
林地を除く

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

津山 津山市 西　　      5m 水道 （都）
43,600 214    1:1.2 市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 ＬＳ2     3.2km 　　 　　

津山 津山市 ほぼ台形 西　　    3.2m 水道 （都）
29,800 197  1.2:1   市道 ガス １住居

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

津山 津山市 東　　      4m 水道 （都）
26,300 299    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     3.5km 　　 　　

津山 津山市 北　　    4.5m 水道 （都）
50,200 392    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.5km 　　 　　

津山 津山市 東　　      4m 水道 （都）
26,500 191  1.2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ3     1.3km 　　 　　

津山 津山市 西　　      4m 水道 （都）
29,000 182  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2     2.7km 　　 　　

津山 津山市 西　　    3.7m 水道 （都）
17,000 241    1:1.5 市道 １低専

　 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     1.1km 　　 　　

津山 津山市 東　　      5m 水道 （都）
25,100 178    1:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  8 ＬＳ2     1.3km 　　 　　

津山 津山市 台形 北　　    5.5m 水道 「都計外」
3,440 431  1.5:1   市道

　
(県)  -  9 Ｗ2     3.8km 　　 　　

津山 津山市 北　　      6m 水道 （都）
22,400 157    1:1   市道 ガス １住居

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

津山 津山市 北東　      5m 水道 （都）
28,800 202    1:1   市道 ガス １中専

　 (  60, 200)
(県)  - 11 ＬＳ2     2.6km 　　 　　

津山 津山市 東　　      6m 水道 （都）
29,600 214    1:1.2 市道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     6.1km 　　 　　

津山
東一宮字西山１１５６番２３外

高野

大規模農道に近接して開
発された分譲住宅地域

中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

住宅

住宅
高野山西４３３番２１

住宅
神戸字甚六前４２番１

中規模一般住宅、農家住
宅等が混在する住宅地域

住宅

東津山
国分寺字五反田１２６番７外

院庄

周辺に農地も残る一般住
宅の多い住宅地域

住宅 津山
大谷字町田６１２番２３

住宅 坪井
中北上字楽万４２２番５

農家住宅が見られる国道
背後の住宅地域

中規模一般住宅のほかに
アパート等が見られる郊
外の住宅地域

住宅

津山
小田中字戌亥峪９４２番１２

平福字河原４４１番６外

住宅 津山
北町３５番３

中規模一般住宅と公営住
宅が混在する丘陵地の住
宅地域

住宅

幹線直背後の市街地内の
住宅地域

住宅 津山口一般住宅が建ち並ぶ国道
バイパス背後の住宅地域

一般住宅、共同住宅が混
在する丘陵地の住宅地域

基準地について
の水道，ガス供
給施設及び下水
道の整備の状況

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

林田字ククタ２３７番１７
津山

津山

住宅 津山近隣店舗街の背後で、一
般住宅を中心に貸家等も
混在する住宅地域

上之町６６番１

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域小原１２６番１５



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

津山 津山市 南東　      6m 水道 「都計外」
9,800 180    1:1   市道

　 下水
(県)  - 13 Ｗ2       2km 　　 　　

津山 津山市 不整形 南　　    3.5m 水道 「都計外」
1,560 567  1.2:1   林道

　 下水
(県)  - 14 Ｗ1     150m 　　 　　

津山 津山市 台形 北西　     10m 水道 （都）
8,140 1079  1.5:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ1 近接 　　 　　

津山 津山市 南　　    6.5m 水道 「都計外」
2,760 785  1.5:1   市道

　
(県)  - 16 Ｗ2     100m 　　 　　

津山 津山市 南　　    3.5m 水道 （都）
9,750 275    1:2   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     1.1km 　　 　　

津山 津山市 ほぼ台形 　　　 水道 （都）
8,400 1467    1:2.5 ２中専

記載無 下水 (  60, 200)
(県) 3-  1     2.7km 　　 　　

津山 津山市 東　　   14.5m 水道 （都）
72,600 120    1:2.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ3     600m 準防 　　

背面道
津山 津山市 東　　     15m 水道 （都）

57,800 1090  1.5:1   市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  2 Ｓ6     2.4km 　　 　　

津山 津山市 南　　     22m 水道 （都）
47,900 594    2:1   国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｓ2     550m 　　 　　

