1.5:1   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     550m   (  60, 150)

豊川市 84,500 164 南　　    5.5m 水道

＊ 新青馬町５丁目３番３外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

豊川市 50,900 224 南東　      6m 水道

赤坂台９２１番    1:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50, 100)

豊川市 34,900 241 北東　    3.5m 水道 「調区」

御津町赤根百々５７番５外    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　     1.8km   (  60, 200)

豊川市 25,700 219 南　　    2.5m 水道 「調区」

萩町雨田６番４    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 14 Ｗ1 　　　     2.4km   (  60, 200)

豊川市 70,000 234 台形 南東　      5m 水道

御津町西方中屋敷８２番５外    1:1.5 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  - 15 ＬＳ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

豊川市 81,500 199 北西　      8m 水道

東曙町５６番    1:2   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

豊川市 40,700 204 南　　      4m 水道 「調区」

豊津町神ノ木１０９番４    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

豊川市 41,700 231 西　　      7m 水道 「調区」

長草町連田８５番２  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 18 Ｗ2 　　　     3.3km   (  60, 200)

豊川市 106,000 185 北東　     24m 水道

南大通５丁目３３番    1:3   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     450m   (  80, 200)

豊川市 103,000 330 北　　     22m 水道

馬場町御堂前７１番    1:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｗ2 西　　側道 下水     670m   (  80, 200)

豊川市 98,800 322 北　　   15.5m 水道

＊ 中央通４丁目７番    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ1 　　　 下水     680m   (  80, 200)

豊川市 102,000 119 北　　     22m 水道

＊ 諏訪４丁目１９９番３外    1:2   県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ3 　　　 下水     850m   (  80, 400)

豊川市 103,000 479 南東　     16m 水道

千歳通２丁目２０番１    1:3.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ1 　　　 下水     600m   (  80, 200)

豊川市 92,000 136 北西　     16m 水道

末広通４丁目３番３    1:2   市道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  6 Ｓ2 　　　 下水     1.5km   (  80, 200)

豊川市 80,300 168 台形 西　　    8.2m 水道

伊奈町縫殿２６番１２８    1:1.5 市道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  7 ＬＳ1 　　　 下水     200m   (  80, 400)

豊川市 107,000 1745 北東　     24m 水道

下長山町高畑１７番１外    1:1.5 県道　　　 準工 　　 　　

(県) 5-  8 Ｓ1 　　　 下水     800m   (  60, 200)

豊川市 48,800 848 南西　    8.5m 水道

小田渕町４丁目５３番２外    1:2   市道　　　 工業 　　 　　

(県) 9-  1 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

津島 津島市 73,100 237 北　　      6m 水道

立込町４丁目１６５番５    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

津島市 63,200 225 南　　      6m 水道

神守町字こがね１９番    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     2.9km   (  60, 200)

津島市 79,500 218 南　　    4.4m 水道

＊ 柳原町２丁目１２番  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

津島市 56,500 243 北　　      5m 水道

中一色町弥六山２６番    1:1   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     3.2km   (  60, 200)

津島市 67,500 173 東　　      8m 水道

藤浪町４丁目６５番１外    1:1   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     750m   (  60, 200)

津島市 42,800 380 南　　    4.5m 水道 「調区」

新開町４丁目２１６番外    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     2.5km   (  60, 200)

津島市 85,800 125 北　　     20m 水道

今市場町２丁目３５番１    1:4   県道　　　 ガス 近商 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ1 　　　 下水     450m   (  80, 200)

津島市 102,000 981 北　　     20m 水道

今市場町４丁目３１番３外    1:1.5 県道　　　 ガス 近商 　　 　　

(県) 5-  2 ＳＲＣ2 　　　 下水     290m   (  80, 200)

碧南 碧南市 69,100 272 南東　      6m 水道

志貴崎町３丁目６４番    1:1.5 市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 150)

碧南市 55,300 330 南東　      4m 水道 「調区」

荒居町２丁目５６番    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 北東　側道 下水     1.7km   (  60, 200)

住宅 中規模一般住宅の中に未

利用地も見られる住宅地

域

稲荷口

住宅 一般住宅を中心とする土

地区画整理済の住宅地域

三河一宮

住宅 一般住宅の中に空地等が

見られる住宅地域

小田渕

住宅 中規模一般住宅を中心に

マンションも見られる住

宅地域

豊川

住宅 一般住宅の中に農地が見

られる住宅地域

西小坂井

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

国府

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

名電赤坂

住宅 農地の中に一般住宅が散

在する住宅地域

愛知御津

住宅 農家住宅、一般住宅のほ

かに農地等が見られる住

宅地域

名電赤坂

住宅 一般住宅のほかに店舗、

小工場等が混在する既成

住宅地域

愛知御津

住宅 中規模一般住宅の多い区

画整然とした住宅地域

豊川

住宅 農家住宅と一般住宅等が

混在する住宅地域

三河一宮

住宅 一般住宅、農家住宅、農

地等が混在する住宅地域

豊川

店舗兼住宅 店舗、営業所等が建ち並

ぶ路線商業地域

諏訪町

店舗兼住宅 店舗及び飲食店が建ち並

ぶ路線商業地域

豊川

事務所 店舗、事務所等が建ち並

ぶ商業地域

稲荷口

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅等が

混在する商業地域

諏訪町

店舗 飲食店、小売店舗等が建

ち並ぶ路線商業地域

稲荷口

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅等が

混在する商業地域

豊川

店舗 小規模店舗、一般住宅等

が混在する既成商業地域

西小坂井

店舗 飲食店、専門店等が建ち

並ぶ路線商業地域

牛久保

工場 中小工場、倉庫等が混在

する工業地域

小田渕

住宅 一般住宅の中に共同住宅

も見られる住宅地域

津島

住宅 中規模一般住宅が多い熟

成の進んだ住宅地域

青塚

住宅 中規模住宅が密集する利

便性の良い既成住宅地域

津島

住宅 中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ住宅地域

日比野

住宅 一般住宅、駐車場等が見

られる住宅地域

津島

住宅 一般住宅と農家住宅が混

在する既成の住宅地域

津島

店舗兼住宅 中低層の小売店舗が建ち

並ぶ商業地域

津島

銀行 店舗、事務所の建ち並ぶ

駅に近い路線沿いの商業

地域

津島

住宅 空地もあるが中規模一般

住宅等が見られる区画整

然とした住宅地域

碧南

住宅 農家住宅等の中に農地が

見られる住宅地域

北新川
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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
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の
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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

(9)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

碧南市 89,800 205 南　　      6m 水道

大浜上町４丁目３４番    1:1   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ1 西　　側道 下水     770m   (  60, 200)

碧南市 73,800 282 台形 北東　      5m 水道

笹山町７丁目３１番    1:1   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ1 　　　     1.7km   (  60, 200)

碧南市 100,000 209 北　　    7.5m 水道

沢渡町１１９番１外    1:2.5 市道　　　 ２中専 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

碧南市 104,000 180 南西　      8m 水道

＊ 向陽町２丁目４７番１    1:2   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     680m   (  60, 200)

碧南市 80,100 198 北東　      4m 水道

幸町２丁目７０番２    1:1.5 市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　     1.3km   (  60, 200)

碧南市 73,500 145 南東　      4m 水道

新道町２丁目５４番    1:2   市道　　　 準工 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　       2km   (  60, 200)

碧南市 88,300 702 台形 北西　     20m 水道

荒子町４丁目１番２外  2.5:1   県道　　　 準住居 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ1 北東　側道 下水       2km   (  60, 200)

碧南市 76,000 747 北東　     30m 水道

権田町１丁目２４番外  1.2:1   国道　　　 準住居 　　 　　

(県) 5-  2 Ｓ2 北西　側道 下水     1.3km   (  60, 200)

碧南市 123,000 528 南　　     16m 水道

栄町１丁目３７番    1:1.2 市道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ3 西　　側道 下水     130m   (  80, 400)

碧南市 31,400 3500 西　　     15m 水道

須磨町２番１１    1:1.2 市道　　　 工専 　　 　　

(県) 9-  1 　　　     1.4km   (  60, 200)

刈谷 刈谷市 144,000 162 南西　      6m 水道

一ツ木町６丁目４番９    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

刈谷市 166,000 139 東　　      8m 水道

住吉町３丁目３６番  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     720m   (  60, 150)

刈谷市 103,000 185 西　　      4m 水道

東境町上野５７番２    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 100)

刈谷市 120,000 179 東　　    6.8m 水道

半城土町本郷１７番７  1.5:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     740m   (  60, 200)

刈谷市 112,000 171 南東　    4.5m 水道

泉田町絵下城２０２番３    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 100)

刈谷市 119,000 140 台形 南西　      5m 水道

元町６丁目２７番３    1:1   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     880m   (  60, 150)

刈谷市 157,000 144 北東　      8m 水道

＊ 板倉町１丁目１６番１４    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     360m   (  60, 150)

刈谷市 65,900 195 北東　      5m 水道 「調区」

小垣江町南屋敷１０番３    1:1   県道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　     1.9km   (  60, 200)

刈谷市 193,000 198 南　　      6m 水道

若松町４丁目１２番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     550m   (  60, 200)

刈谷市 142,000 199 北　　      6m 水道

中手町４丁目５０２番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     830m   (  60, 200)

刈谷市 150,000 263 南　　      6m 水道

半城土西町２丁目１１番１４外    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 150)

刈谷市 182,000 225 北　　      6m 水道

＊ 大手町５丁目３８番５    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 12 ＬＳ2 　　　 下水     770m   (  60, 200)

刈谷市 154,000 165 南西　    5.8m 水道

神明町１丁目４０番１    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 13 ＬＳ3 　　　 下水     680m   (  60, 200)

刈谷市 151,000 220 西　　     16m 水道

高倉町２丁目２０８番    1:2   市道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 南　　側道 下水     1.3km   (  80, 200)

刈谷市 147,000 844 不整形 北西　     18m 水道

東陽町２丁目２３番外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  2 Ｗ2 　　　背面道 下水     750m   (  80, 400)

刈谷市 163,000 414 南　　     25m 水道

＊ 末広町１丁目２３番８  1.2:1   県道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ2 西　　側道 下水     280m   (  80, 200)

刈谷市 223,000 299 北　　     18m 水道

若松町１丁目４番    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ4 東　　側道 下水     200m   (  80, 200)

刈谷市 64,500 916 北東　      6m 水道

小垣江町本郷下５１番１    1:1.2 市道　　　 工業 　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ2 　　　     560m   (  60, 200)

豊田 豊田市 165,000 224 北　　      6m 水道

月見町３丁目５番３    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　 下水     520m   (  60, 200)

豊田市 59,800 215 南西　      6m 水道 「調区」

深見町木戸３６９番６７    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　       8km   (  60, 200)

豊田市 101,000 213 南東　    4.5m 水道

大島町片平８６番３    1:1.5 道路　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     4.7km   (  50,  80)

豊田市 103,000 181 北西　      6m 水道

越戸町安貝戸２０８番５外    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     480m   (  60, 100)

住宅 一般住宅の中に空地が見

られる住宅地域

碧南中央

住宅 中小規模の住宅が建ち並

ぶ既成住宅地域

北新川

住宅 一般住宅の中に店舗等が

見られる区画整理後の住

宅地域

碧南中央

住宅 中規模一般住宅が多い利

便性の良い住宅地域

碧南中央

住宅 中規模一般住宅、アパー

ト等が混在する既成住宅

地域

碧南中央

住宅 低層一般住宅、アパート

を中心とし、小工場も混

在する住宅地域

北新川

店舗 店舗、飲食店、住宅等が

混在する路線商業地域

北新川

店舗兼作業所 店舗、飲食店、営業所等

が見られる路線商業地域

碧南

店舗兼住宅 店舗、駐車場等が混在す

る駅前の商業地域

碧南中央

工場 中規模程度の工場が建ち

並ぶ臨海工業地域

碧南中央

住宅 中小規模一般住宅と共同

住宅等が混在する区画整

理済みの住宅地域

一ツ木

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

刈谷

住宅 低層一般住宅が建ち並ぶ

既存の住宅地域

富士松

住宅 一般住宅が建ち並ぶ既成

住宅地域

野田新町

住宅 一般住宅を中心にアパー

ト等も見られる区画整然

とした住宅地域

富士松

住宅 一般住宅が多い中規模普

通住宅地域

刈谷市

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区

画整然とした住宅地域

東刈谷

住宅 一般住宅、農家住宅等が

混在する既成の住宅地域

小垣江

住宅 一般住宅、アパート等が

見られる区画整然とした

住宅地域

刈谷

住宅 一般住宅のほかにマン

ション等が見られる区画

整然とした住宅地域

逢妻

住宅 一般住宅の中にアパート

等が見られる住宅地域

刈谷

住宅 中規模住宅等が建ち並ぶ

区画整然とした住宅地域

刈谷

住宅 一般住宅、中小工場、ア

パート等が混在する地域

刈谷

店舗兼住宅 小売店舗、大型店舗等が

多い路線商業地域

逢妻

店舗 中小規模の店舗、事務所

等が見られる商業地域

刈谷

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建

ち並ぶ路線商業地域

東刈谷

店舗、事務所

兼住宅

中低層店舗、事務所等が

建ち並ぶ駅前の商業地域

刈谷

工場兼倉庫 中小規模の工場を主に倉

庫、空地等が混在する工

業地域

小垣江

住宅 中規模一般住宅のほか

に、共同住宅等も見られ

る閑静な住宅地域

新豊田

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

四郷

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ郊外の住宅地域

知立

住宅 中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ区画整理済みの住

宅地域

越戸
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

豊田市 70,400 360 西　　    8.1m 水道 「調区」

西田町南屋敷３０番６外    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ1 　　　背面道       1km   (  60, 200)

豊田市 110,000 198 南　　      4m 水道

小川町２丁目２８番３外    1:1.5 道路　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

豊田市 112,000 378 東　　    4.4m 水道

常盤町２丁目２０番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     530m   (  60, 200)

豊田市 125,000 165 西　　      6m 水道

上郷町４丁目１０番１３外    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     740m   (  60, 150)

豊田市 105,000 174 北　　      6m 水道

平戸橋町永和６２番１３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  9 ＬＳ2 　　　 下水     700m   (  50,  80)

豊田市 26,300 541 不整形 南　　    3.6m 水道 「調区」

力石町北郷戸３３６番１外  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　     5.1km   (  60, 200)

豊田市 131,000 163 南西　      6m 水道

大林町１７丁目１１番１１  1.5:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

豊田市 117,000 252 北　　      8m 水道

＊ 神池町２丁目１２３６番１１５    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 12 Ｗ3 　　　 下水     3.8km   (  60, 100)

豊田市 114,000 176 東　　      6m 水道

聖心町１丁目７番１０外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 13 ＬＳ3 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

豊田市 161,000 238 南　　      6m 水道

＊ 平芝町６丁目４１番２１    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

豊田市 65,000 682 南東　    4.2m 水道 「調区」

大島町豊３５番  1.5:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 15 Ｗ2 　　　     4.5km   (  60, 200)

豊田市 58,900 542 北東　    4.5m 水道 「調区」

平井町６丁目８０番    1:1.2 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 16 Ｗ2 　　　三方路     2.7km   (  60, 200)

豊田市 21,400 595 南西　    4.5m 水道 「調区」

北曽木町森腰１８６番・３３８番合併  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 17 ＬＳ2 　　　      13km   (  60, 200)

豊田市 87,200 184 南東　      6m 水道

巴町カキタ４番８    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  - 18 Ｗ2 　　　 下水     6.8km   (  60, 100)

豊田市 118,000 182 西　　      6m 水道

大林町１０丁目１４番１６    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 19 ＬＳ3 　　　 下水     800m   (  60, 200)

豊田市 115,000 277 北西　    6.4m 水道

上郷町２丁目１番１８    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 20 Ｗ2 　　　 下水     670m   (  60, 200)

豊田市 121,000 174 北東　      6m 水道

住吉町２丁目７番１５    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  - 21 Ｗ2 　　　 下水     660m   (  60, 150)

豊田市 53,500 120 北東　      4m 水道

西中山町十七屋１１７番３９外    1:2   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  - 22 Ｗ2 　　　 下水     6.8km   (  60, 200)

豊田市 26,100 546 南　　     11m 水道 「都計外」

花沢町小御堂５８番３  1.5:1   国道　　　  　　 　　

(県)  - 23 Ｗ2 　　　      18km

豊田市 9,020 243 不整形 南　　   10.3m 水道 「都計外」

神殿町西本郷５６番１    1:1   国道　　　  　　 　　

(県)  - 24 Ｗ2 　　　      24km

豊田市 8,380 263 台形 南東　     12m 水道 「都計外」

下切町杤本２５４２番１外  1.2:1   県道　　　  　　 　　

(県)  - 25 Ｗ2 東　　側道      26km

豊田市 17,100 453 東　　      4m 水道 「都計外」

武節町ソト田８３番２外    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  - 26 Ｗ2 　　　 下水      38km

豊田市 7,160 326 不整形 南西　      5m 水道 「都計外」

小田木町西ノ洞５番３    2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 27 Ｗ2 　　　      32km

豊田市 17,200 422 台形 北東　      8m 水道 「都計外」

永太郎町宮前３２２番１    1:3.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 28 Ｗ2 　　　      21km

豊田市 8,950 1036 不整形 東　　     12m 水道 「都計外」

市場町伊豆ケ平１４３７番外  1.2:1   県道　　　  　　 　　

(県)  - 29 Ｗ1 　　　背面道      20km

豊田市 23,100 641 西　　    9.3m 水道 「都計外」

則定町郷戸３５番２  1.5:1   県道　　　  　　 　　

(県)  - 30 Ｗ1 　　　     8.8km

豊田市 10,000 507 不整形 北東　    7.7m 水道 「都計外」

足助白山町羽根２２番１  1.5:1   県道　　　  　　 　　

(県)  - 31 Ｗ2 　　　      16km

豊田市 137,000 457 南西　      8m 水道

日之出町２丁目９番１３  1.2:1   市道　　　 ガス 準工 準防 　　

(県)  - 32 Ｓ3 　　　 下水     900m   (  60, 200)

豊田市 87,200 266 西　　      4m 水道 「調区」

広田町稲荷山２０番２４    1:1.2 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 33 ＬＳ2 　　　     710m   (  60, 200)

豊田市 73,300 237 北　　      6m 水道 「調区」

岩滝町滝坂４１６番８１    1:1.2 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 34 ＬＳ2 　　　 下水     3.8km   (  60, 200)

豊田市 32,400 399 台形 南　　      4m 水道 「調区」

中垣内町西ノ平２９番  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 35 Ｗ2 　　　       6km   (  60, 200)

豊田市 65,300 416 南東　    4.4m 水道 「調区」

配津町南屋敷３番    1:1.2 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 36 Ｓ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