津山 津山市 南　　     17m 水道 （都）
65,700 815    1:1   国道 近商

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

津山 津山市 南　　     12m 水道 （都）
21,900 1109  1.5:1   国道

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

側道
津山 津山市 南西　      9m 水道 「都計外」

14,300 259    1:2   県道
　 下水

(県) 5-  6 Ｓ1     1.3km 　　 　　

住宅 農家住宅の散在する農村
住宅地域

大岩バス停
大岩字広畑６００番

店舗兼住宅 農家住宅が多い地区中心
部の農村住宅地域

西中バス停
西中字池ノ口３４２番

住宅 地区中心部に隣接する農
家住宅の多い住宅地域

大畑バス停
阿波字宮ノ北１７６７番

住宅 一般住宅が多い地区中心
部に近い住宅地域

美作加茂
加茂町小中原字丸町１１１番６

店舗兼事務所 店舗、貸ビル、銀行等が
立地する路線商業地域

津山
小原字樋ノ口２２番外

店舗兼住宅 中層の店舗や事務所ビル
等の建ち並ぶ中心的商業
地域

津山
大手町９番９

田 区画整理地区に近く熟成
度高位の宅地見込地地域

高野
高野山西字下鹿子５２１番１

住宅 農家、一般住宅が建ち並
ぶ国道背後の住宅地域

美作千代
領家字一里塚２９７番

店舗兼住宅 地区中心の小売店舗等の
連たんする商業地域

美作加茂
加茂町塔中字一貫田２３番

店舗兼工場 営業所、店舗等が見られ
る国道沿いの路線商業地
域

美作千代
宮尾字大黒３３３番６

店舗 国道沿いに店舗等の建ち
並ぶ路線商業地域

東津山
川崎字小代１６１番外

店舗兼事務所 郊外型店舗が建ち並ぶ国
道沿いの路線商業地域

院庄
院庄字火ノ口９４０番５



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

津山 津山市 西　　     13m 水道 （都）
11,800 32058    1:3   市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     1.6km 　　 　　

玉野 玉野市 南　　      5m 水道
21,300 331  1.5:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     7.5km 　　 　　

玉野 玉野市 台形 東　　      6m 水道
24,000 516    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     500m 　　 　　

玉野 玉野市 台形 北　　    5.5m 水道
38,900 222    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.6km 　　 　　

玉野 玉野市 北東　    4.5m 水道
32,400 223  1.2:1   市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     5.3km 　　 　　

玉野 玉野市 北東　      5m 水道
36,300 163    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.5km 　　 　　

玉野 玉野市 南東　      5m 水道
50,000 309    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.1km 　　 　　

玉野 玉野市 南東　    5.5m 水道
21,700 373    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     8.7km 　　 　　

玉野 玉野市 東　　      4m 水道 「調区」
9,850 497  1.2:1   市道

　 (  60, 100)
(県)  -  8 Ｗ2      11km 　　 　　

玉野 玉野市 台形 北　　     20m 水道
36,300 909    1:1.5 国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2 南東     1.5km 準防 　　

側道
玉野 玉野市 西　　     22m 水道

56,500 364  1.5:1   県道 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  2 ＲＣ3     280m 準防 　　

玉野 玉野市 西　　      9m 水道
43,000 753    1:1   県道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  3 Ｓ2     4.1km 　　 　　

三方路

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の閑静な住宅地域

宇野
宇野３丁目３０１２番２１

「宇野３－８－９」

住宅 緩傾斜地に農家住宅、一
般住宅が散在する住宅地
域

八浜
八浜町大崎字大坪９８７番１

住宅 中規模一般住宅のほかア
パート、市営住宅も散見
される住宅地域

備前田井
東田井地字岡浜地１４５１番１

工場 工場、倉庫等が立地する
インターチェンジ近くに
開発された工業地域

院庄
院庄字沢１０８９番１外

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

宇野
渋川３丁目１５０８番１

「渋川３－１３－５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

宇野
宇野８丁目３２０２番４外

「宇野８－２９－２６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
び、熟成の進む新興住宅
地域

八浜
槌ヶ原字松原一ノ割１２１５番８

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

宇野
玉原２丁目１０９１番２３３

「玉原２－４－１４」

住宅、店舗兼
倉庫

日用品店舗を中心に営業
所等も見られる県道沿い
の路線商業地域

常山
長尾字扇田７３９番５外

医院兼住宅 備前田井駅前の県道沿い
に店舗、事務所等が見ら
れる路線商業地域

備前田井
田井３丁目５６６９番１２外

「田井３－７－８」

住宅、工場兼
事務所

事務所、工場等が見られ
る国道３０号沿いの路線
商業地域

常山
槌ヶ原字山ノ鼻９２１番１

住宅 東児が丘ＧＣの北側に小
中学校、農家、一般住宅
等が散在する地域

備前田井
北方字和田前５９５番１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

笠岡 笠岡市 南東　      4m 水道 （都）
40,000 209    1:1   市道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     2.7km 　　 　　

笠岡 笠岡市 台形 北　　      5m 水道 （都）
40,300 364    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     900m 　　 　　

笠岡 笠岡市 北西　    3.5m 水道 （都）
27,700 306  1.5:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     3.7km 　　 　　

笠岡 笠岡市 東　　      6m 水道 （都）
39,700 207    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     4.2km 　　 　　

笠岡 笠岡市 西　　    3.5m 水道 （都）
15,800 608    1:2   市道

　 (  70, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     5.6km 　　 　　

笠岡 笠岡市 北東　      6m 水道 （都）
42,000 164    1:1.5 市道 １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.2km 　　 　　

笠岡 笠岡市 西　　     16m 水道 （都）
68,500 339    1:1   市道 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     1.4km 　　 　　

笠岡 笠岡市 台形 南東　     12m 水道 （都）
48,400 180  1.5:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     800m 　　 　　

背面道
笠岡 笠岡市 台形 南　　     19m 水道 （都）

53,900 702    1:1.5 国道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  3 Ｓ1 西     2.3km 　　 　　
側道

笠岡 笠岡市 北　　      8m 水道 （都）
17,600 8320  2.5:1   市道 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  1     7.1km 　　 　　

井原 井原市 東　　    4.5m 水道 （都）
24,900 434    1:1.5 市道 １住居

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

井原 井原市 東　　      6m 水道 （都）
30,700 149    1:1   市道 １住居

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

住宅 土地区画整理により丘陵
を開発した大規模住宅地
域

笠岡
大井南５６番５

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する住宅地域

笠岡
西大島字小黒崎３２３１番１

住宅 中規模の一般住宅が多い
住宅地域

笠岡
笠岡字小丸１７２７番１５

住宅 公営住宅団地に隣接し中
規模一般住宅が多い住宅
地域

笠岡
富岡字中六丁目１０５番１２

店舗 県道沿いで店舗、事務所
の多い商業地域

笠岡
笠岡字八幡平５１９４番８

店舗兼事務所 公共施設も存する区画整
然とした商業地域

笠岡
四番町３番２０

住宅 一般住宅を中心に病院等
も混在する新興住宅地域

笠岡
笠岡字西ノ浜新田５６２８番３７

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する県道背後の住宅地
域

笠岡
西大島字原１７７８番３

住宅 小学校に隣接した、国道
背後の住宅地域

井原
上出部町字鯉之川２２３番７

住宅 一般住宅が多く、店舗併
用住宅等も混在する住宅
地域

井原
西江原町字三角１５３７番４外

工場 中小工場、倉庫等が立地
する工業地域

笠岡
茂平字苫無１３８１番３６外

店舗 国道沿いに店舗、事務所
等が建ち並ぶ路線商業地
域

笠岡
富岡字大礒４７５番１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

井原 井原市 南　　      5m 水道 （都）
14,700 432  1.2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.2km 　　 　　

井原 井原市 台形 南　　   11.5m 水道 「都計外」
11,700 241  1.5:1   市道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ1     6.5km 　　 　　

井原 井原市 東　　      6m 水道 「都計外」
2,810 315  1.5:1   市道

　
(県)  -  5 Ｗ2      14km 　　 　　

井原 井原市 台形 南　　      3m 水道 「都計外」
2,850 971    1:2   市道

　
(県)  -  6 Ｗ2      12km 　　 　　

井原 井原市 西　　      4m 水道 「都計外」
2,700 268    1:2   市道

　
(県)  -  7 Ｗ2      13km 　　 　　

井原 井原市 東　　      6m 水道 「都計外」
12,900 229    1:2   市道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ2       6km 　　 　　

井原 井原市 台形 北西　     20m 水道 （都）
38,300 362    1:1.5 国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     1.1km 　　 　　

背面道
総社 総社市 南西　      6m 水道

38,100 238    1:1.2 市道 ガス １低専
　 下水 (  60, 150)

(県)  -  1 Ｗ2     2.9km 　　 　　

総社 総社市 南　　    3.5m 水道
52,900 169  1.2:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     480m 　　 　　

総社 総社市 北　　      4m 水道
47,800 228  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     400m 　　 　　

総社 総社市 北東　    3.5m 水道 「都計外」
18,000 362    1:1   市道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ2     750m 　　 　　

総社 総社市 西　　      4m 水道
49,100 201    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     700m 　　 　　

住宅 支所、店舗、農家住宅等
が見られる美星地区中心
の住宅地域

矢掛
美星町三山字塚原４２８６番３

住宅 店舗、公共施設等も見ら
れる山間の基幹住宅地域

井原
芳井町下鴫字川町２９８３番３

住宅 芳井支所近傍の旧来から
の住宅地域

井原
芳井町吉井字塚田４８８番１

住宅 農家が多く、小学校、幼
稚園も見られる住宅地域

早雲の里荏原
東江原町字宮田２５８７番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地の住宅地域

東総社
泉１３番５９

店舗兼住宅 国道沿いに倉庫、店舗等
が散在する路線商業地域

いずえ
下出部町２丁目２１番１６

店舗兼住宅 旧来からの小売店舗が連
たんする近隣商業地域

井原
芳井町吉井字佐原６４番

住宅 農家、一般住宅が多く近
隣店舗も見られる住宅地
域

井原
美星町黒忠字縄手ノ上２８８１番６外

住宅 一般住宅が建ち並ぶ中規
模の分譲住宅地域

総社
門田字中須加３４２番８８

住宅 一般住宅の中に店舗等も
混在する既成住宅地域

美袋
美袋字馬場４５２番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

東総社
福井字広峰１番６外

住宅 一般住宅が建ち並ぶ利便
性の良い既成住宅地域

東総社
総社２丁目字藪下５５４番５

「総社２－９－３３」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

総社 総社市 東　　      6m 水道
60,000 218  1.2:1   市道 １住居

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

総社 総社市 西　　    3.3m 水道 「調区」
13,100 696    1:1   市道

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     2.3km 　　 　　

総社 総社市 台形 北西　      5m 水道 「調区」
17,400 406    1:1.5 市道

　 (  60, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     2.2km 　　 　　

総社 総社市 南　　      4m 水道
43,500 247    1:1   市道 １住居

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

総社 総社市 不整形 　　　 水道
16,300 2063    1:1   １住居

記載無 下水 (  60, 200)
(県) 3-  1     1.8km 　　 　　

総社 総社市 北　　     16m 水道
64,200 661    1:1   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     600m 準防 　　