住宅 農家住宅、一般住宅等が

見られる住宅地域

永覚

住宅 小規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

新豊田

住宅 中規模一般住宅等が建ち

並ぶ古くからの住宅地域

上挙母

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

三河上郷

住宅 一般住宅のほか共同住宅

もみられる閑静な住宅地

域

平戸橋

住宅 農家住宅等の中に農地も

見られる住宅地域

平戸橋

住宅 一般住宅のほか共同住宅

も見られる住宅地域

末野原

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

豊田市

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

土橋

住宅 中規模一般住宅の中に共

同住宅も建つ住宅地域

梅坪

住宅 農家住宅を中心に一般住

宅、作業場、農地等が混

在する住宅地域

知立

住宅 農家住宅と畑地が混在す

る住宅地域

越戸

住宅 農家住宅が見られる農地

の多い住宅地域

四郷

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

豊田市

住宅 一般住宅が多い区画整然

とした住宅地域

末野原

住宅 一般住宅のほかにアパー

ト等も混在する住宅地域

三河上郷

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整理後の住宅地域

竹村

住宅 一般住宅、農家住宅等が

混在する既成住宅地域

四郷

住宅 農地の中に農家住宅、店

舗、事業所が見られる国

道沿いの住宅地域

豊田市

住宅 農地、山林の中に農家住

宅等が見られる国道沿い

の住宅地域

豊田市

住宅 一般住宅、農家住宅等が

混在する県道沿いの住宅

地域

平戸橋

住宅 一般住宅のほか空地も見

られる既成住宅地域

平戸橋

住宅 農家住宅が見られる山間

の農家集落地域

平戸橋

住宅 中規模一般住宅と農地が

見られる住宅地域

四郷

住宅 農家住宅等が散在する山

間の農家集落地域

四郷

住宅 農家住宅のほかに一般住

宅等が点在する県道沿い

の住宅地域

平戸橋

住宅 農家住宅が点在する県道

沿いの住宅地域

平戸橋

共同住宅 アパート、一般住宅のほ

か小工場、店舗等が見ら

れる住宅地域

豊田市

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ閑静な住宅地域

竹村

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵

地の住宅地域

平戸橋

住宅 農家住宅等が見られる旧

来の住宅地域

三河豊田

住宅 農家住宅と一般住宅が混

在する住宅地域

三河上郷
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１
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ル当たりの
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ガス供給施設

及び下水道の

整備の状況

豊田市 178,000 250 西　　     12m 水道

月見町１丁目１０番１４    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ5 　　　 下水     200m   (  80, 400)

豊田市 145,000 268 台形 西　　      8m 水道

御幸本町１丁目２４４番    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ3 北　　側道 下水     140m   (  80, 400)

豊田市 155,000 781 西　　     16m 水道

神田町１丁目７番１  1.5:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ1 北　　側道 下水     760m   (  80, 300)

豊田市 177,000 842 不整形 東　　     25m 水道

下林町２丁目５５番１外    1:2   国道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ1 北　　側道 下水     700m   (  80, 200)

豊田市 220,000 403 東　　     25m 水道

＊ 挙母町１丁目４３番１    1:1.5 国道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  5 Ｓ3 　　　 下水     850m   (  80, 400)

豊田市 41,600 238 北西　      6m 水道 「都計外」

足助町本町３０番    1:4   市道　　　  　　 　　

(県) 5-  6 Ｓ3 　　　背面道 下水      16km

豊田市 195,000 285 東　　     16m 水道

西町１丁目１１４番３外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  7 Ｓ3 　　　 下水     300m   (  80, 400)

豊田市 60,500 6289 北西　    9.2m 水道

広久手町６丁目１番２外  1.5:1   市道　　　 工業 　　 　　

(県) 9-  1 北東　側道 下水     2.5km   (  60, 200)

豊田市 56,400 18280 南東　     16m 水道 「調区」

堤本町広地１７番外    1:2   県道　　　  　　 　　

(県) 9-  2 Ｓ2 南西　側道     3.8km   (  60, 200)

安城 安城市 149,000 198 北東　      8m 水道

小堤町２９５番２    1:2   市道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県)  -  1 「小堤町１６番２２号」 ＲＣ3 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

安城市 151,000 211 南西　      8m 水道

＊ 錦町１８３番    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 「錦町１２番１２号」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 150)

安城市 109,000 147 北東　    4.5m 水道

安城町清水１１番６    1:2   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     660m   (  60, 200)

安城市 149,000 233 南西　      6m 水道

美園町２丁目１５番１３外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水       1km   (  60, 150)

安城市 153,000 173 台形 北東　      6m 水道

今池町１丁目２５番５    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 「今池町一丁目２５番１９号」 ＬＳ2 　　　 下水     480m   (  60, 200)

安城市 110,000 224 西　　      6m 水道

小川町鹿乗１番１０２    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 150)

安城市 54,700 330 北西　    4.3m 水道 「調区」

根崎町西根３７番２    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     3.2km   (  60, 200)

安城市 143,000 191 北　　      6m 水道

二本木新町３丁目５番１２    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     330m   (  60, 200)

安城市 143,000 183 南西　      6m 水道

桜町６２番１    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  -  9 「桜町１２番１６号」 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

安城市 81,500 215 台形 西　　    5.5m 水道 「調区」

横山町赤子７１番    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 10 Ｓ2 　　　     1.9km   (  60, 200)

安城市 149,000 231 東　　     16m 水道

住吉町３丁目５８０番１外    1:3.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 「住吉町三丁目２番３号」 ＲＣ3 　　　 下水     510m   (  80, 200)

安城市 155,000 146 南西　     15m 水道

朝日町５６１番１８    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 「朝日町１５番１５号」 ＲＣ3 　　　 下水     360m   (  80, 500)

安城市 139,000 334 北西　     18m 水道

今本町４丁目２番８    1:1   県道　　　 準住居 　　 　　

(県) 5-  3 「今本町四丁目２番２号」 Ｓ3 南西　側道 下水     960m   (  60, 200)

安城市 152,000 184 南東　     15m 水道

＊ 桜町２８１番    1:2   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 「桜町１７番２号」 Ｓ3 　　　 下水     720m   (  80, 300)

安城市 181,000 990 北西　     25m 水道

三河安城町２丁目１３番１    1:2   県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  5 ＳＲＣ13 　　　三方路 下水     190m   (  80, 400)

安城市 147,000 850 不整形 東　　     20m 水道

桜井町貝戸尻５６番１外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県) 5-  6 （安城桜井駅周辺１２街区３外） Ｗ2 　　　背面道 下水     460m   (  60, 200)

安城市 55,800 962 北東　      8m 水道

根崎町東新切１８番１    1:3   市道　　　 工専 　　 　　

(県) 9-  1 　　　     3.6km   (  60, 200)

西尾 西尾市 109,000 264 南西　    6.3m 水道

寄住町神明３７番    1:2.5 市道　　　 １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ1 　　　 下水     450m   (  60, 200)

西尾市 88,900 187 北西　      6m 水道

鶴城町北二ノ沢２６番１７    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 150)

西尾市 31,600 498 北東　    3.5m 水道 「調区」

吉良町富田荒井屋敷２２番    1:3.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｓ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

西尾市 77,300 233 南東　      6m 水道

田貫１丁目４３番    1:1.5 市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     3.4km   (  60, 150)

西尾市 85,800 180 西　　      6m 水道

道光寺町郷中４１番８外    2:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

西尾市 111,000 178 北西　      6m 水道

＊ 高畠町６丁目５１番２    1:1   市道　　　 １住居 準防 　　

(県)  -  6 Ｗ1 　　　 下水     550m   (  60, 200)

事務所兼住宅 中小規模の事務所等を中

心とする駅に近い商業地

域

新豊田

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建

ち並ぶ駅前商業地域

三河豊田

店舗 中小規模の低層店舗、店

舗兼住宅等が見られる中

心部に近い商業地域

新豊田

店舗 低層の小売店舗等が建ち

並ぶ路線商業地域

上挙母

店舗 国道沿いに店舗、銀行等

が建ち並ぶ商業地域

豊田市

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ古く

からの商業地域

平戸橋

店舗兼住宅 店舗兼住宅、店舗が建ち

並ぶ駅に近い商業地域

豊田市

工場 中小規模の工場が建ち並

ぶ区画整然とした工業団

地

新豊田

倉庫 中規模流通業務施設が集

積する工業地域

若林

住宅 中小規模一般住宅の中に

空地等が見られる区画整

然とした住宅地域

安城

住宅 一般住宅の中にアパート

等が見られる住宅地域

安城

住宅 中規模一般住宅が多い既

成住宅地域

南安城

住宅 中小規模の一般住宅、ア

パート等が見られる区画

の整った住宅地域

東刈谷

住宅 中規模一般住宅、アパー

ト等が混在する住宅地域

新安城

住宅 中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ区画整然とした住

宅地域

桜井

住宅 農家住宅、一般住宅等が

建ち並ぶ住宅地域

米津

住宅 一般住宅の中にアパート

等が混在する区画整理済

の住宅地域

三河安城

住宅 一般住宅、共同住宅のほ

か倉庫等も見られる住宅

地域

安城

住宅 中小規模の一般住宅の中

に農地も見られる住宅地

域

三河安城

店舗兼住宅 低層の店舗、店舗兼住

宅、一般住宅等の混在す

る近隣商業地域

新安城

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建

ち並ぶ駅に近い商業地域

安城

店舗兼住宅 中小規模の飲食店、サー

ビス店舗等が多い路線商

業地域

新安城

店舗兼住宅 中低層の店舗、事務所等

が多い路線商業地域

安城

店舗兼共同住

宅

三河安城駅に近く店舗、

共同住宅が多い駅前商業

地域

三河安城

店舗兼住宅 中規模の店舗が建ち並ぶ

新興の路線商業地域

桜井

工場 中小規模の工場が建ち並

ぶ区画整然とした工業地

域

米津

住宅 中規模一般住宅の中に店

舗等も見られる住宅地域

西尾

住宅 街区の整った戸建住宅を

主体とする住宅地域

西尾口

住宅 中規模農家住宅が多く周

辺に農地も見られる住宅

地域

上横須賀

住宅 一般住宅、アパートのほ

かに農地も見られる区画

整然とした住宅地域

西尾

住宅 戸建住宅を中心として旧

来からの住宅及びアパー

トも見られる住宅地域

西尾口

住宅 中規模一般住宅を中心と

する住宅地域

西尾
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宅地
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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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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
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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
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基準地の前面道
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(9)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

西尾市 96,400 231 南東　      4m 水道

丁田町杢左６５番２    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 150)

西尾市 43,900 247 北東　    5.5m 水道

＊ 一色町味浜乾地６７番    1:2   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水       4km   (  60, 200)

西尾市 42,800 198 東　　      5m 水道

一色町一色東前新田５３番    1:1.2 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     4.3km   (  60, 200)

西尾市 51,000 442 東　　      5m 水道

吉良町下横須賀東下河原４６番１外    1:1.5 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     870m   (  60, 200)

西尾市 41,600 247 西　　    5.5m 水道

鳥羽町古新田１６番１４    1:1.2 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     130m   (  60, 200)

西尾市 38,900 294 南西　      3m 水道

東幡豆町中柴３６番    1:1.5 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  - 12 Ｓ2F1B 　　　 下水     700m   (  60, 200)

西尾市 79,300 165 東　　      5m 水道

米津町蓮台２番９  1.5:1   市道　　　 準工 準防 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     330m   (  60, 200)

西尾市 41,700 189 西　　    5.9m 水道

吉良町富好新田井戸東３番１外    1:2   市道　　　 準工 　　 　　

(県)  - 14 Ｗ1 南　　側道 下水     930m   (  60, 200)

西尾市 43,800 406 台形 東　　      5m 水道 「調区」

斎藤町郷中６４番    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

西尾市 53,100 401 北東　      5m 水道 「調区」

深池町上口１７番    2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 16 ＬＳ2 南東　側道 下水     1.8km   (  60, 200)

西尾市 22,200 343 北東　      5m 水道 「調区」

一色町生田中萱野３５番    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  - 17 Ｗ2 　　　     4.7km   (  60, 200)

西尾市 90,500 203 南西　     16m 水道

今川町御堂東３番６外    1:3   県道　　　 準住居 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

西尾市 128,000 377 台形 南東　     20m 水道

＊ 花ノ木町３丁目１６番１外  1.2:1   県道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ1 南西　側道 下水     260m   (  80, 400)

西尾市 122,000 551 南西　     20m 水道

寄住町洲田２３番３    1:2   県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ1 　　　 下水     390m   (  80, 400)

西尾市 93,500 496 南　　     18m 水道

寄住町金田５番２外    1:1.2 県道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  4 Ｓ2 　　　 下水     240m   (  60, 200)

西尾市 86,600 290 南東　     12m 水道

本町４８番７    1:2.5 県道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  5 ＲＣ3 　　　 下水     760m   (  80, 400)

西尾市 49,200 283 東　　     12m 水道

＊ 一色町前野東浦５１番１  1.5:1   市道　　　 準住居 　　 　　

(県) 5-  6 Ｓ1 北　　側道 下水     4.5km   (  60, 200)

西尾市 52,100 4194 南　　      6m 水道

住崎町飛八１番２７外    1:1.2 市道　　　 ガス 工業 　　 　　

(県) 9-  1 　　　背面道 下水     2.3km   (  60, 200)

蒲郡 蒲郡市 35,100 541 南西　      4m 水道 「調区」

柏原町加治替戸５１番１    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　背面道     2.7km   (  60, 200)

蒲郡市 90,500 188 南　　      6m 水道

＊ 中央本町１８０４番１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  2 「中央本町１８番４号」 ＲＣ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

蒲郡市 58,600 165 北東　      8m 水道

三谷町若宮１９２番２    1:2   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

蒲郡市 70,500 165 北東　      6m 水道

三谷北通５丁目７３番    1:2   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

蒲郡市 88,900 145 北　　    4.5m 水道

神明町１６番４外    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 「神明町１６番６号」 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

蒲郡市 68,700 196 東　　      6m 水道

平田町下長根４８番１    1:1.2 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　背面道 下水     1.9km   (  60, 200)

蒲郡市 50,700 304 台形 東　　    4.5m 水道

西浦町神谷門戸４４番１    1:1   市道　　　 準工 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 北　　側道     400m   (  60, 200)

蒲郡市 71,600 345 南　　    7.5m 水道

竹谷町元町１６番１    1:2.5 市道　　　 準工 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ1 　　　     400m   (  60, 200)

蒲郡市 72,000 242 南西　     20m 水道

三谷町東前７８番３    1:1.5 市道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　背面道 下水       1km   (  80, 400)

蒲郡市 93,000 236 北　　     22m 水道

＊ 旭町３６３番外    1:2   県道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  2 「旭町１０番１６号」 ＲＣ3 　　　 下水     800m   (  80, 200)

蒲郡市 96,700 103 東　　     15m 水道

栄町１４４番    1:3.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  3 「栄町２番２号」 ＲＣ4 　　　 下水     350m   (  80, 400)

蒲郡市 95,000 256 不整形 北　　     15m 水道

八百富町１５０番５外    1:1.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 「八百富町３番７号」 Ｓ2 　　　 下水     760m   (  80, 200)

蒲郡市 22,000 22200 北西　     28m 水道

浜町６７番４  1.5:1   道路　　　 工専 　　 　　

(県) 9-  1 　　　背面道     2.2km   (  60, 200)

犬山 犬山市 90,800 176 北　　      6m 水道

＊ 富岡新町５丁目１０番    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

住宅 中規模一般住宅、アパー

トのほか空地等も見られ

る既成住宅地域

西尾

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

福地

住宅 一般住宅、農家住宅のほ

かに農地が見られる住宅

地域

吉良吉田

住宅 一般住宅のほかに農家住

宅等も見られる住宅地域

上横須賀

住宅 中規模一般住宅の中に共

同住宅、作業所等も見ら

れる住宅地域

三河鳥羽

住宅 中規模一般住宅のほか水

産加工所等が見られる道

路の狭い既成住宅地域

東幡豆

住宅 一般住宅の中に工場等が

見られる住宅地域

米津

住宅 中小工場、一般住宅等が

混在する住宅地域

吉良吉田

住宅 農家住宅と一般住宅等が

混在する古くからの住宅

地域

福地

住宅 中規模一般住宅、農家住

宅が点在する幹線道路背

後の住宅地域

西尾

住宅 周囲にうなぎの養殖場が

見られる一般住宅、漁家

住宅等が多い住宅地域

吉良吉田

営業所 幹線道路沿いに営業所、

住宅及び店舗等が見られ

る路線商業地域

西尾

店舗 店舗、銀行、営業所等が

混在する商業地域

西尾

事務所 低層店舗、事務所等が混

在する幹線道路沿いの商

業地域

西尾

診療所兼住宅 店舗、一般住宅等が建ち

並ぶ幹線道路沿いの路線

商業地域

西尾口

事務所 低層店舗等が建ち並ぶ中

に住宅も見られる商業地

域

西尾

店舗 低層の店舗のほかに住宅

等が見られる商業地域

福地

工場 中小工場、作業所、一般

住宅等が混在する工業地

域

西尾

住宅 農家住宅と一般住宅等が

混在する既成の住宅地域

蒲郡

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

蒲郡

住宅 中規模一般住宅を中心と

する区画の整った住宅地

域

三河三谷

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整然とした住宅地域

三河三谷

住宅 中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ既成住宅地域

蒲郡

住宅 一般住宅と共同住宅、農

地等が混在する住宅地域

三河三谷

住宅 住宅の中に作業所等が見

られる既成住宅地域

西浦

住宅 一般住宅の中にアパー

ト、店舗等が混在する住

宅地域

三河塩津

店舗兼住宅 飲食店、スーパー、住宅

等が混在する路線商業地

域

三河三谷

事務所兼住宅 事務所、店舗ビル等が混

在する路線商業地域

蒲郡

店舗兼住宅 小売店舗、営業所等が建

ち並ぶ商業地域

蒲郡

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等が多

い県道沿いの既成商業地

域

蒲郡

工場 鉄鋼、化学等の工場が多

い臨海型の工場地域

三河塩津

住宅 中規模住宅が多い区画整

然とした住宅地域

犬山
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犬山市 89,600 214 南　　      6m 水道

大字橋爪字一丁田１２番３２    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

犬山市 65,000 209 西　　    4.2m 水道

字西北野１１２番６９    1:1.5 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     550m   (  60, 200)

犬山市 69,800 167 南　　      6m 水道

大字五郎丸字猿屋東７７番１７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 100)

犬山市 83,700 148 南　　      6m 水道

上坂町３丁目５６番１    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 150)

犬山市 29,800 452 不整形 東　　    5.1m 水道 「調区」

大字善師野字伏屋１３番    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     500m   (  60, 200)

犬山市 38,400 257 台形 東　　    3.1m 水道 「調区」

字荒井７６番３    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ1 　　　     1.1km   (  60, 200)

犬山市 134,000 1083 南　　     30m 水道

＊ 天神町１丁目８番    2:1   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 ＳＲＣ5 　　　三方路 下水     180m   (  80, 400)

犬山市 69,000 1322 西　　     15m 水道

字外屋敷８２番外  1.2:1   県道　　　 準住居 　　 　　

(県) 5-  2 Ｗ1 　　　 下水     500m   (  60, 200)

犬山市 109,000 152 南　　     25m 水道

松本町２丁目１０２番１外    1:1.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ2 　　　 下水     550m   (  80, 200)

犬山市 57,500 8595 西　　     16m 水道

字味加田１番１外  1.5:1   市道　　　 ガス 工専 　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ1 北　　側道 下水     1.2km   (  60, 200)

常滑 常滑市 65,000 181 北　　    5.5m 水道

＊ 新開町２丁目１４２番    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

常滑市 66,600 249 南　　      6m 水道

明和町３丁目４８番    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

常滑市 25,000 322 北　　    3.2m 水道 「調区」

広目字前田面２９番１    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　背面道 下水     2.4km   (  60, 200)

常滑市 66,600 214 北東　      6m 水道

飛香台６丁目４番７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     2.4km   (  60, 100)

常滑市 43,800 231 南　　      4m 水道

青海町８丁目７１番外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　       1km   (  60, 150)

常滑市 38,800 191 北東　      6m 水道

苅屋町６丁目１５番１３    1:1   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　     5.4km   (  60, 200)

常滑市 46,400 126 北東　    4.2m 水道

陶郷町２丁目１０６番８    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

常滑市 62,000 119 台形 南　　    7.8m 水道

市場町２丁目８５番外    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 Ｗ2F1B 西　　側道 下水     1.3km   (  80, 400)

常滑市 129,000 3666 北西　駅前広場 水道

りんくう町３丁目２番１  2.5:1   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  2 ＳＲＣ11 　　　三方路 下水 駅前広場接面   (  80, 500)

常滑市 122,000 306 南東　     26m 水道

＊ 鯉江本町５丁目１６０番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ3 　　　 下水     250m   (  80, 400)

常滑市 50,000 469 北　　     11m 水道

港町４丁目１６番    1:2   市道　　　 準工 　　 　　

(県) 9-  1 　　　     200m   (  60, 200)

江南 江南市 79,000 171 南　　      6m 水道

布袋町北１９５番    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

江南市 66,000 148 南東　      4m 水道

前飛保町寺町１０９番    1:1.5 市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     2.5km   (  60, 200)

江南市 95,100 261 北　　      6m 水道

赤童子町桜道１１４番    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     820m   (  60, 100)

江南市 97,000 161 南　　      6m 水道

＊ 尾崎町桐野３４番    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

江南市 59,000 202 南　　      5m 水道 「調区」

寄木町稲木２１５番    1:2   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　     900m   (  60, 200)

江南市 84,000 476 西　　     16m 水道

高屋町清水１０４番    1:1   県道　　　 準住居 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　     2.2km   (  60, 200)

江南市 95,600 264 北東　     15m 水道

古知野町桃源７５番    1:3   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ3 　　　 下水     900m   (  80, 200)

江南市 94,000 107 台形 南　　     20m 水道

布袋町中１８３番    1:1.2 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ3 　　　 下水     330m   (  80, 200)

小牧 小牧市 87,500 197 南　　      6m 水道

＊ 大字岩崎字猪之島１０１０番５    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

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

小牧市 101,000 179 北　　      6m 水道

掛割町６６番    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

小牧市 46,700 196 台形 南東　      6m 水道 「調区」

高根２丁目４５０番  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     4.6km   (  60, 200)

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

犬山

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

楽田

住宅 中規模一般住宅が多い住

宅地域

犬山口

住宅 一般住宅の中に農地等が

見られる区画整理済の住

宅地域

犬山口

住宅 一般住宅と農家住宅のほ

かに農地等が見られる住

宅地域

善師野

住宅 一般住宅、農家住宅、畑

等が混在する既成集落地

域

楽田

銀行兼事務所 銀行、スーパー、店舗等

が見られる駅前商業地域

犬山

店舗 飲食店、小売店舗等が多

い路線商業地域

楽田

事務所 低層の店舗、事務所、マ

ンション等が混在する路

線商業地域

犬山

倉庫 中規模の事業所、倉庫等

が建ち並ぶ工業地域

楽田

住宅 一般住宅のほか駐車場等

も見られる住宅地域

常滑

住宅 一般住宅を中心として共

同住宅も散見される区画

整然とした住宅地域

榎戸

住宅 中規模の農家住宅、一般

住宅が混在する既成住宅

地域

上野間

住宅 戸建住宅を中心とする区

画整理済みの住宅地域

常滑

住宅 中規模一般住宅を中心に

空地も見られる高台の住

宅地域

西ノ口

住宅 中小規模の一般住宅が多

い区画整然とした住宅地

域

常滑

住宅 中小規模の戸建一般住宅

が建ち並ぶ住宅地域

常滑

店舗 小売店舗が建ち並ぶ古く

からの商業地域

常滑

ホテル 式場、ホテルがあるなか

飲食店舗等が増えつつあ

る空港対岸の商業地域

りんくう常滑

事務所 店舗、事務所ビル等が見

られる駅前の商業地域

常滑

工場 大規模工場に隣接する中

小工場地域

榎戸

住宅 中規模等の一般住宅が多

い既成住宅地域

布袋

住宅 一般住宅、農家住宅、寺

院等が混在する既成住宅

地域

江南

住宅 中規模一般住宅、共同住

宅が見られる住宅地域

江南

住宅 一般住宅が建ち並ぶ利便

性のよい住宅地域

江南

住宅 中規模一般住宅、農家住

宅、農地等が混在する住

宅地域

布袋

店舗兼住宅 中規模の低層店舗が多い

県道沿いの路線商業地域

江南

店舗兼倉庫 小売店舗、飲食店舗が多

い県道沿いの路線商業地

域

江南

店舗兼事務所 住宅、店舗、事務所等が

見られる近隣商業地域

布袋

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

味岡

住宅 中小規模の一般住宅を中

心とし、アパート等も混

在する住宅地域

小牧口

住宅 畑、一般住宅が混在する

道路の整備された住宅地

域

小牧原
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小牧市 92,000 213 南東　      6m 水道

大字小牧原新田字畔地７４５番５４    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

小牧市 108,000 215 西　　    5.4m 水道

中央６丁目１８２番外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

小牧市 73,200 231 東　　    4.5m 水道

大字東田中字北野２２３７番１外  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ1 　　　 下水     600m   (  60, 200)

小牧市 80,600 258 南西　      8m 水道

大字久保一色字山新田２１６番１４７    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

小牧市 79,500 181 南　　    4.5m 水道

大字東田中字洞庭７５９番９    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

小牧市 70,400 164 北　　      6m 水道

光ヶ丘３丁目３８番７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水       6km   (  60, 100)

小牧市 111,000 360 南西　      6m 水道

＊ 中央４丁目６７番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

小牧市 98,800 297 南　　      8m 水道

＊ 外堀１丁目５６番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

小牧市 61,000 188 西　　    4.5m 水道 「調区」

大字河内屋新田字文戸１３５番３０    1:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　     3.3km   (  60, 200)

小牧市 122,000 689 南西　     16m 水道

＊ 中央１丁目４４０番  1.2:1   県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  80, 400)

小牧市 113,000 932 東　　     16m 水道

常普請２丁目２８１番  1.2:1   市道　　　 ガス 近商 　　 　　

(県) 5-  2 Ｓ1 　　　 下水     900m   (  80, 200)

小牧市 141,000 280 台形 南　　     20m 水道

小牧３丁目１４９番外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ2 　　　 下水     500m   (  80, 400)

小牧市 135,000 756 台形 西　　     16m 水道

中央１丁目１８６番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  4 ＲＣ7 　　　 下水     220m   (  80, 400)

小牧市 49,200 83905 南西　     16m 水道

大字下末字流１８０番外    1:2   国道　　　 ガス 工専 　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ2 　　　四方路     2.4km   (  60, 200)

小牧市 62,000 18816 台形 東　　     16m 水道

新小木２丁目６番    1:1.2 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県) 9-  2 Ｓ3 　　　三方路 下水     1.6km   (  60, 200)

稲沢 稲沢市 110,000 211 南　　    6.4m 水道

稲葉５丁目１０７番    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専 　　 　　

(県)  -  1 「稲葉五丁目１７番６号」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

稲沢市 51,400 386 台形 東　　      6m 水道

平和町西光坊大門北２０番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

稲沢市 39,100 624 台形 東　　    8.2m 水道 「調区」

祖父江町山崎柳野１９番    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 南　　側道     350m   (  60, 200)

稲沢市 42,300 159 北　　    5.5m 水道

祖父江町上牧上川田５１８番５    1:2.5 市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

稲沢市 36,700 374 北　　      4m 水道 「調区」

平和町中三宅中屋敷２１番    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

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

稲沢市 54,600 393 北　　    3.7m 水道 「調区」

日下部中町３丁目５番    1:1.2 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     1.2km   (  60, 200)

稲沢市 120,000 489 北　　     18m 水道

駅前３丁目２番７外    1:2   県道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  1 「駅前三丁目２番５号」 ＲＣ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

稲沢市 107,000 595 台形 西　　     25m 水道

桜木２丁目７５番１外  1.2:1   県道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  2 「桜木二丁目７番１８号」 ＲＣ2 南　　側道     2.4km   (  60, 200)

稲沢市 126,000 926 南　　     15m 水道

松下２丁目２番２２外  1.5:1   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 「松下二丁目２番３号」 Ｓ2 　　　 下水     480m   (  80, 200)

稲沢市 133,000 2704 不整形 北東　     30m 水道

陸田宮前１丁目１６番１外    1:3   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  4 Ｓ1 　　　四方路 下水     1.3km   (  80, 200)

稲沢市 74,000 740 北　　     11m 水道

奥田大沢町７番    1:2.5 市道　　　 準工 　　 　　

(県) 9-  1 　　　     600m   (  60, 200)

新城 新城市 49,500 142 北東　      5m 水道

川田字山田平３７番２５    1:1   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

新城市 66,000 276 北西　      6m 水道

＊ 城北１丁目２番２６    1:2   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

新城市 36,000 218 南　　      5m 水道 「準都計」

長篠字西野々１１番２２    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     1.2km   (  60, 200)

新城市 15,600 444 西　　     10m 水道 「都計外」

能登瀬字大道西８２番１    1:2.5 国道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 南　　側道     1.4km

新城市 12,100 350 南　　      6m 水道 「都計外」

作手清岳字道上１８番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ1 　　　 下水      18km

新城市 4,020 489 不整形 北東　      7m 水道 「都計外」

作手大和田字持篭８番１    2:1   県道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ1 南東　側道      22km

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

小牧原

住宅 中小規模の一般住宅が見

られる住宅地域

小牧

住宅 一般住宅を中心にアパー

ト、農地等も見られる住

宅地域

味岡

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

田県神社前

住宅 新旧の中規模一般住宅が

混在する既存の住宅地域

小牧原

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした環境の良い住

宅地域

小牧原

住宅 一般住宅、アパートが見

られる閑静な住宅地域

小牧

住宅 共同住宅、一般住宅、空

地等が見られる住宅地域

小牧口

住宅 低層一般住宅を主として

共同住宅、駐車場等も散

見される住宅地域

味岡

店舗 店舗、営業所等が混在す

る路線商業地域

小牧

店舗 低層の店舗、営業所等が

建ち並ぶ路線商業地域

小牧口

店舗兼事務所 中低層の店舗事務所等が

建ち並ぶ商業地域

小牧

店舗、事務所

兼共同住宅

中高層の店舗兼共同住

宅、店舗等が多い商業地

域

小牧

工場兼倉庫 大工場が多く建ち並ぶ国

道沿いの工業地域

小牧

倉庫兼事務所 倉庫、配送センター等が

建ち並ぶ工業地域

岩倉

住宅 中小規模の一般住宅が多

く見られる住宅地域

国府宮

住宅 一般住宅を主に農地等も

見られる住宅地域

丸渕

住宅 中規模農家住宅が多い農

家集落地域

山崎

住宅 旧来からの一般住宅を主

として、新規の住宅が建

ちつつある住宅地域

森上

住宅 農家住宅が多く見られる

旧来からの農家集落地域

丸渕

住宅 一般住宅も散見される旧

来からの農家集落地域

清洲

店舗兼住宅 店舗の中に住宅、マン

ションが介在する幹線道

路沿いの商業地域

稲沢

店舗 幹線道路沿いに低層店舗

が建ち並ぶ路線商業地域

国府宮

店舗 店舗、営業所等が建ち並

ぶ古くからの商業地域

国府宮

店舗 県道沿いに飲食店、小売

店舗等が多く見られる路

線商業地域

稲沢

工場 中規模工場のほかに大工

場も見られる地域

奥田

住宅 住宅のほかに農地等が見

られる住宅地域

東上

住宅 中規模一般住宅が多い区

画整理済の住宅地域

新城

住宅 一般住宅の中に農家住宅

等が見られる住宅地域

長篠城

住宅 農家住宅等が多い国道沿

いの住宅地域

湯谷温泉

住宅 一般住宅と農家住宅が混

在する住宅地域

新城

住宅 県道沿いに農家住宅等が

見られる山間の住宅地域

新城
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

新城市 25,900 639 西　　      4m 水道 「調区」

一鍬田字小深田２６番４    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

新城市 61,500 125 南東　     13m 水道

字屋敷９８番    1:3.5 県道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     370m   (  80, 200)

新城市 46,800 353 不整形 北　　     11m 水道 「準都計」

長篠字内金５番１４外    1:2   国道　　　  　　 　　

(県) 5-  2 Ｓ4 　　　     370m   (  60, 200)

東海 東海市 79,300 169 東　　    4.5m 水道

加木屋町小家ノ脇５番２３１  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 150)

東海市 76,500 208 北　　    4.4m 水道

加木屋町大堀１８番４外  1.5:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     570m   (  60, 200)

東海市 85,500 269 北東　    5.7m 水道

名和町池東２４番１外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

東海市 56,200 482 北西　      5m 水道 「調区」

大田町前畑７番    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     1.2km   (  60, 200)

東海市 104,000 168 南西　      6m 水道

高横須賀町５丁目５６番    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     580m   (  60, 200)

東海市 81,200 295 台形 南東　      3m 水道

名和町汐田東５４番５    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

東海市 99,100 199 南　　      6m 水道

中ノ池５丁目１２番１４    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 100)

東海市 104,000 255 南西　      6m 水道

名和町蛇骨山１番９８    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 150)

東海市 72,700 100 南西　      4m 水道

＊ 名和町東垣内６４番２１    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

東海市 81,200 268 北東　      8m 水道

東海町２丁目４番４    1:2   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     250m   (  60, 200)

東海市 121,000 904 北東　     25m 水道

養父町２丁目１６番    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 ＲＣ2 　　　背面道 下水     180m   (  80, 400)

東海市 123,000 749 東　　     20m 水道

＊ 富木島町伏見１丁目１８番３外    2:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ2 　　　背面道 下水     2.1km   (  80, 200)

東海市 114,000 290 台形 南西　     25m 水道

名和町３丁目９０番  1.2:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  3 Ｓ4 　　　 下水     350m   (  80, 200)

東海市 59,000 3106 北東　     10m 水道

名和町中埋田２２番３外    1:2   市道　　　 ガス 工専 　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ1 　　　背面道     1.8km   (  60, 200)

大府 大府市 95,500 220 台形 南西　    4.5m 水道

朝日町１丁目８５番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

大府市 120,000 164 西　　      6m 水道

北山町３丁目２９１番  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 150)

大府市 132,000 165 北　　      6m 水道

共栄町７丁目１０番５    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     670m   (  60, 200)

大府市 84,300 170 北西　      6m 水道

吉川町２丁目２３８番外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     4.2km   (  60, 200)

大府市 159,000 264 西　　    4.3m 水道

＊ 桃山町４丁目２２１番    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  5 ＲＣ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 100)

大府市 158,000 214 北　　      6m 水道

江端町３丁目４３番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     850m   (  60, 100)

大府市 53,500 325 北　　    3.2m 水道 「調区」

横根町名高山１３１番４    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ1 　　　     2.7km   (  60, 200)

大府市 138,000 121 北　　     18m 水道

共和町２丁目２２番３    1:2.5 市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ4 　　　 下水     140m   (  80, 400)

大府市 110,000 1136 台形 南　　     22m 水道

森岡町２丁目３１１番外  1.5:1   国道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  2 Ｓ1 　　　背面道 下水     1.8km   (  60, 200)

知多 知多市 71,500 216 南東　      5m 水道

八幡字深山口７０番３７    1:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 100)

知多市 68,800 179 南東　      6m 水道

日長台３１８番    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     2.7km   (  60, 150)

知多市 71,000 252 北西　      8m 水道

長浦３丁目１０１番    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 150)

知多市 102,000 258 南東　      6m 水道

朝倉町１７７番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 100)

知多市 69,000 165 東　　      6m 水道

八幡字鍋山１４番２  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     800m   (  60, 150)

知多市 62,700 204 北　　    3.5m 水道

新舞子字竜１２番３７    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     410m   (  60, 150)

住宅 農家住宅、一般住宅が混

在する住宅地域

野田城

店舗兼住宅 中小規模店舗、営業所等

が建ち並ぶ既成の商業地

域

東新町

店舗兼住宅 国道沿いに小売店舗、飲

食店舗等が混在する路線

商業地域

本長篠

住宅 一般住宅が建ち並ぶ中規

模住宅地域

八幡新田

住宅 一般住宅のほか未利用地

もみられる県道背後の住

宅地域

南加木屋

住宅 一般住宅の中に農家住宅

も介在する既存住宅地域

聚楽園

住宅 農家住宅、一般住宅等が

混在する住宅地域

高横須賀

住宅 一般住宅を中心とした区

画整理済みの住宅地域

高横須賀

住宅 一般住宅が多い中、共同

住宅、未利用地等も見ら

れる住宅地域

名和

住宅 一般住宅が多い区画整然

とした住宅地域

高横須賀

住宅 戸建住宅が建ち並ぶ熟成

した住宅団地

名和

住宅 中小規模一般住宅が多い

既成住宅地域

名和

住宅 一般住宅、アパート、事

業所等が混在する住宅地

域

新日鉄前

店舗 店舗、店舗兼共同住宅、

戸建住宅等が混在する駅

前の商業地域

尾張横須賀

銀行 低層店舗等が建ち並ぶ路

線商業地域

太田川

店舗兼共同住

宅

幹線道路沿いに店舗、共

同住宅等が建ち並ぶ商業

地域

名和

事務所、倉庫

兼工場

中規模の工場、物流セン

ター等が建ち並ぶ東海イ

ンター近接の工業地域

名和

住宅 新旧の個人住宅が見られ

る旧来からの既成住宅地

域

大府

住宅 中規模一般住宅のほか、

共同住宅も見られる住宅

地域

共和

住宅 一般住宅の中に共同住宅

等も見られる住宅地域

共和

住宅 一般住宅が建ち並ぶ住宅

地域

大府

住宅 一般住宅が建ち並ぶ環境

の良い丘陵地の住宅地域

大府

住宅 戸建住宅と共同住宅が建

ち並ぶ区画整然とした住

宅地域

大府

住宅 農地、農家、一般住宅が

混在する住宅地域

大府

店舗兼住宅 店舗、店舗兼住宅等が建

ち並ぶ駐車場も見られる

駅に近い商業地域

共和

店舗 国道沿いに中規模店舗等

が建ち並ぶ路線商業地域

大府

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

南加木屋

住宅 分譲住宅が建ち並ぶ住宅

地域

新舞子

住宅 一般住宅の中に寮も見ら

れる丘陵地の住宅地域

長浦

住宅 一般住宅、マンション、

アパート等が混在する住

宅地域

朝倉

住宅 一般住宅を中心とする南

向傾斜地の住宅地域

巽ケ丘

住宅 中規模一般住宅が多い古

くからの環境良好な住宅

地域

新舞子
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

知多市 83,000 208 東　　      6m 水道

＊ にしの台１丁目１３０３番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 100)

知多市 37,300 458 西　　    2.5m 水道 「調区」

金沢字郷中２２６番１外    1:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

知多市 86,200 481 台形 東　　   10.4m 水道

巽が丘２丁目８４番外  1.5:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     150m   (  80, 200)

知多市 26,400 13207 台形 東　　     15m 水道

北浜町１４番２  3.5:1   道路　　　 工専 準防 　　

(県) 9-  1 　　　     2.6km   (  60, 200)