総社 総社市 北　　      9m 水道
55,300 155    1:1   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2 近接 　　 　　

総社 総社市 不整形 北　　     12m 水道
16,500 9583    2:1   私道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 西     1.5km 　　 　　

側道
高梁 高梁市 北　　      4m 水道 （都）

50,700 399    1:1.2 市道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ1     620m 　　 　　

高梁 高梁市 台形 西　　      3m 水道 （都）
29,800 190    1:1   市道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     800m 　　 　　

高梁 高梁市 南　　    5.5m 水道 「都計外」
13,000 206    1:2   県道

　
(県)  -  3 ＬＳ2     800m 　　 　　

高梁 高梁市 台形 南西　    3.6m 水道 「都計外」
2,760 556    1:1   市道

　
(県)  -  4 Ｗ2      15km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ古くからの分譲住宅地
域

清音
清音柿木字鐘鋳場６２９番１５

住宅 一般住宅と農家住宅の混
在する古くからの住宅地
域

足守
東阿曽字尾崎ノ前１０２０番２

住宅 農地の中に中規模農家住
宅が多い古くからの住宅
地域

豪渓
秦字才ノ木３４３６番３外

住宅 中規模一般住宅のほか農
地も介在する住宅地域

総社
中央６丁目１番１１５

工場 自動車関連の中規模工場
が建ち並ぶ工業地域

総社
真壁字上川田１５１１番１外

店舗 店舗、事務所等が建ち並
ぶ国道沿いの駅前商業地
域

東総社
総社２丁目字宮ノ後８２１番１１

「総社２－２０－１７」

店舗 店舗、事務所等が建ち並
ぶ路線商業地域

東総社
中央４丁目１番１０３

田 市街地近郊の住宅地域に
隣接する熟成度中位の地
域

総社
三輪字古川三８５５番１

住宅 山間に農家住宅等が散在
する県道背後の住宅地域

木野山
有漢町上有漢字片山８０２２番２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ地区
中心の住宅地域

備中川面
川面町字新屋１９２５番１

住宅 一般住宅の中に農家住宅
も見られる高台の住宅地
域

備中高梁
落合町近似字広畑３０６番２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ市街
地中心に隣接する既成住
宅地域

備中高梁
八幡町４番１外



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

高梁 高梁市 台形 東　　    4.5m 水道 「都計外」
3,860 594    1:1.2 市道

　
(県)  -  5 Ｗ2 北      12km 　　 　　

側道
高梁 高梁市 台形 北　　     10m 水道 「都計外」

1,940 550    1:2   市道
　

(県)  -  6 Ｗ1 東      30km 　　 　　
側道

高梁 高梁市 西　　      6m 水道 「都計外」
4,650 509    1:1   市道

　
(県)  -  7 Ｗ1      25km 　　 　　

高梁 高梁市 台形 東　　     10m 水道 「都計外」
3,370 267    1:1.2 県道

　
(県)  -  8 Ｗ2      33km 　　 　　

高梁 高梁市 台形 東　　      7m 水道 「都計外」
3,960 490    1:1.2 県道

　
(県)  -  9 Ｗ2      10km 　　 　　

高梁 高梁市 南　　      6m 水道 「都計外」
3,120 309    1:1.2 県道

　
(県)  - 10 Ｗ2      22km 　　 　　

高梁 高梁市 不整形 南西　      5m 水道 「都計外」
5,280 273  1.2:1   県道

　
(県)  - 11 Ｗ2      18km 　　 　　

高梁 高梁市 台形 西　　     23m 水道 （都）
48,600 505    2:1   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1       1km 準防 　　

背面道
高梁 高梁市 北　　    7.5m 水道 （都）

24,000 428    1:3.5 市道
　 (  70, 400)

(県) 5-  2 Ｗ2     8.3km 　　 　　

高梁 高梁市 南東　     12m 水道 （都）
55,900 545    1:1.2 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  3 Ｓ4     800m 　　 　　

新見 新見市 北西　      3m 水道 （都）
23,300 320    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     2.4km 　　 　　

新見 新見市 東　　    4.5m 水道 「都計外」
8,680 218  1.2:1   市道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2 南       1km 　　 　　