知立 知立市 101,000 194 北東　    4.8m 水道

上重原町寺内１０７番１外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　     400m   (  60, 200)

知立市 147,000 132 南　　      6m 水道

広見２丁目１３番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

知立市 137,000 200 北東　      6m 水道

南陽１丁目５０番    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     380m   (  60, 150)

知立市 133,000 212 西　　      6m 水道

谷田町本林１丁目１１番１４    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     980m   (  60, 150)

知立市 138,000 133 南　　      6m 水道

桜木町桜木６０番７    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     680m   (  60, 200)

知立市 150,000 152 南西　      8m 水道

＊ 長田２丁目２６番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     860m   (  60, 200)

知立市 154,000 1650 台形 北西　     20m 水道

鳥居１丁目１番１  1.5:1   国道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 北東　側道 下水     980m   (  60, 200)

知立市 69,500 594 台形 東　　      6m 水道

西町本田１６番１    1:2.5 市道　　　 工業 　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

尾張旭 尾張旭市 94,000 217 北東　      6m 水道

新居町下切戸１２６３番５４    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　 下水       1km   (  60, 100)

尾張旭市 110,000 139 北西　      6m 水道

東山町１丁目１番１５    1:3   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

尾張旭市 106,000 267 南　　      6m 水道

長坂町南山２８７４番１８７    1:2.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     3.3km   (  60, 100)

尾張旭市 99,000 180 北　　      6m 水道

瀬戸川町２丁目１００番    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 150)

尾張旭市 94,500 231 北西　    5.5m 水道

西大道町前田３７２２番４    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     550m   (  60, 150)

尾張旭市 126,000 251 台形 南　　      6m 水道

東名西町１丁目５３番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

尾張旭市 130,000 198 北　　      6m 水道

＊ 東印場町３丁目１１番２    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 ＲＣ3 　　　 下水     750m   (  60, 150)

尾張旭市 73,900 248 南　　    4.2m 水道 「調区」

南栄町旭ケ丘９７番３    1:3   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　     2.7km   (  60, 200)

尾張旭市 113,000 408 東　　     10m 水道

向町２丁目４番１    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 南　　側道 下水     250m   (  80, 200)

尾張旭市 113,000 332 南　　     14m 水道

＊ 三郷町栄４２番    1:2.5 県道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  2 ＲＣ7 　　　 下水     150m   (  80, 400)

高浜 高浜市 81,300 165 南東　      6m 水道

論地町１丁目２番３３    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

高浜市 82,500 198 南東　    4.8m 水道

屋敷町６丁目２番４２外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     890m   (  60, 200)

高浜市 94,400 169 南西　      6m 水道

小池町４丁目８番１５    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     1.2km   (  60, 200)

高浜市 81,700 181 南　　    4.3m 水道

二池町３丁目６番２７    1:2   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

高浜市 97,200 830 北西　   31.5m 水道

神明町２丁目２番７外  1.2:1   国道　　　 ガス 準住居 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ1 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

岩倉 岩倉市 141,000 206 南　　      6m 水道

＊ 大地新町２丁目１６番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     780m   (  60, 100)

岩倉市 102,000 183 北　　    6.9m 水道

大市場町順喜１０１番    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     870m   (  60, 200)

岩倉市 93,800 136 南　　      5m 水道

神野町又市１０番２    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     600m   (  60, 200)

岩倉市 121,000 309 南　　     16m 水道

新柳町３丁目６１番    1:2   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ3 　　　 下水     750m   (  80, 200)

豊明 豊明市 104,000 221 台形 西　　      4m 水道

阿野町坂部１番３２    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

朝倉

住宅 中規模一般住宅、農家住

宅等が密集する古くから

の住宅地域

新舞子

店舗兼事務所 店舗や事務所が立地する

駅に近い幹線沿いの商業

地域

巽ケ丘

工場 大中規模の工場、倉庫が

建ち並ぶ臨海工業地域

朝倉

住宅 中規模の一般住宅が多い

旧来からの住宅地域

重原

住宅 一般住宅を中心に、ア

パート等も混在する住宅

地域

知立

住宅 中規模一般住宅、アパー

ト等が混在する住宅地域

牛田

住宅 一般住宅、アパート等が

混在する住宅地域

東刈谷

住宅 市内中心部に近い一般住

宅、共同住宅等が混在す

る住宅地域

知立

住宅 一般住宅のほかにアパー

ト等が見られる住宅地域

知立

店舗、事務所

兼作業所

店舗や営業所等が建ち並

ぶ国道沿いの路線商業地

域

知立

工場兼事務所 中小規模の工場が建ち並

ぶ国道背後の工業地域

知立

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ既成住宅地域

尾張旭

住宅 一般住宅を中心に共同住

宅、倉庫等が見られる住

宅地域

藤が丘

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした大規模

住宅団地

藤が丘

住宅 一般住宅に共同住宅等も

混在する住宅地域

三郷

住宅 中規模一般住宅を中心と

する県道背後の既成住宅

地域

尾張旭

住宅 中小規模一般住宅のほか

にアパート等も混在する

住宅地域

印場

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整理済みの住宅地域

旭前

住宅 一般住宅の中に農地が多

く見られる住宅地域

藤が丘

診療所 小規模店舗を中心とした

市役所近接の近隣商業地

域

尾張旭

店舗兼共同住

宅

中高層建物も見られる駅

近接の路線商業地域

三郷

住宅 一般住宅を中心にアパー

ト等も見られる新興住宅

地域

高浜港

住宅 一般住宅、共同住宅を中

心とする住宅地域

吉浜

住宅 一般住宅、アパート、農

地等が混在する区画整然

とした住宅地域

吉浜

住宅 一般住宅、アパート、中

小工場等が混在する地域

高浜港

店舗 低層の店舗、住宅等が混

在する幹線道路沿いの路

線商業地域

吉浜

住宅 一般住宅、アパート等が

混在する住宅地域

岩倉

住宅 一般住宅、共同住宅、駐

車場等が混在する住宅地

域

岩倉

住宅 中小規模の住宅の中に作

業所、共同住宅、空地等

も見られる住宅地域

石仏

店舗兼住宅 店舗、共同住宅、遊戯場

のほかに駐車場も多く見

られる路線商業地域

岩倉

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

前後
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豊明市 115,000 337 南東　      6m 水道

二村台７丁目１１番６    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     2.9km   (  60, 100)

豊明市 129,000 200 南　　      6m 水道

＊ 三崎町ゆたか台１８番７    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

豊明市 121,000 231 南西　      6m 水道

西川町長田１４番７    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 150)

豊明市 112,000 221 北　　      6m 水道

大久伝町南６番５    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 準防 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 200)

豊明市 86,200 178 南　　      4m 水道 「調区」

栄町殿ノ山２８番５３    1:1   市道　　　 ガス  　　 　　

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

豊明市 150,000 1047 台形 南東　     26m 水道

＊ 前後町善江１７３７番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火 　　

(県) 5-  1 ＳＲＣ4F1B 　　　三方路 下水 近接   (  80, 400)

豊明市 94,400 877 台形 北　　      6m 水道

新田町大割２５番１外    2:1   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県) 9-  1 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

日進 日進市 113,000 160 西　　      6m 水道

浅田町茶園４２番２２  1.5:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

日進市 129,000 200 北西　      5m 水道

＊ 南ケ丘１丁目１１番６    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

日進市 132,000 318 南　　      6m 水道

岩崎町 廻間１１２番８４９    1:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水       5km   (  60, 100)

日進市 125,000 191 北　　      6m 水道

東山６丁目４０３番    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 100)

日進市 154,000 207 北　　      6m 水道

竹の山２丁目１４０４番    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  5 ＲＣ2 　　　 下水     5.2km   (  60, 150)

日進市 100,000 256 北　　    5.1m 水道 「調区」

東山１丁目１４０２番    1:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  6 ＲＣ2 　　　     1.5km   (  60, 200)

日進市 176,000 530 北　　     16m 水道

赤池３丁目７０６番    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　背面道 下水     100m   (  80, 300)

日進市 162,000 1538 東　　     22m 水道

竹の山３丁目８０７番外  1.2:1   県道　　　 ガス 準住居 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ1 　　　背面道 下水     5.6km   (  60, 200)

田原 田原市 72,900 186 北東　    5.8m 水道

＊ 神戸町大坪３２番４    1:2   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

田原市 18,000 456 台形 南　　    2.8m 水道

赤羽根町中瀬古６４番１    1:1.5 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     9.9km   (  60, 200)

田原市 22,300 210 南　　    5.3m 水道

古田町郷中１３７番１    1:1.5 市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水      18km   (  60, 200)

田原市 8,600 515 台形 南西　      3m 水道 「調区」

伊良湖町長切２３４４番１０  1.5:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ1 南東　側道      26km   (  60, 200)

田原市 20,300 489 台形 南東　      6m 水道 「調区」

野田町籠田６４番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ1 　　　 下水       7km   (  60, 200)

田原市 15,600 517 北　　    5.5m 水道 「調区」

高松町東脇６５番１  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     6.2km   (  60, 200)

田原市 47,000 225 南西　      6m 水道 「調区」

やぐま台２７番１０    1:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

田原市 12,200 661 南西　      5m 水道 「調区」

小中山町八幡上３５０番３０    2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ1 　　　 下水      23km   (  60, 200)

田原市 85,500 290 北　　      5m 水道

田原町東大浜１０８番２外    1:1.5 市道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     250m   (  80, 400)

田原市 45,100 896 台形 北西　     16m 水道

古田町エゲノ前１３８番１    1:2   国道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ2 　　　 下水      17km   (  80, 200)

田原市 19,300 66755 南東　     11m 水道

緑が浜一号１番外    1:2   市道　　　 工専 　　 　　

(県) 9-  1 　　　     5.5km   (  60, 200)

田原市 42,700 959 北東　    4.5m 水道

神戸町大坪２０１番１    1:3   市道　　　 準工 　　 　　

(県) 9-  2 Ｓ2 　　　 下水     610m   (  60, 200)

愛西 愛西市 62,100 165 北　　      8m 水道

稲葉町米野１６２番３  1.5:1   市道　　　 １中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

愛西市 86,600 220 西　　      8m 水道

大野町山１８２１番５１    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     300m   (  60, 200)

愛西市 63,100 218 東　　    5.1m 水道

諏訪町郷東９９番４    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     550m   (  60, 200)

愛西市 54,500 121 北　　    4.5m 水道 「調区」

勝幡町萩原１５５８番２６    1:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

愛西市 27,000 936 不整形 南　　      6m 水道 「調区」

鵜多須町中道７７番  1.5:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

前後

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ高台の住宅地域

前後

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

前後

住宅 一般住宅、共同住宅が混

在する住宅地域

豊明

住宅 一般住宅が建ち並ぶ小規

模団地の住宅地域

前後

店舗兼事務所 中層の事務所ビルが見ら

れる駅前の商業地域

前後

工場 中小規模の工場、一般住

宅等が混在する県道背後

の地域

豊明

住宅 低層の一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

赤池

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

日進

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

星ヶ丘

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

日進

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

星ヶ丘

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

日進

店舗兼共同住

宅

中低層の店舗兼共同住宅

等が多く見られる駅に近

い商業地域

赤池

店舗 沿道型店舗が建ち並ぶ県

道沿いの路線商業地域

星ヶ丘

住宅 一般住宅が多く、アパー

ト等も見られる住宅地域

神戸

住宅 農家住宅のほかに一般住

宅等が混在する住宅地域

三河田原

住宅 中規模一般住宅と農家住

宅が混在して見られる住

宅地域

三河田原

住宅 農家住宅を主体とした古

くからの住宅地域

三河田原

住宅 農家住宅が多い古くから

の住宅地域

三河田原

住宅 農家住宅を主体とする古

くからの住宅地域

三河田原

住宅 中規模一般住宅が整然と

建ち並ぶ郊外の住宅地域

やぐま台

住宅 農家住宅と一般住宅が建

ち並ぶ住宅地域

三河田原

店舗兼住宅 店舗を主体に一般住宅等

も介在する駅に近い商業

地域

三河田原

事務所兼倉庫 中小規模の店舗、営業所

等が見られる路線商業地

域

三河田原

工場 専用岸壁がある大規模工

場を中心とした臨海工業

地域

三河田原

工場兼寄宿舎 小規模工場のほかに一般

住宅等が混在する工業地

域

神戸

住宅 中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ住宅地域

日比野

住宅 駅に隣接した熟成の進ん

だ住宅地域

富吉

住宅 中小規模の一般住宅が多

い既成の住宅地域

藤浪

住宅 小規模一般住宅を主体と

する古くからの住宅地域

勝幡

住宅 農家住宅、一般住宅のほ

かに農地も見られる住宅

地域

丸渕
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愛西市 23,100 659 不整形 北　　    3.5m 水道 「調区」

早尾町村北９７番外  1.5:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

清須 清須市 99,000 143 北東　      6m 水道

西枇杷島町城並３丁目１８番２０    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

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

清須市 102,000 226 北東　    5.3m 水道

西枇杷島町押花６６番    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     340m   (  60, 200)

清須市 89,100 105 台形 北　　      6m 水道

一場屋舗１４８０番５    1:1.5 県道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     350m   (  60, 200)

清須市 86,800 258 北西　    6.2m 水道

春日東出７１番２外    1:2   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     2.4km   (  60, 200)

清須市 98,400 231 東　　      6m 水道

西須ケ口７８番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     600m   (  60, 200)

清須市 103,000 215 西　　      6m 水道

＊ 鍋片３丁目８０番２外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     650m   (  60, 200)

清須市 86,300 217 南西　      6m 水道

清洲４丁目５番８    1:2   市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  -  7 Ｓ2 　　　     600m   (  60, 200)

清須市 122,000 417 南西　     16m 水道

西枇杷島町恵比須２０番１外    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ3 南東　側道 下水     400m   (  80, 200)

清須市 118,000 216 北西　     16m 水道

新清洲２丁目９番２２外    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ3 　　　 下水     150m   (  80, 400)

清須市 77,500 321 北　　    8.4m 水道

助七美里５０番    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ2 　　　     1.1km   (  60, 200)

北名古屋 北名古屋市 94,000 182 北　　    4.5m 水道

六ツ師宮西１３番    1:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　     1.7km   (  60, 200)

北名古屋市 130,000 135 台形 南　　      6m 水道

鹿田東海１３３番５    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

北名古屋市 139,000 181 南　　    8.2m 水道

＊ 西之保宮前１３番    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     620m   (  60, 200)

北名古屋市 88,700 172 南　　    5.4m 水道

北野八竜前９０番２５    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     1.9km   (  30,  50)

北名古屋市 123,000 159 南　　      6m 水道

九之坪葭田４０番    1:3   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

北名古屋市 119,000 181 北　　      6m 水道

弥勒寺東３丁目１２４番    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　     910m   (  60, 200)

北名古屋市 91,000 165 北　　    4.2m 水道

久地野河原１１３番３    1:2.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　     3.3km   (  60, 200)

北名古屋市 139,000 405 西　　     25m 水道

＊ 西之保西若１２番    1:1   県道　　　 ガス ２住居 　　 　　

(県) 5-  1 ＲＣ3 南　　側道 下水     500m   (  60, 200)

弥富 弥富市 67,000 340 南東　    6.3m 水道

五明４丁目２３番    1:1.5 市道　　　 １住居 　　 　　

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

弥富市 70,500 183 北　　      4m 水道

鯏浦町気開２０２番３外    1:2   市道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     500m   (  60, 200)

弥富市 68,300 163 北　　      5m 水道

平島町東勘助５２番３    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ3 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

弥富市 31,500 479 東　　      5m 水道 「調区」

芝井１０丁目２５番    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     4.3km   (  60, 200)

弥富市 31,700 433 東　　    7.5m 水道 「調区」

鳥ケ地１丁目１６７番２外    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     2.8km   (  60, 200)

弥富市 72,700 152 東　　    9.5m 水道

前ケ須町午新田４９９番５外    1:4   県道　　　 近商 　　 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  80, 200)

みよし みよし市 143,000 171 北西　      6m 水道

黒笹いずみ３丁目１１番１７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　 下水     320m   (  50, 100)

みよし市 119,000 218 南西　      6m 水道

＊ 東山台２５番５    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     5.6km   (  60, 100)

みよし市 101,000 151 南　　      4m 水道

三好町蜂ケ池２９番１７６  1.5:1   道路　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     5.5km   (  60, 100)

みよし市 131,000 176 北　　      6m 水道

黒笹３丁目５番７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     890m   (  50, 100)

みよし市 60,500 213 南東　    5.8m 水道 「調区」

明知町美里３０番３    1:1.2 道路　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     4.6km   (  60, 200)

みよし市 121,000 935 南東　     20m 水道

三好町前田４９番１外    1:1.2 県道　　　 商業 防火 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     4.7km   (  80, 400)

みよし市 50,900 3576 北西　      9m 水道

三好町八和田山５番１４５    1:3   市道　　　 ガス 工専 　　 　　

(県) 9-  1 　　　     6.2km   (  60, 200)

住宅 農家住宅の中に空地が見

られる古くからの住宅地

域

町方

住宅 一般住宅を中心に共同住

宅、農地等も見られる区

画整然とした住宅地域

下小田井

住宅 一般住宅のほかに駐車場

等も見られる住宅地域

下小田井

住宅 小規模一般住宅、事務所

等が混在する既成住宅地

域

清洲

住宅 一般住宅の中に小規模工

場も見られる住宅地域

清洲

住宅 中規模一般住宅、マン

ション、駐車場等が混在

する住宅地域

丸ノ内

住宅 一般住宅の外に農地、倉

庫等が見られる住宅地域

丸ノ内

共同住宅 戸建住宅、アパートに混

じり小規模工場、作業場

が散見される地域

清洲

店舗兼事務所 店舗、事業所、併用住宅

等が立地する路線沿いの

近隣商業地域

枇杷島

店舗兼事務所 小売店舗、マンション、

銀行等が混在する駅前商

業地域

新清洲

事務所、作業

所兼倉庫

中小工場、事務所、倉庫

等が多い工業地域

丸ノ内

住宅 農地も見られる中に中規

模住宅を中心とする一般

住宅地域

徳重・名古屋芸大

建築中 一般住宅のほかに共同住

宅も見られる住宅地域

西春

住宅 一般住宅のほかに共同住

宅等が混在する住宅地域

西春

住宅 一般住宅を主として農地

等が見られる住宅地域

西春

住宅 一般住宅のほかにアパー

ト、駐車場等も混在する

住宅地域

西春

住宅 一般住宅を中心に農地も

見られる住宅地域

徳重・名古屋芸大

住宅 小規模一般住宅が建ち並

ぶ中にアパート等も見ら

れる住宅地域

西春

事務所 店舗、営業所ビル等が建

ち並ぶ路線商業地域

西春

住宅 農家住宅、一般住宅が混

在する区画整然とした住

宅地域

弥富

住宅 一般住宅が多い利便性の

良い住宅地域

近鉄弥富

住宅 一般住宅、共同住宅等が

混在する住宅地域

近鉄弥富

住宅 農家住宅、一般住宅が見

られる農地等の多い住宅

地域

近鉄弥富

住宅 一般住宅、小工場、農地

等が混在する中学校に近

い住宅地域

佐古木

店舗兼住宅 小売店舗を中心に一般住

宅等も見られる商業地域

近鉄弥富

住宅 一般住宅を中心に空地も

見られる区画整然とした

住宅地域

黒笹

住宅 住宅、アパート等が混在

する住宅地域

日進

住宅 低層一般住宅が建ち並ぶ

住宅地域

日進

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

黒笹

住宅 一般住宅、農家住宅が混

在し、畑等も見られる住

宅地域

土橋

店舗 小売店舗、飲食店等が見

られる路線商業地域

日進

工場 自動車関連工場が建ち並

ぶ内陸型工業団地

日進
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あま あま市 70,800 138 北　　      4m 水道

七宝町川部山王１３３番  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ1 　　　     3.6km   (  60, 200)

あま市 44,200 562 東　　    3.8m 水道 「調区」

七宝町沖之島南屋敷１４番    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ1 南　　側道       1km   (  60, 200)

あま市 75,200 132 北　　    5.4m 水道

木田加瀬９番６    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

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

あま市 82,900 198 北　　      4m 水道

＊ 甚目寺山之浦１３５番２    1:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     300m   (  60, 200)

あま市 73,000 165 北　　    6.2m 水道

下萱津長者２４番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     2.3km   (  60, 200)

あま市 75,700 200 北　　      6m 水道

小路３丁目６番２    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     1.4km   (  60, 200)

あま市 58,400 416 南　　    3.9m 水道

方領屋敷９４番    2:1   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　     1.8km   (  60, 100)

あま市 81,000 175 北　　      4m 水道

甚目寺乾出１２０番３    1:2   市道　　　 ガス ２中専 　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

あま市 104,000 458 北　　    9.7m 水道

＊ 甚目寺五位田１５５番２外    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 ＲＣ4F1B 東　　側道 下水     250m   (  80, 200)

長久手 長久手市 139,000 209 北東　      6m 水道

山野田１４０７番    1:2   市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

長久手市 156,000 190 北　　      6m 水道

戸田谷５０２番２    1:2   市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 150)

長久手市 161,000 159 南東　      6m 水道

市が洞１丁目７１１番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     1.4km   (  50, 100)

長久手市 178,000 141 東　　      6m 水道

＊ 作田１丁目１００９番外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

長久手市 94,800 218 台形 南東　    4.4m 水道

岩作東中４９番１  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

長久手市 63,000 403 北東　    5.5m 水道 「調区」

前熊西脇２１番    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

長久手市 167,000 901 台形 南　　     30m 水道

戸田谷１０２４番外  1.5:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     150m   (  80, 200)

東郷 愛知郡東郷町 122,000 197 北　　      6m 水道

＊ 和合ケ丘２丁目１９番１４    1:1.2 町道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

愛知郡東郷町 71,000 280 台形 北西　    4.7m 水道

大字諸輪字観音畑６０番１外  1.2:1   町道　　　 ガス ２中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ1 　　　 下水       3km   (  60, 200)

愛知郡東郷町 107,000 209 西　　      6m 水道

清水１丁目７番１２    1:1.5 町道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     3.7km   (  50, 100)

愛知郡東郷町 98,800 161 北東　      6m 水道

春木台５丁目１３番４    1:3   町道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     4.2km   (  50, 100)

愛知郡東郷町 68,000 231 北　　      6m 水道 「調区」

大字春木字白土１番１４４７    1:1.5 町道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     2.5km   (  60, 200)

豊山 西春日井郡豊山町 95,600 155 南　　    5.5m 水道

大字豊場字若宮６３番４    1:2   町道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

西春日井郡豊山町 90,100 119 北西　    6.9m 水道

大字豊場字栄２３番５    1:2   町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｓ3 　　　     3.8km   (  60, 200)

西春日井郡豊山町 92,500 218 東　　    5.5m 水道

大字豊場字流川５５番    1:1.5 町道　　　 ガス 準工 　　 　　

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

大口 丹羽郡大口町 71,700 130 北　　      4m 水道

下小口４丁目１０番４    1:1.5 町道　　　 ガス １中専 　　 　　

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

丹羽郡大口町 61,000 155 北西　      5m 水道

替地２丁目２３３番    1:1.5 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

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

丹羽郡大口町 45,700 253 南　　    3.3m 水道 「調区」

上小口１丁目２７６番１  1.2:1   町道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

扶桑 丹羽郡扶桑町 74,000 282 東　　    4.5m 水道

大字高雄字中海道３１番    1:1.5 町道　　　 ガス ２中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　     650m   (  60, 200)

丹羽郡扶桑町 66,900 170 東　　      4m 水道

大字高雄字覚王寺前２１番１９７    1:1   町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     1.3km   (  60, 200)

丹羽郡扶桑町 36,800 287 南　　    3.2m 水道 「調区」

大字山那字屋敷地６９２番１    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 西　　側道     1.9km   (  60, 200)

大治 海部郡大治町 77,200 192 東　　      5m 水道

大字長牧字向１７番  1.2:1   町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　     3.2km   (  60, 200)

海部郡大治町 77,300 196 北　　    5.9m 水道

大字西條字松下１４２番    1:2.5 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　       5km   (  60, 200)

住宅 中小規模の一般住宅が建

ち並ぶ住宅地域

七宝

住宅 農家住宅で集落が形成さ

れている旧来からの住宅

地域

七宝

住宅 一般住宅のほかに共同住

宅等も見られる住宅地域

木田

住宅 一般住宅、アパート等が

混在する住宅地域

甚目寺

住宅 農地も残る中に一般住

宅、アパートが混在する

住宅地域

甚目寺

住宅 中規模一般住宅のほかに

農地、空地が多い区画整

理後の新興住宅地域

七宝

住宅 中規模一般住宅が多い既

存の住宅地域

甚目寺

住宅 一般住宅の中に農地が見

られる住宅地域

甚目寺

店舗、共同住

宅兼倉庫

ス－パ－、小売店舗等の

見られる商業地域

甚目寺

住宅 一般住宅のほかに共同住

宅等も見られる住宅地域

杁ヶ池公園

住宅 一般住宅を主に共同住宅

等も混在する住宅地域

杁ヶ池公園

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

杁ヶ池公園

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

藤が丘

住宅 一般住宅を主に店舗も散

在する既成住宅地域

長久手古戦場

住宅 農家住宅を中心とし、一

般住宅、アパート等が混

在する住宅地域

芸大通

事務所兼共同

住宅

店舗、事務所、共同住宅

等が建ち並ぶ路線商業地

域

杁ヶ池公園

住宅 低層一般住宅が建ち並ぶ

閑静な住宅地域

日進

住宅 一般住宅を中心に農地等

も見られる住宅地域

米野木

住宅 一般住宅の建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

赤池

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整理後の住宅地域

日進

住宅 一般住宅の中に空地が見

られる住宅地域

赤池

住宅 中小規模一般住宅の外に

共同住宅等の見られる住

宅地域

名鉄味美

住宅 一般住宅を主として小工

場、アパート等が混在す

る住宅地域

名鉄味美

住宅 事務所、中小工場、小規

模住宅が混在する地域

名鉄味美

住宅 一般住宅の中にアパート

等が見られる住宅地域

柏森

住宅 一般住宅が建ち並ぶ住宅

地域

布袋

住宅 一般住宅と農家住宅が混

在する住宅地域

扶桑

住宅 一般住宅、アパート等が

建ち並ぶ住宅地域

扶桑

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

扶桑

住宅 中規模の農家住宅、一般

住宅が建ち並ぶ農家集落

地域

扶桑

住宅 一般住宅、共同住宅のほ

かに農地も見られる住宅

地域

中村公園

住宅 中小一般住宅の中に事業

所等もみられる住宅地域

中村公園
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

海部郡大治町 76,000 136 西　　    6.7m 水道

大字鎌須賀字郷前１２６番１    1:1.5 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     2.8km   (  60, 200)

海部郡大治町 88,400 198 北　　    5.5m 水道

大字馬島字大道東１７番１    1:1.2 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     3.4km   (  60, 200)

海部郡大治町 99,500 1236 南　　     30m 水道

大字三本木字柳原１１９番１外  1.2:1   県道　　　 ガス 近商 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　三方路 下水     3.3km   (  80, 200)

蟹江 海部郡蟹江町 94,000 202 北　　      6m 水道

＊ 今西２丁目２１３番    1:2.5 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

海部郡蟹江町 89,300 138 北東　      6m 水道

八幡２丁目３４番２    1:2.5 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ3 　　　     1.6km   (  60, 200)

海部郡蟹江町 82,900 131 北　　      5m 水道

大字須成字打越２０３７番５９    1:1.2 町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     530m   (  60, 150)

海部郡蟹江町 52,000 550 南　　      8m 水道 「調区」

須成西６丁目１１１番    1:2   町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     1.2km   (  60, 200)

海部郡蟹江町 97,500 295 北　　     22m 水道

学戸６丁目１２７番    1:2   町道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     850m   (  80, 200)

飛島 海部郡飛島村 32,900 800 西　　    8.5m 水道 「調区」

大字新政成４丁目９８番    1:1   村道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     8.2km   (  60, 200)

海部郡飛島村 45,500 15155 北　　     30m 水道

東浜２丁目１番２５外    1:2   道路　　　 工専 　　 　　

(県) 9-  1 ＲＣ4 西　　側道       2km   (  60, 200)

阿久比 知多郡阿久比町 75,700 244 南　　      6m 水道

大字卯坂字向山下１番３９    1:1.2 町道　　　 ガス １低専 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

知多郡阿久比町 53,700 181 台形 南東　      4m 水道

大字草木字寺前６番６    1:1.2 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     2.8km   (  60, 200)

知多郡阿久比町 63,600 223 南東　      6m 水道 「調区」

大字福住字六反田１番１６    1:1.5 町道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ1 　　　     880m   (  60, 200)

東浦 知多郡東浦町 72,500 292 西　　    3.7m 水道

大字緒川字屋敷弐区１２３番２    1:1   町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ1 　　　 下水     380m   (  60, 200)

知多郡東浦町 82,200 190 北東　      6m 水道

大字緒川字西本坪１番３７  1.2:1   町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

知多郡東浦町 89,000 177 西　　      6m 水道

大字藤江字ふじが丘４番７    1:1   町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 150)

知多郡東浦町 85,500 166 南　　      6m 水道

大字石浜字西平地１番６９    1:1.5 町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

知多郡東浦町 60,000 215 南東　      8m 水道 「調区」

大字石浜字平池上７８番１６２    1:1.2 町道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　     3.1km   (  60, 200)

知多郡東浦町 114,000 907 北　　     16m 水道

大字緒川字平成５２番    2:1   県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ1 　　　 下水     780m   (  80, 200)

知多郡東浦町 108,000 273 西　　     12m 水道

大字森岡字浜田７８番３外    1:1.5 県道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  2 Ｓ3 　　　 下水     300m   (  80, 200)

南知多 知多郡南知多町 23,500 244 西　　      6m 水道

大字大井字西園１１４番１    1:1.2 町道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　     9.1km   (  60, 200)

知多郡南知多町 19,800 248 台形 南東　    2.5m 水道

大字豊浜字新居４２番１    2:1   町道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     8.8km   (  60, 200)

知多郡南知多町 12,300 340 台形 北西　    2.8m 水道 「調区」

大字豊浜字小佐郷４２番外    1:2   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 北東　側道      14km   (  60, 200)

知多郡南知多町 33,500 142 北西　     10m 水道

大字豊浜字鳥居１２０番１    1:1.5 国道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  1 Ｗ1 　　　     8.6km   (  80, 400)

知多郡南知多町 33,200 68 南東　    8.5m 水道

大字師崎字向島８番４  1.5:1   国道　　　 商業 準防 　　

(県) 5-  2 Ｗ2 北東　側道      12km   (  80, 400)

美浜 知多郡美浜町 23,300 198 東　　    2.5m 水道

大字布土字上村１１６番２    1:1.5 町道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  1 ＲＣ2 　　　       1km   (  60, 200)

知多郡美浜町 34,700 347 西　　      4m 水道

大字北方字東側４０番  1.5:1   町道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ1 南　　側道     420m   (  60, 200)

知多郡美浜町 31,100 321 南西　      6m 水道

大字上野間字郷戸６５番１４外    1:1.5 町道　　　 ２低専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     360m   (  60, 150)

知多郡美浜町 22,900 263 台形 南西　      5m 水道

大字野間字天野５４番１２    1:1   町道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     1.4km   (  60, 200)

知多郡美浜町 19,300 163 不整形 北東　    4.5m 水道 「調区」

大字小野浦字西川７０番１外  1.2:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 東　　側道 下水     3.6km   (  60, 200)

知多郡美浜町 31,100 819 台形 東　　      7m 水道

新栄１丁目４番４外  1.5:1   国道　　　 ２住居 　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ1 　　　       1km   (  60, 200)

武豊 知多郡武豊町 48,600 247 西　　      6m 水道

大字冨貴字砂水３３番１１外    1:1.5 町道　　　 ガス １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ1 　　　 下水     390m   (  60, 200)

住宅 一般住宅の中に農地も残

る住宅地域

中村公園

住宅 幹線道路背後の比較的環

境の良い一般住宅地域

中村公園

店舗兼事務所 小売店舗等が見られる県

道沿いの路線商業地域

中村公園

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区

画整然とした住宅地域

蟹江

住宅 小規模一般住宅を中心と

する区画整然とした住宅

地域

近鉄蟹江

住宅 駅に比較的近い小規模一

般住宅等が建ち並ぶ区画

整然とした住宅地域

蟹江

住宅 中規模農家住宅が多く事

務所、農地等も見られる

住宅地域

蟹江

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店舗のほ

かに銀行等も見られる役

場に近い商業地域

近鉄蟹江

住宅 農地の中に農家住宅等が

見られる地域

近鉄蟹江

倉庫 大規模流通業務施設等が

建ち並ぶ臨海工業地域

国道３０２号線

住宅 比較的古くからの閑静な

中規模住宅地域

坂部

住宅 一般住宅を主体に農家住

宅等も介在する住宅地域

坂部

住宅 一般住宅を中心に未利用

地も見られる住宅地域

坂部

住宅 新旧一般住宅が建ち並ぶ

旧来からの既成住宅地域

緒川

住宅 一般住宅が建ち並ぶ中

に、アパートも見られる

住宅地域

八幡新田

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画

整理済の住宅地域

東浦

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ住宅地域

石浜

住宅 農地に囲まれた一般住宅

を主とする小規模分譲住

宅地域

東浦

店舗 飲食店舗、小売店舗等が

建ち並ぶ路線商業地域

緒川

店舗兼住宅 幹線道路沿いに店舗、

スーパーマーケット等が

建ち並ぶ路線商業地域

尾張森岡

住宅 区画整理後の整然とした

中規模一般住宅地域

河和

住宅 一般住宅、農家住宅等が

見られる既成住宅地域

内海

住宅 農家住宅が建ち並ぶ既存

の住宅地域

河和

店舗 国道沿いに小売店舗が並

ぶ旧来の商業地域

内海

店舗兼住宅 国道沿いに店舗、一般住

宅等が建ち並ぶ近隣商業

地域

河和

住宅 一般住宅のほかに農家住

宅も見られる既成の住宅

地域

河和口

住宅 一般住宅を中心に寺社等

も見られる既成住宅地域

河和

住宅 一般住宅のほかに未利用

地も多い区画整理済の住

宅地域

上野間

住宅 一般住宅、農家住宅が混

在する住宅地域

野間

住宅 農家住宅、一般住宅が混

在する住宅地域

野間

店舗 低層店舗のほかに共同住

宅が見られる路線商業地

域

知多奥田

住宅 住宅、アパート、倉庫等

が混在する住宅地域

富貴
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宅地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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１

平方メート

ル当たりの

価格 (円)

基準地の

地積

内私道分

(㎡)

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

(9)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

知多郡武豊町 80,500 345 南　　      7m 水道

＊ 字迎戸１５２番５外    1:2   町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     300m   (  60, 150)

知多郡武豊町 59,000 238 南　　      4m 水道

字北中根５丁目２８番  1.2:1   町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 150)

知多郡武豊町 77,500 231 南西　      6m 水道

字豊成１丁目１０９番外    1:2   町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 150)

知多郡武豊町 51,000 224 台形 北　　    8.3m 水道

字明神戸３番２外    1:1.2 道路　　　 ガス 準工 　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

知多郡武豊町 45,000 170 北　　      6m 水道 「調区」

字多賀７丁目３０番    1:1.5 町道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     1.9km   (  60, 200)

知多郡武豊町 94,000 530 台形 南　　     16m 水道

字長尾山４９番１  1.5:1   町道　　　 ガス 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 東　　側道 下水     200m   (  80, 200)

幸田 額田郡幸田町 95,400 172 南東　    5.9m 水道

大字菱池字矢崎３７番３    1:1.5 町道　　　 １住居 　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

額田郡幸田町 93,000 197 北西　    5.2m 水道

＊ 大字横落字竹ノ花８２番１    1:1.2 町道　　　 ガス １中専 　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 150)

額田郡幸田町 81,600 214 南西　      8m 水道

大字深溝字会下後２２番３    1:2   町道　　　 準工 　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     970m   (  60, 200)

額田郡幸田町 48,000 376 南西　      6m 水道 「調区」

大字坂崎字揚り山６番３    1:2   町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ1 　　　背面道 下水       2km   (  60, 200)

額田郡幸田町 101,000 404 北　　     16m 水道

大字菱池字大山２３番３外    1:1.5 県道　　　 近商 準防 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　背面道 下水     760m   (  80, 200)

設楽 北設楽郡設楽町 9,410 929 不整形 西　　      5m 水道 「都計外」

清崎字柿木貝津１９番１外    1:2.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ1 　　　背面道      19km

北設楽郡設楽町 8,450 1101 西　　      9m 水道 「都計外」

西納庫字森上９番外    1:1   国道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ1 　　　 下水      36km

北設楽郡設楽町 7,650 983 南西　    9.8m 水道 「都計外」

津具字上町裏１７番３外    1:1.2 県道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水      29km

北設楽郡設楽町 27,500 411 南東　     10m 水道 「都計外」

田口字玉ノ木３番１外    1:1.5 国道　　　  　　 　　

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　      24km

東栄 北設楽郡東栄町 17,000 285 東　　    5.4m 水道 「都計外」

大字本郷字西万場４２番４外    1:1.2 町道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　背面道 下水     6.1km

北設楽郡東栄町 6,600 261 南西　      6m 水道 「都計外」

大字振草字古戸磨谷２１番１外    2:1   県道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ1 北西　側道      15km

豊根 北設楽郡豊根村 4,900 249 台形 南東　    9.5m 水道 「都計外」

下黒川字寺平２３番３    2:1   県道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　      23km

北設楽郡豊根村 3,150 571 台形 東　　     11m 水道 「都計外」

坂宇場字高橋１５番５    2:1   国道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　背面道      28km

北設楽郡豊根村 4,100 234 不整形 北東　    4.8m 水道 「都計外」

富山字大谷下２９番３    1:2   県道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     1.6km