側道

住宅 一般住宅の外、店舗も混
在する地区中心の住宅地
域

備中高梁
成羽町坂本字タカ上１２８５番１

住宅 古い戸建住宅を中心に集
会所等が見られる県道背
後の既成住宅地域

備中高梁
備中町東油野字深ケ１２５０番２

住宅 農家住宅のほか診療所、
小店舗等が見られる高原
の住宅地域

備中高梁
備中町西油野字エノエヅミ１４２４番
１

住宅 地区の中心近くで農家住
宅等の散在する住宅地域

木野山
有漢町有漢字鳥井２５８１番１

店舗 低層の店舗、営業所等が
建ち並ぶ国道沿いの路線
商業地域

備中高梁
中間町３２番外

住宅 一般住宅、農家住宅等が
混在する旧来からの住宅
地域

備中高梁
川上町地頭字大土田１３３４番２外

住宅 農家住宅、一般住宅を中
心に店舗も混じる、中心
的農家集落地域

備中高梁
川上町仁賀字上り折井戸５５８番５

住宅 農家住宅の外、店舗等も
見られる県道沿いの住宅
地域

備中高梁
成羽町下日名字宮ノ前７１０番５

住宅 旧国道沿いに近隣店舗も
散見される既成住宅地域

矢神
哲西町矢田字末木２５７５番４外

住宅 戸建住宅等が見られる高
梁川東岸、国道直背後の
住宅地域

石蟹
正田字中川原２８番５

事務所兼倉庫 大型店舗、営業所等が多
い幹線街路沿いの路線商
業地域

備中高梁
横町１５４１番５

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ地区
中心部の既成商店街地域

備中高梁
成羽町下原字本丁９９９番



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

新見 新見市 東　　    5.5m 水道 「都計外」
6,300 283    1:2   市道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ2     1.7km 　　 　　

新見 新見市 東　　    6.8m 水道 （都）
21,700 201    1:1   市道 １住居

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

新見 新見市 台形 南西　    3.5m 水道 「都計外」
3,660 236  1.5:1   市道

　
(県)  -  5 Ｗ1      10km 　　 　　

新見 新見市 台形 東　　    4.8m 水道 「都計外」
11,000 322    1:2   市道

　 下水
(県)  -  6 Ｗ2     400m 　　 　　

新見 新見市 南東　    4.5m 水道 「都計外」
6,110 326    3:1   市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2     200m 　　 　　

新見 新見市 台形 南　　      6m 水道 「都計外」
2,220 321    2:1   県道

　 下水
(県)  -  8 Ｗ2      13km 　　 　　

新見 新見市 南　　      5m 水道 「都計外」
5,170 165    1:1.2 県道

　 下水
(県)  -  9 Ｗ2      11km 　　 　　

新見 新見市 台形 南西　      8m 水道 「都計外」
3,190 419  1.2:1   県道

　
(県)  - 10 Ｗ2       9km 　　 　　

新見 新見市 北西　      4m 水道 「都計外」
2,970 618    1:1   市道

　
(県)  - 11 Ｗ2     2.9km 　　 　　

新見 新見市 不整形 南西　     10m 水道 「都計外」
3,650 892  2.5:1   県道

　
(県)  - 12 Ｗ2     1.2km 　　 　　

新見 新見市 台形 南東　      7m 水道 「都計外」
7,150 447    1:2   市道

　
(県)  - 13 Ｗ2     650m 　　 　　

新見 新見市 北　　     19m 水道 （都）
51,300 271    2:1   国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＳＲＣ3 東     300m 準防 　　

側道

住宅 一般住宅を中心に店舗、
公共施設も混在する住宅
地域

刑部
大佐小阪部字五反田１４８９番６

住宅 旧来からの農家住宅が点
在する山間部の住宅地域

新郷
千屋実字ヲコシメン２２７０番３

住宅 中規模の一般住宅のほか
店舗等も見られる旧国道
沿いの住宅地域

新見
上市字寺ノ前６１４番

住宅 一般住宅のほか近隣店舗
等も散見される旧来から
の住宅地域

野馳
哲西町八鳥字平兵衛屋敷４７４番

住宅 高原の県道沿いに農家住
宅、店舗等が散在する住
宅地域

矢神
哲多町田淵字小迫６８番１

住宅 県道沿いに店舗等も混在
する旧来からの住宅地域

石蟹
哲多町矢戸字鍛治屋６８１番

住宅 山間の県道沿いに農家が
見られる住宅地域

刑部
大佐大井野字堀田奥１２２６番

住宅 一般住宅、農家住宅等の
散在する住宅地域

丹治部
大佐田治部字前２０１６番１外

事務所 店舗、事務所等に空閑地
も見られる国道沿いの路
線商業地域

新見
高尾２４８５番８

住宅 一般住宅中心に公共施設
等もみられる住宅地域

備中神代
神郷下神代字札場４０５９番外

住宅 神郷地区北端の山間に、
小学校等の公共施設と農
家が散在する集落地

新郷
神郷釜村字クサビタ原１１９５番

住宅 油野川沿いの谷筋に農家
住宅が散在する山間の集
落地

足立
神郷油野字上ケ市２２６４番外



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

備前 備前市 台形 東　　      4m 水道 （都）
11,800 453  1.2:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     2.4km 　　 　　

備前 備前市 台形 西　　    4.5m 水道 （都）
14,900 310    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     1.2km 　　 　　

備前 備前市 北　　    3.5m 水道 （都）
17,300 178  1.5:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     3.1km 　　 　　

備前 備前市 東　　      7m 水道 「都計外」
14,500 344  1.2:1   県道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ2     360m 　　 　　

備前 備前市 台形 南　　    9.5m 水道 「都計外」
2,750 444    1:1   県道

　 下水
(県)  -  5 Ｗ2      12km 　　 　　

備前 備前市 南　　    4.5m 水道 （都）
29,800 99    1:1   市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  -  6 Ｗ2     320m 　　 　　