住宅 中規模一般住宅を中心に

駐車場もある住宅地域

知多武豊

住宅 中規模一般住宅を中心

に、空地も見られる住宅

地域

知多武豊

住宅 中規模一般住宅が建ち並

ぶ区画整然とした住宅地

域

上ゲ

住宅 一般住宅、社宅、事務所

等が混在する地域

武豊

住宅 戸建住宅を中心に空地も

見られる区画整然とした

住宅地域

知多武豊

店舗 中低層店舗ビル、行政施

設等が建ち並ぶ商業地域

知多武豊

住宅 小規模一般住宅のほかに

アパート等も見られる住

宅地域

幸田

住宅 一般住宅のほかにアパー

ト等が見られる住宅地域

幸田

住宅 一般住宅、アパート、農

地等が混在する住宅地域

三ケ根

住宅 中規模農家住宅を中心に

一般住宅も見られる既存

の集落地域

相見

店舗兼住宅 低層店舗、住宅等が混在

する県道沿いの商業地域

幸田

住宅 農家住宅を主体とする旧

来からの住宅地域

本長篠

住宅 国道沿いに農家住宅、一

般住宅等が見られる住宅

地域

本長篠

住宅 県道沿いに農家住宅の多

い古くからの住宅地域

東栄

店舗兼住宅 国道沿いに店舗が建ち並

ぶ商業地域

本長篠

住宅 一般住宅の中に店舗併用

住宅等が見られる住宅地

域

東栄

住宅 山間部県道沿いに住宅等

が散在する住宅地域

東栄

住宅 県道沿いに農家住宅等が

見られる住宅地域

東栄

住宅 国道沿いの農家集落地域 東栄

住宅 公共施設、店舗等が介在

する集落地域

大嵐
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林地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)　交　 通　 接　 近　 条　 件 (8) (9)

愛知（林） 豊橋市 用材林地 集材機 市道 「調区」
930,000 1110       4m

  -  1
    150m     8.5km     200m  

豊田市 用材林地 集材機 道路 「都計外」
324,000 9590       3m

  -  2
    100m      23km     150m  

新城市 用材林地 道路 「調区」
1,060,000 930       3m

  -  3 林(公)道
      0m     1.9km     600m  

岡崎市 雑木林地 集材機 市道 「調区」
1,160,000 2082       9m

  -  4
    200m       6km     250m  

北設楽郡豊根村 用材林地 県道 「都計外」
68,000 1785 集材機       9m

  -  5
     60m      27km     150m  

常滑市 雑木林地 市道 「調区」
1,030,000 2925       4m

  -  6 林(公)道
      0m     5.5km     2.3km  

岡崎市 用材林地 市道 「都計外」
317,000 3890     3.3m

  -  7 林(公)道
      0m      15km     770m  

豊田市 用材林地 市道 「都計外」
232,000 5844       4m

  -  8 林(公)道
      0m      34km     800m  

豊田市 用材林地 市道 「都計外」
347,000 2735     3.5m

  -  9 林(公)道
      0m      17km     150m  

瀬戸市 雑木林地 道路 「調区」
924,000 2112       1m

  - 10 林道
      0m       9km     200m  

北設楽郡設楽町 用材林地 県道 「都計外」
110,000 6959     8.3m

  - 11 林(公)道 国定公
      0m      38km     500m 3種 特別

豊川市 用材林地 県道 「調区」
1,200,000 1097     5.5m

  - 12 林(公)道
      0m      10km     3.7km  

西尾市 雑木林地 林道 「調区」
660,000 2091     2.5m

  - 13 林道
      0m     5.9km     500m  

豊田市 用材林地 市道 「都計外」
248,000 10630       3m

  - 14 林(公)道
      0m      46km     3.8km  

半田市 雑木林地 市道 「調区」
1,380,000 1176       3m

  - 15 林(公)道
      0m     2.9km     500m  

新城市 用材林地 市道 「都計外」
110,000 3398       5m

  - 16 林(公)道
      0m      29km     1.6km  

犬山市 雑木林地 道路 「調区」
860,000 5613     2.5m

  - 17 林道 国定公
      0m     5.2km 3種 特別

豊田市 雑木林地 道路 「調区」
2,540,000 2181       1m

  - 18 林道
      0m     5.8km     350m  

豊田市 用材林地 国道 「都計外」
371,000 30506 集材機       6m

  - 19
    250m      25km     300m  

豊橋 坂尻
「地森計」

最寄集落及び
距離

「地森計」

基準地から
搬出地点ま
での搬出方
法及び距離

公法上の規
制

農村林地

平戸橋 小原北 農村林地

最寄駅及び距
離

地域の特
性

搬出地点の
道路の状況

農村林地

農村林地

東岡崎 箱柳 農村林地
「地森計」

「地森計」

「地森計」
東栄 三沢浅草

大海 上ノ山

農村林地

久米字篭池４５番３０ 広葉樹等 「地森計」
蒲池 久米 都市近郊

林地

木下町字横根３番１外
本宿 木下

杉 「地森計」

標高５０ｍ約３０度の北
西向傾斜地で、農地等も
見られる雑木林地域

標高４４０ｍ、約４０度
の北西向傾斜の杉の人工
林地域

坪崎町ヒカゲ２７番１ 杉 「地森計」
平戸橋 坪崎標高４４０ｍ約３５度の

北西向傾斜地で、杉等の
人工林地域

農村林地

平戸橋 東中山

尾張瀬戸 上半田川

標高２５０～３００ｍ、
約２０～３０度、東向傾
斜の人工林・自然林地

「地森計」

標高３００ｍ約１７度の
北西向傾斜地で、松等の
自然林地域

農村林地

標高６５０ｍ、約２０度
の南西向傾斜地で、杉・
檜の人工林地域

西納庫字山田８番１

農村林地
東中山町ナメラ１５番１外

上半田川町４４７番９ 松等

農村林地本長篠 川口
「地森計」

杉

松等

檜

檜

杉

「地森計」

上横須賀 宮迫

昇貝津
「地森計」

「地森計」

豊川標高３００ｍ約３０度の
東向傾斜地で、檜等の人
工林地域

標高１００ｍ約１５度の
北向傾斜地で、樹園地も
見られる自然林地域

標高７００ｍ、約１０度
～２０度の北向傾斜の杉
等の人工林地域

都市近郊
林地

農村林地

青山 板山

「地森計」

農村林地

農村林地

「地森計」

押山町

標高６００ｍ約１５度南
東傾斜地で、杉主体の林
地地域

標高約３０ｍ、約２度の
南東向傾斜地で、農地も
見られる雑木林地域

平戸橋

農村林地

善師野 宮下近接

木和田
「地森計」

新城

「地森計」

和合町番丈木１５番２ 「地森計」

標高１２０ｍ約５度～２
０度の東向傾斜地で、竹
に雑木が混在する地域

標高５００ｍ約３０度の
南向傾斜地で、杉・檜の
人工林地域

貝津
竹等

竹

農村林地

都市近郊
林地「地森計」

垣ノ内

標高１２０ｍ約１５度の
北西向傾斜地で、雑木に
竹が混在する自然林地

農村林地

豊田市 日向
杉

檜

大字今井字宮下３１番１

加納町椴ノ木９番

神田町３丁目２２番

作手木和田字カハムカイ２１番１ 杉

松

小原北町揚見６６９番１ 檜等

吉良町宮迫御栗山１番３９０

押山町上峰山６５８番４外

千両町杣坂３番１３ 檜

広葉樹等

広葉樹等

檜

箱柳町字青砂２５番 松等

下黒川字乳母ケ嶋２０番

標高１００ｍ、約２５度
の北向傾斜地で、主に檜
等の人工林地域

杉

標高１００ｍ約２０度の
北向傾斜地で、雑木林を
主とする自然林地域

標高７３０ｍ約２０度の
北東向傾斜地で、杉の人
工林地域

浅谷字かんばかせ３９番１ 檜

標高５００ｍ、約２０度
の北向傾斜の人工林、雑
木林が混在する地域

基準地の利
用の現況

岩崎町字坂尻２３番４

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の10
アール当た
りの価格
(円)

基準地の
地積(㎡)

標高８０ｍ１５度前後の
北西向傾斜地の杉・檜の
人工林地域

杉

-28-



林地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)　交　 通　 接　 近　 条　 件 (8) (9)

最寄集落及び
距離

基準地から
搬出地点ま
での搬出方
法及び距離

公法上の規
制

最寄駅及び距
離

地域の特
性

搬出地点の
道路の状況

基準地の利
用の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の10
アール当た
りの価格
(円)

基準地の
地積(㎡)

知多郡美浜町 雑木林地 町道 「調区」
652,000 790       4m

  - 20 林(公)道 県立公
      0m     1.7km     1.4km  普通

標高約３０ｍ約１５～２
０度の傾斜地で、雑木の
自然林地域

野間 前田 都市近郊
林地大字奥田字坪山６７番１９ 「地森計」
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地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

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

千種 名古屋市千種区 383,000 318 南西　    7.2m 水道
(県)  -  3 菊坂町２丁目４４番 市道　　　 ガス ２中専

382,000    1:1.5 　　　 下水     450m (  60, 200)
 　   -  5 Ｗ2 準防 　　

千種 名古屋市千種区 231,000 235 北　　      6m 水道
(県)  -  9 池上町２丁目６番１５ 市道　　　 ガス １低専

230,000  1.5:1   　　　 下水     1.1km (  30, 100)
 　   -  4 Ｗ2 　　 　　

千種 名古屋市千種区 615,000 260 南　　     37m 水道
(県) 5-  3 池下１丁目４１３番 市道　　　 ガス 商業

585,000    2:1   東　　側道 下水      60m (  80, 500)
 　  5-  4 「池下一丁目４番１５号」 ＲＣ5F1B 防火 　　

千種 名古屋市千種区 338,000 331 東　　   24.5m 水道
(県) 5-  6 姫池通３丁目７番 県道　　　 ガス 近商

330,000    1:2   　　　 下水     360m (  80, 300)
 　  5-  6 ＲＣ5 準防 　　

東 名古屋市東区 494,000 226 南　　      8m 水道
(県)  -  3 橦木町３丁目４番 市道　　　 ガス ２住居

489,000  1.2:1   　　　 下水     800m (  60, 200)
 　   -  1 ＬＳ2 準防 　　

東 名古屋市東区 806,000 417 南　　     37m 水道
(県) 5-  1 葵１丁目１６０９番外 市道　　　 ガス 商業

740,000    1:1.2 　　　 下水     100m (  80, 600)
 　  5-  6 「葵一丁目１６番３０号」 ＲＣ14 防火 　　

東 名古屋市東区 322,000 258 北西　     50m 水道
(県) 5-  5 徳川２丁目６０１番 国道　　　 ガス 商業

302,000    1:1.5 　　　三方路 下水     500m (  80, 500)
 　  5-  7 「徳川二丁目６番２号」 ＲＣ7 防火 　　

北 名古屋市北区 217,000 151 北　　      6m 水道
(県)  -  3 清水３丁目５０３番 市道　　　 ガス １住居

216,000    1:1.2 　　　 下水     600m (  60, 200)
 　   - 10 「清水三丁目５番８号」 Ｗ2 準防 　　

北 名古屋市北区 117,000 103 南　　      8m 水道
(県)  -  6 如意２丁目７５番 市道　　　 ガス ２中専

117,000    1:1   　　　 下水     1.9km (  60, 200)
 　   - 14 Ｗ2 準防 　　

北 名古屋市北区 296,000 469 南　　   32.7m 水道
(県) 5-  3 志賀南通１丁目１８番 市道　　　 ガス 商業

293,000    1:1.5 　　　 下水 近接 (  80, 400)
 　  5-  7 ＳＲＣ8 防火 　　

西 名古屋市西区 267,000 272 南　　      8m 水道
(県)  -  3 城西３丁目１８０５番 市道　　　 ガス １住居

262,000    1:2   　　　 下水     660m (  60, 200)
 　   -  7 「城西三丁目１８番５号」 ＲＣ2 準防 　　

西 名古屋市西区 310,000 181 南　　     50m 水道
(県) 5-  5 城西１丁目５０１番２外 国道　　　 ガス 商業

305,000  1.2:1   　　　 下水     220m (  80, 400)
 　  5-  6 「城西一丁目５番３号」 ＲＣ7 防火 　　

西 名古屋市西区 166,000 363 南西　     25m 水道
(県) 5-  6 南川町４６番１外 県道　　　 ガス 近商

165,000    1:2   　　　 下水     550m (  80, 300)
 　  5-  3 ＲＣ4 準防 　　

中村 名古屋市中村区 217,000 228 南　　    5.4m 水道
(県)  -  2 砂田町１丁目３２番 市道　　　 ガス １住居

213,000    1:1.5 　　　 下水     210m (  60, 200)
 　   -  8 ＬＳ2 準防 　　

中村 名古屋市中村区 10,100,000 1521 台形 北　　     43m 水道
(県) 5-  7 名駅４丁目６０１番 県道　　　 ガス 商業

9,730,000    1:1.2 　　　三方路 下水      80m (  80,1000)
 　  5-  1 「名駅四丁目６番２３号」 ＳＲＣ17F2B 防火 　　

中村 名古屋市中村区 245,000 418 西　　   32.7m 水道
(県) 5- 10 黄金通３丁目１４番１外 市道　　　 ガス 商業

236,000    1:2.5 　　　背面道 下水     640m (  80, 400)
 　  5- 13 ＳＲＣ10 防火 　　

中 名古屋市中区 350,000 203 北　　      8m 水道
(県) 5-  5 千代田３丁目１５０２番 市道　　　 ガス 商業

323,000    1:3   　　　 下水     250m (  80, 500)
 　  5- 15 「千代田三丁目１５番８号」 ＲＣ4 防火 　　

中 名古屋市中区 2,300,000 421 西　　   31.8m 水道
(県) 5-  9 金山４丁目６１５番 市道　　　 ガス 商業

2,100,000    1:2.5 　　　 下水      70m (  80, 800)
 　  5-  4 「金山四丁目６番２７号」 Ｓ8F1B 防火 　　

中 名古屋市中区 2,720,000 1154 北　　     37m 水道
(県) 5- 12 錦２丁目１９０１番 市道　　　 ガス 商業

2,400,000    1:1   西　　側道 下水     280m (  80, 800)
 　  5- 21 「錦二丁目１９番１号」 ＳＲＣ14F1B 防火 　　

中 名古屋市中区 350,000 287 西　　      8m 水道
(県) 5- 15 新栄１丁目１３２３番 市道　　　 ガス 商業

330,000    1:1.5 　　　 下水     750m (  80, 400)
 　  5- 14 「新栄一丁目１３番３０号」 ＲＣ6 準防 　　

昭和 名古屋市昭和区 379,000 578 東　　    6.3m 水道
(県)  -  1 南山町２３番１２外 市道　　　 ガス １低専

377,000    1:1.5 　　　 下水     480m (  30, 100)
 　   -  3 Ｗ2 　　 　　

昭和 名古屋市昭和区 288,000 134 南　　    6.3m 水道
(県)  -  6 川名本町２丁目５２番 市道　　　 ガス １住居

281,000    1:3   　　　 下水     500m (  60, 200)
 　   -  9 ＲＣ3 準防 　　

昭和 名古屋市昭和区 306,000 334 南東　   24.5m 水道
(県) 5-  3 檀渓通１丁目２０番外 県道　　　 ガス 近商

301,000    1:2.5 　　　 下水      50m (  80, 300)
 　  5-  3 ＳＲＣ6 準防 　　

瑞穂 名古屋市瑞穂区 275,000 219 北　　    7.2m 水道
(県)  -  3 松月町２丁目４８番 市道　　　 ガス １中専

270,000    1:2   　　　 下水     540m (  60, 200)
 　   -  8 ＲＣ2 準防 　　

住宅 中規模一般住宅を中心と
した住宅地域

池下

基準地の利
用の現況

内私道分
(㎡)

基準地の
地積

基準地の
形状

店舗兼共同
住宅

中低層の店舗、中高層共
同住宅等が見られる商業
地域

覚王山

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の閑静な住宅地域

本山

店舗、事務
所兼住宅

中高層の店舗兼事務所等
が建ち並ぶ商業地域

池下

住宅 住宅、社宅、事務所等が
混在する既成住宅地域

高岳

店舗兼共同
住宅

中高層の店舗兼共同住
宅、事務所が多い商業地
域

新栄町

店舗、事務
所兼共同住
宅

高層共同住宅、低層の店
舗等が混在する商業地域

森下

住宅 中小規模の一般住宅等が
建ち並ぶ住宅地域

名城公園

住宅 小規模住宅等と駐車場が
混在する住宅地域

名鉄味美

店舗兼共同
住宅

中低層の店舗兼住宅、店
舗等が建ち並ぶ商業地域

黒川

事務所 高層の事務所が建ち並ぶ
高度商業地域

伏見

庄内緑地公園

住宅 住宅、アパート、駐車場
等が混在する住宅地域

中村公園

店舗、営業所、マンショ
ン等の混在する商業地域

店舗兼共同
住宅

住宅 一般住宅を中心に共同住
宅等も見られる住宅地域

浄心

事務所兼共
同住宅

店舗、事務所、マンショ
ン等が混在する商業地域

浅間町

住宅

高層の事務所ビルが多い
駅前の中心的商業地域

地下鉄名古屋

中高層共同住宅、店舗、
営業所等が多い商業地域

中村区役所

店舗兼事務
所

店舗兼事務
所

事務所兼共
同住宅

事務所

店舗、事務
所兼共同住
宅

基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地(上)･
標準地(下)1
㎡当たりの
価格(円)

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

(9)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

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

大規模な住宅が多い高台
の住宅地域

川名

中層事務所ビル、マン
ションが混在する商業地
域

地下鉄鶴舞

地下鉄金山高層の店舗ビル等が建ち
並ぶ金山駅前の商業地域

いりなか

中高層マンションと雑居
ビルが混在する商業地域

新栄町

住宅

住宅 中小規模住宅、共同住宅
等が混在する住宅地域

御器所

事務所 店舗、事務所ビルが建ち
並ぶ幹線沿いの商業地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

桜山
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地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

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

基準地の利
用の現況

内私道分
(㎡)

基準地の
地積

基準地の
形状

基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地(上)･
標準地(下)1
㎡当たりの
価格(円)

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

(9)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

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

瑞穂 名古屋市瑞穂区 207,000 204 南　　   11.8m 水道
(県) 5-  5 惣作町２丁目１２番 市道　　　 ガス 近商

205,000    1:2.5 　　　 下水     540m (  80, 300)
 　  5-  2 Ｗ2 準防 　　

熱田 名古屋市熱田区 190,000 175 北東　    5.3m 水道
(県)  -  1 大宝３丁目１４１３番 市道　　　 ガス １住居

185,000    1:2   　　　 下水     380m (  60, 200)
 　   -  5 「大宝三丁目１４番２３号」 Ｗ2 準防 　　

熱田 名古屋市熱田区 234,000 343 不整形 南西　     30m 水道
(県) 5-  3 外土居町６０１番５外 市道　　　 ガス 商業

222,000    1:1.2 　　　背面道 下水     500m (  80, 400)
 　  5-  8 「外土居町６番１０号」 ＲＣ3 防火 　　

中川 名古屋市中川区 183,000 182 南　　    6.5m 水道
(県)  -  1 高畑４丁目４４番 市道　　　 ガス １住居

182,000    1:3   　　　 下水     310m (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ2 準防 　　

中川 名古屋市中川区 113,000 243 北西　      9m 水道
(県)  - 10 助光１丁目１８１６番 市道　　　 ガス １住居

113,000    1:2   　　　 下水     360m (  60, 200)
 　   - 18 Ｗ2 準防 　　

中川 名古屋市中川区 239,000 902 西　　     30m 水道
(県) 5-  4 高畑２丁目１４０番外 市道　　　 ガス 商業

237,000    1:2   　　　背面道 下水      60m (  80, 400)
 　  5-  7 Ｓ3 防火 　　

港 名古屋市港区 121,000 144 南　　    5.5m 水道
(県)  -  5 土古町４丁目６８番４ 市道　　　 ガス １住居

120,000    1:2   　　　 下水     700m (  60, 200)
 　   -  2 Ｗ2 準防 　　

港 名古屋市港区 167,000 396 西　　     50m 水道
(県) 5-  3 港楽３丁目１３１７番外 市道　　　 ガス 商業

166,000    1:1   　　　 下水     200m (  80, 400)
 　  5-  5 「港楽三丁目１３番２１号」 ＲＣ2 準防 　　

南 名古屋市南区 134,000 274 北　　    6.3m 水道
(県)  -  3 北内町２丁目１２番 市道　　　 ガス １住居

134,000    1:2   　　　 下水       1km (  60, 200)
 　   -  3 Ｗ2 準防 　　

南 名古屋市南区 143,000 472 西　　   32.7m 水道
(県) 5-  5 柴田本通３丁目１４番２外 国道　　　 ガス 商業

144,000    1:4   　　　背面道 下水     280m (  80, 400)
 　  5-  1 ＲＣ2 準防 　　

守山 名古屋市守山区 136,000 142 北　　      5m 水道
(県)  -  6 大屋敷３１３番１ 市道　　　 ガス １中専

135,000    1:1.2 　　　 下水     630m (  60, 200)
 　   - 18 「大屋敷３番１３号」 Ｗ2 準防 　　

守山 名古屋市守山区 154,000 169 南　　    6.5m 水道
(県)  - 12 大森１丁目１３１２番外 市道　　　 ガス １住居

149,000    1:2   　　　 下水     400m (  60, 200)
 　   - 15 Ｗ2 準防 　　

緑 名古屋市緑区 141,000 165 南　　    6.5m 水道
(県)  -  7 太子２丁目３５番 市道　　　 ガス １低専

140,000    1:2   　　　 下水       1km (  40,  80)
 　   -  4 Ｓ2 　　 　　

緑 名古屋市緑区 168,000 164 南　　    6.5m 水道
(県)  - 12 桃山２丁目１２９番 市道　　　 ガス １低専

167,000    1:3   　　　 下水     590m (  50, 150)
 　   - 15 Ｗ2 　　 　　

緑 名古屋市緑区 127,000 149 北東　      6m 水道
(県)  - 13 緑花台２５０３番 市道　　　 ガス １低専

126,000    1:2.5 　　　 下水     1.6km (  50, 150)
 　   - 27 Ｗ2 　　 　　

緑 名古屋市緑区 164,000 276 南東　    6.5m 水道
(県)  - 15 池上台２丁目１３０番 市道　　　 ガス １低専

163,000    1:2   　　　 下水     1.1km (  40,  80)
 　   -  6 Ｗ2 　　 　　

名東 名古屋市名東区 231,000 243 南　　    6.5m 水道
(県)  -  4 藤森２丁目６８番外 市道　　　 ガス １低専

228,000    1:2.5 　　　 下水     850m (  40,  80)
 　   - 19 Ｗ2 　　 　　

名東 名古屋市名東区 183,000 254 南東　    6.5m 水道
(県)  - 11 勢子坊３丁目２１２番 市道　　　 ガス １低専

182,000    1:2   　　　 下水     1.9km (  40,  80)
 　   - 16 Ｗ2 　　 　　

天白 名古屋市天白区 181,000 198 北　　      8m 水道
(県)  -  3 原５丁目１００４番 市道　　　 ガス １低専

179,000    1:2.5 　　　 下水     1.1km (  50, 150)
 　   -  2 Ｗ2 　　 　　

天白 名古屋市天白区 191,000 189 北　　    6.5m 水道
(県)  -  8 元植田３丁目１８０２番 市道　　　 ガス １低専

188,000    1:2.5 　　　 下水     700m (  50, 150)
 　   - 20 Ｗ3 　　 　　

天白 名古屋市天白区 218,000 286 北　　     25m 水道
(県) 5-  1 植田南３丁目１０２番 県道　　　 ガス 近商

216,000    1:2.5 　　　 下水     280m (  80, 300)
 　  5-  1 Ｓ2 準防 　　

豊橋 豊橋市 125,000 172 南西　      6m 水道
(県)  -  3 向山台町５番１１ 市道　　　 ガス １住居

125,000    1:2   　　　 下水     1.9km (  60, 200)
 　   - 11 Ｓ2 　　 　　

豊橋 豊橋市 81,000 150 北東　    4.5m 水道
(県)  - 18 松井町字松井１８９番４外 市道　　　 ガス １低専

81,000    1:1.5 　　　 下水     850m (  60, 100)
 　   - 27 Ｗ2 　　 　　

豊橋 豊橋市 105,000 152 南東　      7m 水道
(県)  - 19 東小浜町１２３番２ 市道　　　 ガス １中専

105,000    1:2   　　　 下水     1.2km (  60, 200)
 　   - 26 Ｗ2 　　 　　

店舗兼住宅 木造店舗兼住宅が多い近
隣商業地域

名鉄堀田

住宅 中規模一般住宅、マン
ションが混在する住宅地
域

日比野

事務所兼住
宅

中層事務所ビル、低層店
舗等が混在する商業地域

西高蔵

住宅 中規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

高畑

住宅 一般住宅、アパート等が
見られる新興住宅地域

伏屋

店舗 銀行、小売店舗等が多い
地下鉄駅前の商業地域

高畑

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

名古屋競馬場前

事務所 店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

築地口

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

桜

銀行 中低層の店舗、銀行等が
多い路線商業地域

柴田

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

瓢箪山

住宅 中小規模一般住宅が多い
区画整理済みの住宅地域

大森・金城学院前

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

有松

住宅 一般住宅の中に共同住宅
等が見られる住宅地域

神沢

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整理後の住宅地域

南大高

住宅 中規模一般住宅の建ち並
ぶ住宅地域

鳴子北

住宅 中規模住宅の中に寮等も
見られる住宅地域

本郷

住宅 中規模一般住宅を中心に
共同住宅が混在する地域

本郷

住宅 一般住宅及び共同住宅が
建ち並ぶ住宅地域

原

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

植田

店舗兼住宅 中小規模店舗、高層共同
住宅が建ち並ぶ商業地域

植田

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な台地上の住宅地域

豊橋

住宅 一般住宅のほかに農地等
が見られる住宅地域

高師

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

愛知大学前
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地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

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

基準地の利
用の現況

内私道分
(㎡)

基準地の
地積

基準地の
形状

基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地(上)･
標準地(下)1
㎡当たりの
価格(円)

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

(9)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

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

豊橋 豊橋市 99,000 101 西　　     20m 水道
(県) 5-  6 南栄町字空池４３番２９ 国道　　　 ガス 近商

99,000    1:3   　　　 下水     100m (  80, 200)
 　  5- 12 Ｓ2 準防 　　

豊橋 豊橋市 525,000 245 南西　駅前広場 水道
(県) 5-  8 広小路１丁目４０番１外 県道　　　 ガス 商業

520,000    1:1.5 南東　側道 下水 駅前広場接面 (  80, 600)
 　  5-  1 ＲＣ5F1B 防火 　　

岡崎 岡崎市 106,000 167 北　　      6m 水道
(県)  -  5 大門３丁目５番１７ 市道　　　 ガス １中専

105,000    1:2.5 　　　 下水     5.6km (  60, 200)
 　   -  3 ＬＳ2 　　 　　

岡崎 岡崎市 144,000 188 西　　      6m 水道
(県)  - 12 竜美旭町２番１２ 市道　　　 ガス １低専

144,000    1:2.5 　　　 下水     1.6km (  60, 100)
 　   - 20 Ｗ3 　　 　　

岡崎 岡崎市 113,000 198 北西　      6m 水道
(県)  - 13 美合新町１２番２７ 市道　　　 ガス １住居

113,000    1:2.5 　　　 下水     380m (  60, 200)
 　   -  9 Ｗ2 　　 　　

岡崎 岡崎市 115,000 163 北東　      5m 水道
(県)  - 16 宮地町字郷西２３番１ 市道　　　 ガス １住居

114,000    1:1.5 　　　 下水     1.1km (  60, 200)
 　   - 14 Ｗ2 　　 　　

岡崎 岡崎市 110,000 119 南西　    4.5m 水道
(県)  - 26 矢作町字馬場７７番３ 市道　　　 ガス １住居

109,000    1:2.5 　　　 下水     420m (  60, 200)
 　   - 72 Ｗ2 　　 　　

岡崎 岡崎市 122,000 140 南　　     15m 水道
(県) 5-  7 八幡町１丁目１４番 市道　　　 ガス 商業

122,000    1:2.5 　　　 下水     1.2km (  80, 400)
 　  5- 24 Ｗ2 準防 　　

岡崎 岡崎市 264,000 205 北　　     17m 水道
(県) 5-  9 明大寺本町４丁目１４番 県道　　　 ガス 商業

262,000    1:1.5 　　　 下水     130m (  80, 600)
 　  5-  5 ＲＣ5 防火 　　

岡崎 岡崎市 144,000 1109 東　　     30m 水道
(県) 5- 12 井田西町３番１ 国道　　　 ガス 近商

143,000  1.5:1   南　　側道 下水     3.5km (  80, 200)
 　  5-  6 準防 　　

岡崎 岡崎市 120,000 360 南　　     18m 水道
(県) 5- 14 緑丘２丁目６番２１ 県道　　　 ガス １住居

120,000    1:2   　　　 下水       2km (  60, 200)
 　  5-  8 Ｓ1 　　 　　

一宮 一宮市 96,000 123 北　　      6m 水道
(県)  -  5 森本２丁目２０番４ 市道　　　 ガス １低専

95,200    1:1.2 　　　 下水       2km (  60, 100)
 　   -  1 「森本二丁目２０番３号」 Ｗ2 　　 　　

一宮 一宮市 57,600 237 西　　    4.9m 水道
(県)  -  9 三条字大平４１番７ 市道　　　 ガス １住居

57,400    1:1.5 　　　背面道 下水     3.1km (  60, 200)
 　   - 19 Ｗ2 　　 　　

一宮 一宮市 162,000 394 東　　     36m 水道
(県) 5-  1 栄２丁目１２番４外 市道　　　 ガス 商業

158,000    1:1.5 　　　 下水     240m (  80, 400)
 　  5-  7 「栄二丁目１２番８号」 ＲＣ8 防火 　　

瀬戸 瀬戸市 70,900 206 南東　      6m 水道
(県)  -  2 上松山町１丁目１５８番 市道　　　 ガス １低専

70,200    1:1.5 　　　     1.1km (  60, 150)
 　   - 10 ＬＳ2 　　 　　

半田 半田市 102,000 266 南　　      6m 水道
(県)  -  4 清城町２丁目８番１２ 市道　　　 ガス １中専

101,000    1:1.5 　　　 下水     1.7km (  60, 200)
 　   -  5 Ｗ1 　　 　　

半田 半田市 108,000 496 西　　駅前広場 水道
(県) 5-  1 御幸町８番 県道　　　 ガス 商業

108,000  1.5:1   南　　側道 下水 駅前広場接面 (  80, 400)
 　  5-  6 ＳＲＣ4F1B 準防 　　

春日井 春日井市 137,000 195 南東　      7m 水道
(県)  - 14 八幡町４５番１２ 市道　　　 ガス １住居

135,000  1.2:1   　　　 下水     1.2km (  60, 200)
 　   -  7 ＬＳ2 準防 　　

春日井 春日井市 116,000 208 北東　      6m 水道
(県)  - 20 八田町２丁目３１番２ 市道　　　 ガス １中専

115,000  1.2:1   　　　 下水     2.5km (  60, 200)
 　   - 16 Ｗ2 準防 　　

春日井 春日井市 106,000 165 南　　      9m 水道
(県)  - 21 白山町２丁目６番１２ 市道　　　 ガス １中専

105,000    1:1.5 　　　 下水     1.3km (  60, 200)
 　   - 25 Ｗ2 準防 　　

春日井 春日井市 112,000 169 南　　      6m 水道
(県)  - 22 如意申町４丁目２３番１９ 市道　　　 ガス １住居

111,000    1:2   　　　 下水     1.5km (  60, 200)
 　   -  5 Ｓ3 　　 　　

春日井 春日井市 171,000 886 台形 北西　     36m 水道
(県) 5-  6 瑞穂通６丁目７番１外 国道　　　 ガス 商業

171,000  1.5:1   北東　側道 下水     1.5km (  80, 500)
 　  5-  5 ＲＣ2 防火 　　

豊川 豊川市 98,000 177 北　　      4m 水道
(県)  -  3 諏訪４丁目２６５番１ 市道　　　 ガス ２住居

98,300    1:1.2 　　　 下水     500m (  60, 200)
 　   -  4 Ｗ2 　　 　　

豊川 豊川市 84,500 164 南　　    5.5m 水道
(県)  - 11 新青馬町５丁目３番３外 市道　　　 ガス １中専

85,000    1:1.5 　　　 下水     750m (  60, 200)
 　   -  3 Ｗ2 準防 　　

店舗兼住宅 各種小売店舗が建ち並ぶ
既成の路線商業地域

南栄

店舗 中高層の店舗ビル等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

豊橋

住宅 中小規模一般住宅のほか
空地も見られる住宅地域

東岡崎

住宅 中規模一般住宅が多い高
台で閑静な住宅地域

東岡崎

住宅 住宅、アパート、店舗等
が混在する住宅地域

美合

住宅 建売住宅が多い農地の見
受けられる住宅地域

岡崎

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

矢作橋

店舗兼住宅 低層店舗のほかに一般住
宅等も見られる商業地域

東岡崎

店舗兼事務
所

店舗、事務所、飲食店等
が建ち並ぶ駅前商業地域

東岡崎

空地 中低層の店舗、店舗ビル
が建ち並ぶ路線商業地域

東岡崎

店舗 低層店舗が建ち並ぶ路線
商業地域

美合

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

妙興寺

住宅 一般住宅が建ち並ぶ公営
住宅に隣接した住宅地域

奥町

事務所兼共
同住宅

中高層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ商業地域

尾張一宮

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

新瀬戸

住宅 中規模の一般住宅を中心
とする閑静な住宅地域

住吉町

店舗兼事務
所

店舗の中に中層の事務所
も混在する駅前商業地域

半田

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

勝川

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

春日井

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

高蔵寺

住宅 一般住宅の中に共同住宅
も見られる住宅地域

名鉄春日井

店舗 中層の店舗ビル等が多い
国道沿いの商業地域

春日井

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

諏訪町

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

国府
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豊川 豊川市 98,800 322 北　　   15.5m 水道
(県) 5-  3 中央通４丁目７番 県道　　　 ガス 近商

98,800    1:2.5 　　　 下水     680m (  80, 200)
 　  5-  2 Ｓ1 準防 　　

豊川 豊川市 102,000 119 北　　     22m 水道
(県) 5-  4 諏訪４丁目１９９番３外 県道　　　 ガス 商業

103,000    1:2   　　　 下水     850m (  80, 400)
 　  5-  6 Ｓ3 準防 　　

津島 津島市 79,500 218 南　　    4.4m 水道
(県)  -  3 柳原町２丁目１２番 市道　　　 ガス １住居

79,500  1.2:1   　　　 下水     350m (  60, 200)
 　   -  2 Ｗ2 　　 　　

碧南 碧南市 104,000 180 南西　      8m 水道
(県)  -  6 向陽町２丁目４７番１ 市道　　　 １中専

104,000    1:2   　　　 下水     680m (  60, 200)
 　   -  5 Ｗ2 　　 　　

刈谷 刈谷市 157,000 144 北東　      8m 水道
(県)  -  7 板倉町１丁目１６番１４ 市道　　　 ガス １中専

155,000    1:2   　　　 下水     360m (  60, 150)
 　   - 21 Ｗ2 　　 　　

刈谷 刈谷市 182,000 225 北　　      6m 水道
(県)  - 12 大手町５丁目３８番５ 市道　　　 ガス １住居

179,000    1:2   　　　 下水     770m (  60, 200)
 　   -  1 ＬＳ2 　　 　　

刈谷 刈谷市 163,000 414 南　　     25m 水道
(県) 5-  3 末広町１丁目２３番８ 県道　　　 近商

162,000  1.2:1   西　　側道 下水     280m (  80, 200)
 　  5-  3 Ｓ2 準防 　　

豊田 豊田市 117,000 252 北　　      8m 水道
(県)  - 12 神池町２丁目１２３６番１１５ 市道　　　 ガス １低専

115,000    1:2   　　　 下水     3.8km (  60, 100)
 　   - 18 Ｗ3 　　 　　

豊田 豊田市 161,000 238 南　　      6m 水道
(県)  - 14 平芝町６丁目４１番２１ 市道　　　 ガス １住居

157,000    1:1.2 　　　 下水     900m (  60, 200)
 　   - 20 Ｗ2 準防 　　

豊田 豊田市 220,000 403 東　　     25m 水道
(県) 5-  5 挙母町１丁目４３番１ 国道　　　 ガス 商業

216,000    1:1.5 　　　 下水     850m (  80, 400)
 　  5-  5 Ｓ3 準防 　　

安城 安城市 151,000 211 南西　      8m 水道
(県)  -  2 錦町１８３番 市道　　　 ガス １中専

150,000    1:2.5 　　　 下水     1.2km (  60, 150)
 　   -  1 「錦町１２番１２号」 Ｗ2 　　 　　

安城 安城市 152,000 184 南東　     15m 水道
(県) 5-  4 桜町２８１番 県道　　　 ガス 近商

151,000    1:2   　　　 下水     720m (  80, 300)
 　  5-  2 「桜町１７番２号」 Ｓ3 準防 　　

西尾 西尾市 111,000 178 北西　      6m 水道
(県)  -  6 高畠町６丁目５１番２ 市道　　　 １住居

110,000    1:1   　　　 下水     550m (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ1 準防 　　

西尾 西尾市 43,900 247 北東　    5.5m 水道
(県)  -  8 一色町味浜乾地６７番 市道　　　 １住居

45,100    1:2   　　　 下水       4km (  60, 200)
 　   - 21 Ｗ2 　　 　　

西尾 西尾市 128,000 377 台形 南東　     20m 水道
(県) 5-  2 花ノ木町３丁目１６番１外 県道　　　 商業

127,000  1.2:1   南西　側道 下水     260m (  80, 400)
 　  5-  2 Ｓ1 準防 　　

西尾 西尾市 49,200 283 東　　     12m 水道
(県) 5-  6 一色町前野東浦５１番１ 市道　　　 準住居

50,500  1.5:1   北　　側道 下水     4.5km (  60, 200)
 　  5-  1 Ｓ1 　　 　　

蒲郡 蒲郡市 90,500 188 南　　      6m 水道
(県)  -  2 中央本町１８０４番１ 市道　　　 ガス １住居

91,000    1:1.5 　　　 下水       1km (  60, 200)
 　   -  3 「中央本町１８番４号」 ＲＣ2 準防 　　

蒲郡 蒲郡市 93,000 236 北　　     22m 水道
(県) 5-  2 旭町３６３番外 県道　　　 近商

93,000    1:2   　　　 下水     800m (  80, 200)
 　  5-  4 「旭町１０番１６号」 ＲＣ3 準防 　　

犬山 犬山市 90,800 176 北　　      6m 水道
(県)  -  1 富岡新町５丁目１０番 市道　　　 ガス １住居

90,800    1:2   　　　 下水       1km (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ2 　　 　　