備前 備前市 台形 南　　      6m 水道 （都）
23,600 362    1:1.5 市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  -  7 Ｗ2     500m 　　 　　

備前 備前市 北西　    6.5m 水道 （都）
29,300 292    1:4   市道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ2     300m 　　 　　

背面道
備前 備前市 台形 北　　    9.5m 水道 （都）

10,600 16795    1:1.5 国道 工業
　 下水 (  60, 200)

(県) 9-  1     1.4km 　　 　　

瀬戸内 瀬戸内市 北　　      4m 水道 「都計外」
21,900 115  1.2:1   市道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2      10km 　　 　　

瀬戸内 瀬戸内市 台形 北東　    3.5m 水道 「都計外」
8,570 431    1:2   市道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ1     6.4km 　　 　　

瀬戸内 瀬戸内市 南　　      4m 水道 「都計外」
42,800 191    1:1.2 市道 ガス

　 下水
(県)  -  3 ＬＳ2     600m 　　 　　

住宅 地区中心部の県道沿いに
一般住宅のほか店舗等も
混在する住宅地域

吉永
吉永町吉永中字甚平橋８４１番１外

住宅 山裾の傾斜地に形成され
た一般住宅地域

西片上
穂浪字神投３７９１番１２

住宅 一般住宅に農家住宅が混
在する住宅地域

香登
香登本字奥東９７７番

住宅 国道背後の農家住宅を主
として一般住宅も見られ
る住宅地域

伊里
伊里中字大浦２４０番１

店舗 小規模小売店舗が多く一
部住宅も混在する旧来か
らの商業地域

西片上
西片上字福原３１番

住宅 住宅が多く、店舗等も見
られる既成住宅地域

寒河
日生町寒河字稗田３９２０番１

住宅 地区中心部に近い駅北側
の既成住宅地域

日生
日生町寒河字中日生２５９４番１７

住宅 中規模の農家住宅が集ま
る住宅地域

吉永
吉永町都留岐字種次家ノ前２５１番外

住宅 中規模一般住宅が多い赤
穂線西側の分譲住宅地域

邑久
邑久町山田庄字川成２６３番１７外

住宅 牛窓北部の南向き緩傾斜
地に小学校、農家住宅等
が見られる集落地域

邑久
牛窓町長浜４３４９番３

住宅 県道即背後に中学校、一
般住宅等が見られる中心
部に近い既成住宅地域

邑久
牛窓町牛窓６４３１番２

工場 耐火レンガ、炉材等の中
小工場が建ち並ぶ工業地
域

西片上
東片上字沖浦２５５４番６



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

瀬戸内 瀬戸内市 南西　      6m 水道 「都計外」
14,900 495    1:1   県道

　
(県)  -  4 Ｗ2      15km 　　 　　

瀬戸内 瀬戸内市 北　　      7m 水道 「都計外」
25,500 508    1:2   県道

　
(県)  -  5 Ｗ2     2.5km 　　 　　

瀬戸内 瀬戸内市 北西　      6m 水道 「都計外」
25,200 274  1.2:1   道路

　
(県)  -  6 ＬＳ2     2.2km 　　 　　

瀬戸内 瀬戸内市 台形 北西　      4m 水道 「都計外」
11,200 396    1:1   市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2     5.3km 　　 　　

瀬戸内 瀬戸内市 北西　      9m 水道 「都計外」
36,100 717    1:2.5 県道

　 下水
(県) 5-  1 ＲＣ2 南西     100m 　　 　　

側道
瀬戸内 瀬戸内市 南　　      9m 水道 「都計外」

17,900 4095    2:1   市道
　

(県) 9-  1 Ｓ2 東     1.9km 　　 　　
側道

赤磐 赤磐市 北西　      4m 水道
37,300 147    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     3.6km 　　 　　

赤磐 赤磐市 東　　      6m 水道
21,700 245    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 ＬＳ2     5.3km 　　 　　

赤磐 赤磐市 南　　      9m 水道 「都計外」
8,950 632    2:1   県道

　
(県)  -  3 Ｗ2 東     9.8km 　　 　　

側道
赤磐 赤磐市 台形 東　　      5m 水道 「都計外」

7,950 658  1.5:1   市道
　

(県)  -  4 Ｗ2      11km 　　 　　

赤磐 赤磐市 東　　    8.5m 水道 「都計外」
9,000 718    1:1   県道

　
(県)  -  5 Ｗ2 北      12km 　　 　　

側道
赤磐 赤磐市 台形 南東　      4m 水道 「都計外」

6,360 505    1:1   市道
　 下水

(県)  -  6 Ｗ1     4.6km 　　 　　

住宅 農家住宅が見られる南向
緩傾斜地の既成住宅地域

長船
長船町飯井字山崎１６４２番２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ平坦な住宅地域

長船
長船町福里字大町１３７番２５外

住宅 一般住宅のほか店舗、医
院等も見られる県道沿い
の住宅地域

邑久
邑久町本庄字一ノ坪２１２２番１０

住宅 住宅に店舗、小工場等が
混在する既成住宅地域

邑久
邑久町虫明字馬場４４８６番

住宅 中規模一般住宅が整然と
建ち並ぶ閑静な住宅地域

瀬戸
山陽２丁目３番１０

住宅 一般住宅の建ち並ぶ各公
共施設に近い住宅地域

瀬戸
下市字庄徳３０９番３７

倉庫兼事務所 製本関係の工場、倉庫等
が建ち並ぶ工業団地

長船
長船町服部３２１番７外

店舗兼事務所 小売店舗等が建ち並ぶ駅
前の近隣商業地域

長船
長船町土師字細工原１１３番１外

住宅 農家住宅が見られる県道
背後の住宅地域

熊山
殿谷４４６番

住宅 農家住宅、一般住宅等が
散在する県道沿いの住宅
地域

瀬戸
多賀字大向９６番１外

住宅 小学校、農家住宅等の見
られる住宅地域

瀬戸
今井字加茂二１７４６番１外

住宅 県道沿いに農家住宅等が
建ち並ぶ住宅地域

瀬戸
由津里字笹井１９２２番１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

赤磐 赤磐市 東　　      3m 水道 「都計外」
12,200 465    1:1.5 市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2       1km 　　 　　

赤磐 赤磐市 不整形 南東　     16m 水道 「都計外」
5,970 779  1.5:1   国道

　 下水
(県)  -  8 Ｗ2 南西     200m 　　 　　

側道
赤磐 赤磐市 西　　      4m 水道 「都計外」

11,600 215    1:1   市道
　 下水

(県)  -  9 Ｗ2     700m 　　 　　

赤磐 赤磐市 台形 南東　   11.4m 水道 「都計外」
20,100 358    1:1   県道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ2     1.7km 　　 　　

赤磐 赤磐市 南東　     12m 水道 「都計外」
24,900 657    1:2.5 国道

　 下水
(県) 5-  2 Ｓ1     190m 　　 　　

背面道
赤磐 赤磐市 北西　   16.6m 水道

59,300 589    1:1   県道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  3 ＬＳ2     3.4km 　　 　　

赤磐 赤磐市 台形 西　　      8m 水道 「都計外」
14,600 22097  1.5:1   市道

　 下水
(県) 9-  1 Ｓ3 北     1.3km 　　 　　

側道
真庭 真庭市 南　　      5m 水道 「都計外」

8,100 369    1:2   市道
　

(県)  -  1 Ｗ1      18km 　　 　　

真庭 真庭市 台形 西　　      3m 水道 「都計外」
6,810 540  1.5:1   市道

　
(県)  -  2 Ｗ2     600m 　　 　　

真庭 真庭市 台形 西　　      8m 水道 （都）
11,500 418    2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     2.2km 　　 　　

真庭 真庭市 南　　      4m 水道 （都）
14,700 166  1.2:1   私道 １低専

未舗装 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     3.1km 　　 　　

真庭 真庭市 台形 北東　      6m 水道 （都）
6,900 492    1:1.2 市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     8.6km 　　 　　

店舗兼住宅 小売店舗等が見られる県
道沿いの商業地域

熊山
松木５１７番１１

住宅 一般住宅を主とした旧来
からの住宅地域

山方口バス停
周匝字番念寺１１１１番１

住宅 国道沿いに旧来の農家住
宅が建ち並ぶ住宅地域

仁堀局前バス停
仁堀東字佃脇２３１番２外

住宅 農家住宅が多い地区中心
に近い住宅地域

熊山
河田原３１１番

住宅 幹線街路の背後で一般住
宅が多い閑静な住宅地域

美作落合
下中津井字町４３４番

工場兼研究所 中小工場に物流センター
も見られる工業団地

熊山
小瀬木５０番１外

店舗兼住宅 県道沿いに店舗、事務所
等が建ち並ぶ路線商業地
域

瀬戸
沼田字才崎８２６番１６外

店舗 小売店舗、ガソリンスタ
ンド、金融機関等の建ち
並ぶ路線商業地域

吉井中学校前バス停
周匝字下十六６８８番１

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ旧
来からの住宅地域

美作落合
栗原字大道端７３９番１

住宅 一般住宅が建ち並び、店
舗、学校等の配置が良好
な住宅地域

美作落合
下方字仲田６７１番５

住宅 農家住宅、一般住宅等が
散在する国道背後の住宅
地域

中国勝山
横部字古屋敷２２６番

住宅 県道背後の農家住宅の中
に農地等も散在する住宅
地域

月田
月田字屋敷７３４１番



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

真庭 真庭市 東　　    4.5m 水道 「都計外」
10,900 202    1:1   市道

　
(県)  -  6 Ｗ2     150m 　　 　　

真庭 真庭市 北東　    5.5m 水道 「都計外」
2,840 404  1.2:1   県道

　
(県)  -  7 Ｗ2     200m 　　 　　

真庭 真庭市 台形 南　　      4m 水道 （都）
31,400 150    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     600m 　　 　　

真庭 真庭市 台形 南　　      4m 水道 （都）
11,400 423  1.5:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2       4km 　　 　　