犬山 犬山市 134,000 1083 南　　     30m 水道
(県) 5-  1 天神町１丁目８番 市道　　　 ガス 商業

134,000    2:1   　　　三方路 下水     180m (  80, 400)
 　  5-  3 ＳＲＣ5 準防 　　

常滑 常滑市 65,000 181 北　　    5.5m 水道
(県)  -  1 新開町２丁目１４２番 市道　　　 ガス １住居

64,500    1:2   　　　 下水     500m (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ2 準防 　　

常滑 常滑市 122,000 306 南東　     26m 水道
(県) 5-  3 鯉江本町５丁目１６０番 市道　　　 ガス 商業

122,000    1:1.5 　　　 下水     250m (  80, 400)
 　  5-  2 Ｓ3 準防 　　

江南 江南市 97,000 161 南　　      6m 水道
(県)  -  4 尾崎町桐野３４番 市道　　　 ガス １住居

96,500    1:2   　　　 下水     600m (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ2 　　 　　

小牧 小牧市 87,500 197 南　　      6m 水道
(県)  -  1 大字岩崎字猪之島１０１０番５ 市道　　　 ガス １中専

87,200    1:1.2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)
 　   -  2 Ｗ2 　　 　　

事務所 店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

稲荷口

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅等が
混在する商業地域

諏訪町

住宅 中規模住宅が密集する利
便性の良い既成住宅地域

津島

住宅 中規模一般住宅が多い利
便性の良い住宅地域

碧南中央

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

東刈谷

住宅 中規模住宅等が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

刈谷

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ路線商業地域

東刈谷

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

豊田市

住宅 中規模一般住宅の中に共
同住宅も建つ住宅地域

梅坪

店舗 国道沿いに店舗、銀行等
が建ち並ぶ商業地域

豊田市

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

安城

店舗兼住宅 中低層の店舗、事務所等
が多い路線商業地域

安城

住宅 中規模一般住宅を中心と
する住宅地域

西尾

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

福地

店舗 店舗、銀行、営業所等が
混在する商業地域

西尾

店舗 低層の店舗のほかに住宅
等が見られる商業地域

福地

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

蒲郡

事務所兼住
宅

事務所、店舗ビル等が混
在する路線商業地域

蒲郡

住宅 中規模住宅が多い区画整
然とした住宅地域

犬山

銀行兼事務
所

銀行、スーパー、店舗等
が見られる駅前商業地域

犬山

住宅 一般住宅のほか駐車場等
も見られる住宅地域

常滑

事務所 店舗、事務所ビル等が見
られる駅前の商業地域

常滑

住宅 一般住宅が建ち並ぶ利便
性のよい住宅地域

江南

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

味岡
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地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

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

基準地の利
用の現況

内私道分
(㎡)

基準地の
地積

基準地の
形状

基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地(上)･
標準地(下)1
㎡当たりの
価格(円)

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

(9)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

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

小牧 小牧市 111,000 360 南西　      6m 水道
(県)  - 10 中央４丁目６７番 市道　　　 ガス １住居

111,000    1:1.2 　　　 下水     900m (  60, 200)
 　   -  9 Ｗ2 準防 　　

小牧 小牧市 98,800 297 南　　      8m 水道
(県)  - 11 外堀１丁目５６番 市道　　　 ガス １住居

98,600    1:1.2 　　　 下水     1.4km (  60, 200)
 　   - 13 Ｗ2 　　 　　

小牧 小牧市 122,000 689 南西　     16m 水道
(県) 5-  1 中央１丁目４４０番 県道　　　 ガス 商業

121,000  1.2:1   　　　 下水     400m (  80, 400)
 　  5-  7 Ｗ2 準防 　　

新城 新城市 66,000 276 北西　      6m 水道
(県)  -  2 城北１丁目２番２６ 市道　　　 １中専

67,500    1:2   　　　 下水     800m (  60, 200)
 　   -  2 Ｗ2 　　 　　

東海 東海市 72,700 100 南西　      4m 水道
(県)  -  9 名和町東垣内６４番２１ 市道　　　 ガス １中専

72,700    1:2   　　　 下水     1.1km (  60, 200)
 　   -  3 Ｗ2 　　 　　

東海 東海市 123,000 749 東　　     20m 水道
(県) 5-  2 富木島町伏見１丁目１８番３外 県道　　　 ガス 近商

123,000    2:1   　　　背面道 下水     2.1km (  80, 200)
 　  5-  4 Ｓ2 準防 　　

大府 大府市 159,000 264 西　　    4.3m 水道
(県)  -  5 桃山町４丁目２２１番 市道　　　 ガス １低専

157,000    1:1.2 　　　 下水     1.2km (  60, 100)
 　   -  9 ＲＣ2 　　 　　

知多 知多市 83,000 208 東　　      6m 水道
(県)  -  7 にしの台１丁目１３０３番 市道　　　 ガス １低専

83,000    1:1.5 　　　 下水     2.2km (  60, 100)
 　   - 13 ＬＳ2 　　 　　

知立 知立市 150,000 152 南西　      8m 水道
(県)  -  6 長田２丁目２６番２ 市道　　　 ガス １住居

149,000    1:1.5 　　　 下水     860m (  60, 200)
 　   -  2 Ｗ2 　　 　　

尾張旭 尾張旭市 130,000 198 北　　      6m 水道
(県)  -  7 東印場町３丁目１１番２ 市道　　　 ガス １中専

129,000    1:1.2 　　　 下水     750m (  60, 150)
 　   -  5 ＲＣ3 　　 　　

尾張旭 尾張旭市 113,000 332 南　　     14m 水道
(県) 5-  2 三郷町栄４２番 県道　　　 ガス 商業

113,000    1:2.5 　　　 下水     150m (  80, 400)
 　  5-  2 ＲＣ7 準防 　　

岩倉 岩倉市 141,000 206 南　　      6m 水道
(県)  -  1 大地新町２丁目１６番 市道　　　 ガス １低専

141,000    1:2   　　　 下水     780m (  60, 100)
 　   -  4 Ｗ2 　　 　　

豊明 豊明市 129,000 200 南　　      6m 水道
(県)  -  3 三崎町ゆたか台１８番７ 市道　　　 ガス １低専

128,000    1:1.2 　　　 下水     1.1km (  60, 100)
 　   -  9 Ｗ2 　　 　　

豊明 豊明市 150,000 1047 台形 南東　     26m 水道
(県) 5-  1 前後町善江１７３７番 市道　　　 ガス 商業

149,000    1:1.5 　　　三方路 下水 近接 (  80, 400)
 　  5-  2 ＳＲＣ4F1B 防火 　　

日進 日進市 129,000 200 北西　      5m 水道
(県)  -  2 南ケ丘１丁目１１番６ 市道　　　 ガス １低専

127,000    1:1.2 　　　 下水     1.1km (  60, 100)
 　   -  3 Ｗ2 　　 　　

田原 田原市 72,900 186 北東　    5.8m 水道
(県)  -  1 神戸町大坪３２番４ 市道　　　 １中専

72,900    1:2   　　　 下水     350m (  60, 200)
 　   -  3 Ｗ2 　　 　　

清須 清須市 103,000 215 西　　      6m 水道
(県)  -  6 鍋片３丁目８０番２外 市道　　　 ガス １中専

103,000    1:1.5 　　　     650m (  60, 200)
 　   -  3 Ｗ2 　　 　　

北名古屋 北名古屋市 139,000 181 南　　    8.2m 水道
(県)  -  3 西之保宮前１３番 市道　　　 ガス １中専

139,000    1:2   　　　 下水     620m (  60, 200)
 　   - 14 Ｗ2 　　 　　

北名古屋 北名古屋市 139,000 405 西　　     25m 水道
(県) 5-  1 西之保西若１２番 県道　　　 ガス ２住居

139,000    1:1   南　　側道 下水     500m (  60, 200)
 　  5-  2 ＲＣ3 　　 　　

みよし みよし市 119,000 218 南西　      6m 水道
(県)  -  2 東山台２５番５ 市道　　　 ガス １低専

118,000    1:2   　　　 下水     5.6km (  60, 100)
 　   -  7 ＬＳ2 　　 　　

あま あま市 82,900 198 北　　      4m 水道
(県)  -  4 甚目寺山之浦１３５番２ 市道　　　 ガス １住居

82,900    1:1   　　　     300m (  60, 200)
 　   - 12 Ｗ2 　　 　　

あま あま市 104,000 458 北　　    9.7m 水道
(県) 5-  1 甚目寺五位田１５５番２外 市道　　　 ガス 近商

104,000    1:1.5 東　　側道 下水     250m (  80, 200)
 　  5-  1 ＲＣ4F1B 準防 　　

長久手 長久手市 178,000 141 東　　      6m 水道
(県)  -  4 作田１丁目１００９番外 市道　　　 ガス １中専

174,000    1:1.2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)
 　   -  5 Ｗ2 　　 　　

東郷 愛知郡東郷町 122,000 197 北　　      6m 水道
(県)  -  1 和合ケ丘２丁目１９番１４ 町道　　　 ガス １低専

120,000    1:1.2 　　　 下水     1.1km (  60, 100)
 　   -  7 Ｗ2 　　 　　

住宅 一般住宅、アパートが見
られる閑静な住宅地域

小牧

住宅 共同住宅、一般住宅、空
地等が見られる住宅地域

小牧口

店舗 店舗、営業所等が混在す
る路線商業地域

小牧

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

新城

住宅 中小規模一般住宅が多い
既成住宅地域

名和

銀行 低層店舗等が建ち並ぶ路
線商業地域

太田川

住宅 一般住宅が建ち並ぶ環境
の良い丘陵地の住宅地域

大府

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

朝倉

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等が見られる住宅地域

知立

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整理済みの住宅地域

旭前

店舗兼共同
住宅

中高層建物も見られる駅
近接の路線商業地域

三郷

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

岩倉

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

前後

店舗兼事務
所

中層の事務所ビルが見ら
れる駅前の商業地域

前後

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

日進

住宅 一般住宅が多く、アパー
ト等も見られる住宅地域

神戸

住宅 一般住宅の外に農地、倉
庫等が見られる住宅地域

丸ノ内

住宅 一般住宅のほかに共同住
宅等が混在する住宅地域

西春

事務所 店舗、営業所ビル等が建
ち並ぶ路線商業地域

西春

住宅 住宅、アパート等が混在
する住宅地域

日進

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

甚目寺

店舗、共同
住宅兼倉庫

ス－パ－、小売店舗等の
見られる商業地域

甚目寺

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

藤が丘

住宅 低層一般住宅が建ち並ぶ
閑静な住宅地域

日進
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地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

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

基準地の利
用の現況

内私道分
(㎡)

基準地の
地積

基準地の
形状

基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地(上)･
標準地(下)1
㎡当たりの
価格(円)

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

(9)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

基準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

蟹江 海部郡蟹江町 94,000 202 北　　      6m 水道
(県)  -  1 今西２丁目２１３番 町道　　　 ガス １住居

94,000    1:2.5 　　　 下水     1.2km (  60, 200)
 　   -  5 Ｗ2 　　 　　

武豊 知多郡武豊町 80,500 345 南　　      7m 水道
(県)  -  2 字迎戸１５２番５外 町道　　　 ガス １中専

81,000    1:2   　　　 下水     300m (  60, 150)
 　   -  1 ＬＳ2 　　 　　

幸田 額田郡幸田町 93,000 197 北西　    5.2m 水道
(県)  -  2 大字横落字竹ノ花８２番１ 町道　　　 ガス １中専

93,000    1:1.2 　　　 下水     1.5km (  60, 150)
 　   -  4 Ｗ2 　　 　　

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

蟹江

住宅 中規模一般住宅を中心に
駐車場もある住宅地域

知多武豊

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等が見られる住宅地域

幸田
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備考

（宅地）

１ 「基準地番号」欄においては、用途別に数字を付し、次のように表示した。

  －１、－２、－３ ・・・・・・・・ 住宅地

  ５－１、５－２、５－３ ・・・・・ 商業地

  ９－１、９－２、９－３ ・・・・・ 工業地

  また、＊印は地価公示の標準地（価格判定の基準日：平成 30年 1月 1日）と同一地点で
ある基準地を表した。

２ 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」欄は、土地登記簿に登記されている所在及び地

番を表示し、基準地に住居表示がある場合には、「 」内に表示した。基準地が土地区画整理

事業による仮換地の指定を受けた土地である場合には、原則として、従前の土地の所在及び

地番を表示し、（ ）内に現在の土地の当該事業による工区名、街区番号及び符号（仮換地番

号）を表示した。また、仮換地番号と住居表示の両方がある場合は、仮換地番号の表示を省

略した。

  なお、基準地が数筆にわたる場合は「外」と表示した。

３ 「基準地の地積」欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積（土地の一部が

借地である基準地については、当該借地の面積。土地区画整理事業の仮換地である基準地に

ついては、当該仮換地等の指定地積）を表示し、１平方メートル未満の端数は切り捨ててあ

る。

  また、基準地の一部が私道となっている場合には、その地積欄には私道部分を含めて全筆

の地積を表示した。

４ 「基準地の形状」欄には、基準地の間口と奥行のおおむねの比率を左側に間口、右側に奥

行の順に表示した。

  なお、形状は、台形、不整形と特に表示しない限り四角形である。

５ 「基準地の利用の現況」欄には、当該基準地にある建物の用途を、次いで建物の構造を次

の略号で表示し、数字はその階層（地下階層がある場合、地上階層にはＦを、地下階層には

Ｂを付してある。）を表示した。ただし、現況が一時的に建物の取壊し等により更地になって

いる場合は「空地」、建物が解体中で建築が行われることが明確でない場合は「取壊中」とし、

更地又は建物が解体中であるが建築が行われることが明確な場合や建物が建築中の場合は

「建築中」と表示した。

  鉄骨鉄筋コンクリート造 ・・・・・ ＳＲＣ

  鉄筋コンクリート造 ・・・・・・・ ＲＣ

  鉄骨造 ・・・・・・・・・・・・・ Ｓ

  ブロック造 ・・・・・・・・・・・ Ｂ

  木造 ・・・・・・・・・・・・・・ Ｗ

  軽量鉄骨造 ・・・・・・・・・・・ ＬＳ

６ 「基準地の前面道路の状況」欄には、前面道路の状況を方位、幅員、舗装の状況、道路の

種類及びその他の接面道路の状況の順に表示してある。なお、道路の種類は次の区分により

表示し、前面道路の舗装の状況は、「未舗装」と特に表示しない限り舗装済みである。

(1) 道路法の道路は、国道、県道、市町村道等
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(2) 土地区画整理事業施行地区内の道路（(1)及び(3)を除く。）は、区画道路
(3) 私人が管理する道で、いわゆる私道と称されているものは、私道

(4) その他の道は、道路

７ 「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」欄については、次によ

り表示した。

 (1) 水道法による水道事業又は専用水道により給水されている場合及び通常の工事費負担に
よって、これらの水道から給水可能な場合には、水道と表示した。

 (2) ガス事業法により、ガスが供給されている場合及び通常の工事費負担によってガス供給
が可能な場合は、「ガス」と表示しました。

 (3) 基準地が下水道法に基づく処理区域内にある場合及び処理区域外に存する大規模造成地
等にある下水道で、宅地供給者又は組合等が一体として管理し、かつ、公共下水道に接続

し、又は終末処理場を有している場合には、下水と表示した。

８ 「基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」欄には、原則として、鉄道駅名

及び基準地から鉄道駅（地下駅の場合には地表への出入口）までの道路距離を表示し、50メ
ートル未満の場合は近接又は接面と表示した。

９ 「基準地に係る都市計画法その他の法令の制限で主要なもの」欄においては、次により表

示した。

(1) 用途地域等は次の略号で表示した。なお、市街化区域は特には表示していない。

  第一種低層住居専用地域 ・・・・・ １低専

  第二種低層住居専用地域 ・・・・・ ２低専

  第一種中高層住居専用地域 ・・・・ １中専

  第二種中高層住居専用地域 ・・・・ ２中専

  第一種住居地域 ・・・・・・・・・ １住居

  第二種住居地域 ・・・・・・・・・ ２住居

  準住居地域 ・・・・・・・・・・・ 準住居

  近隣商業地域 ・・・・・・・・・・ 近商

  商業地域 ・・・・・・・・・・・・ 商業

  準工業地域 ・・・・・・・・・・・ 準工

  工業地域 ・・・・・・・・・・・・ 工業

  工業専用地域 ・・・・・・・・・・ 工専

  防火地域 ・・・・・・・・・・・・ 防火

  準防火地域 ・・・・・・・・・・・ 準防

  市街化調整区域 ・・・・・・・・・ 「調区」

準都市計画区域 ・・・・・・・・・ 「準都計」

都市計画区域外 ・・・・・・・・・ 「都計外」

 (2) （ ）内の左側に指定建ぺい率を、右側に指定容積率を、それぞれパーセントで表示し
た。

10 表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日（平成 30年 7月 1日）における状
況により行った。

（林地）
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１ 基準地番号は、一連番号で表示した。

２ 「基準地の所在及び地番」欄は、土地登記簿に登記されている所在及び地番を表示した。

３ 「基準地の地積」欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積（土地の一部が

借地である基準地については、当該借地の面積）を表示し、１平方メートル未満の端数は切

り捨ててある。また、基準地の筆の一部が私道となっている場合には、その地積欄には私道

部分を含めて全筆の地積を表示した。

４ 「基準地の利用の現況」欄は、基準地が現実に利用されている状況を林地の類型により、

（ ）内にはその樹種を表示した。

５ 「交通接近条件」欄においては、次により表示した。

 (1) 「基準地から搬出拠点までの搬出方法及び距離」欄において、搬出方法は①集材機②集
材線③林（公）道隣接等のうち、通常考えられる方法を記載し、距離は基準地の中心部か

らの距離を表示した。なお、林（公）道隣接の場合は 0ｍとしてある。
 (2) 「搬出地点の道路の状況」欄は、道路の種類及び幅員を表示し、基準地に林（公）道が
隣接している場合には、その隣接道路の種類及び幅員を表示してある。なお、道路の種類

は、道路法の道路（国道・県道・市町村道）及び林道をいう。

 (3) 「最寄駅及び距離」欄は、鉄道名、駅名及び基準地から駅までのおおよその道路距離を
表示した。

 (4) 「最寄集落及び距離」欄は、最寄集落名及び基準地から最寄集落までのおおよその道路
距離を表示した。

６ 「公法上の規制」欄においては、都市計画法、森林法、自然公園法等の法令に基づく公法

上の規制を、次により表示した。

(1) 都市計画法

市街化調整区域 ・・・・・ 「調区」

都市計画区域外 ・・・・・ 「都計外」

(2) 森林法

地域森林計画対象民有林・・ 「地森計」

(3) 自然公園法等

 ア 国定公園 ・・・・・・・ 国定公

県立自然公園 ・・・・・ 県立公

イ 普通地域 ・・・・・・・ 普通

特別地域（第○種）・・・ 特別○種

７ 「地域の特性」欄においては、地域の特性を次により分類し、表示した。

(1) 都市近郊林地

(2) 農村林地

(3) 林業本場林地

(4) 山村奥地林地

８ 表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日（平成 30年 7月 1日）における状
況により行った。

（地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧）
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１ 「基準地番号」欄の上段は基準地の番号を、下段は上段の基準地に対応する地価公示の標

準地（価格判定の基準日：平成 30年 1月 1日）の番号を表示した。
２ 「基準地の１平方メートル当たりの価格」欄の上段は基準地の価格を、下段の（ ）内に

は、平成 30年 1月 1日時点の地価公示の標準地の価格を表示した。
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