真庭 真庭市 南　　      6m 水道 「都計外」
5,740 276    1:2   市道

　 下水
(県)  - 10 Ｗ2     150m 　　 　　

真庭 真庭市 不整形 南東　      8m 水道 「都計外」
1,920 729  1.2:1   県道

　
(県)  - 11 Ｗ2      50m 　　 　　

背面道
真庭 真庭市 南　　     12m 水道 「都計外」

3,940 750  1.5:1   県道
　 下水

(県)  - 12 Ｗ2      60m 　　 　　

真庭 真庭市 南東　      5m 水道 「都計外」
6,250 311    3:1   市道

　 下水
(県)  - 13 Ｗ2 北東     200m 　　 　　

側道
真庭 真庭市 不整形 東　　      5m 水道 「都計外」

2,580 483    1:1   市道
　 下水

(県)  - 14 Ｗ1      50m 　　 　　

真庭 真庭市 台形 南　　      7m 水道 「都計外」
16,500 263    1:1.5 市道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ2      16km 　　 　　

真庭 真庭市 台形 北西　     13m 水道 （都）
28,000 801    1:1.2 国道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ2     240m 　　 　　

真庭 真庭市 台形 西　　     11m 水道 （都）
21,500 1516    1:1.5 国道

　 (  60, 200)
(県) 5-  3 Ｓ1       1km 　　 　　

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅等が見られる田園地帯
に隣接する住宅地域

久世
目木字小童谷１６８５番２

住宅 中心市街地及び公共施設
に近接する一般住宅の多
い住宅地域

久世
鍋屋字八幡西６９番３

住宅 農家住宅、公共施設等が
見られる県道沿いの住宅
地域

立石バス停
粟谷字荒神ノ前１０３番外

住宅 県道背後に農家住宅等が
見られる湯原中学校近く
の住宅地域

湯原中学校前バス停
久見字河原田９０番１４

住宅 農家住宅に一般住宅等も
見られる住宅地域

飯守バス停
蒜山上長田字神納５２８番３

住宅 農家住宅等が散在する県
道沿いの住宅地域

粟住バス停
蒜山東茅部字立切庵ノ上１０８９番１

住宅 県道沿いの山間集落で農
地等も混在する農家住宅
地域

正盛バス停
黒田字才ノ前６６番２

住宅 農家住宅のほかに店舗も
混じる公共施設に近い旧
街道沿いの住宅地域

美甘小学校前バス停
美甘字上町４０１３番

店舗兼工場 自動車関連の店舗、事業
所等が混在する路線商業
地域

古見
開田字脇田４８１番１外

店舗兼事務所 国道沿いに店舗、営業事
務所等の混在する商業地
域

中国勝山
勝山字蔵ノ脇８１２番６外

店舗兼住宅 旧来からの小売店舗の集
中する地区中心の商業地
域

美作落合
下呰部字諸口２７０番１０外

住宅 国道背後の農地等も混在
する農村住宅地域

吉田バス停
蒜山吉田字火出ケ峪１６５番１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

真庭 真庭市 西　　     12m 水道 （都）
33,800 182    1:2   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｗ2     470m 　　 　　

真庭 真庭市 南　　      9m 水道 「都計外」
12,200 1064  1.2:1   国道

　 下水
(県) 5-  5 Ｓ2     100m 　　 　　

美作 美作市 南　　      4m 水道 （都）
5,980 616    1:1   市道

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

美作 美作市 北　　    3.5m 水道 （都）
13,300 294  1.5:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     2.5km 　　 　　

美作 美作市 東　　      7m 水道 「都計外」
3,820 337    1:1   県道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ1       8km 　　 　　

美作 美作市 不整形 南西　      6m 水道 「都計外」
2,980 583    3:1   市道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ2      12km 　　 　　

美作 美作市 南　　      4m 水道 「都計外」
7,430 290    1:1   市道

　 下水
(県)  -  5 Ｗ2     550m 　　 　　

美作 美作市 ほぼ台形 南東　     11m 水道 「都計外」
3,930 818  1.5:1   国道

　 下水
(県)  -  6 Ｗ2     8.8km 　　 　　

美作 美作市 西　　      4m 水道 「都計外」
8,250 441    1:2.5 市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2     450m 　　 　　

美作 美作市 西　　    3.5m 水道 「都計外」
3,950 273    1:1.5 市道

　 下水
(県)  -  8 Ｗ1 南     6.2km 　　 　　

側道
美作 美作市 南東　     11m 水道 「都計外」

3,370 385  2.5:1   国道
　 下水

(県)  -  9 Ｗ2     3.1km 　　 　　

美作 美作市 南東　      5m 水道 「都計外」
1,980 544    1:2   市道

　 下水
(県)  - 10 Ｗ2     6.2km 　　 　　

住宅 一般住宅、農家住宅の混
在する住宅地域

林野
北山字宮ノ前１６６番２

住宅 農家住宅、農地等の見ら
れる国道背後の住宅地域

楢原
平福字屋敷上２５８番１

店舗 店舗、沿道サービス施
設、一般住宅等が混在す
る路線商業地域

中福田バス停
蒜山中福田字馬田２２０番３

店舗 小売店舗等が多い幹線道
路背後の既成商業地域

久世
久世字下町２８４８番７

住宅 粟井地区中心に位置する
国道沿いの農家住宅地域

美作江見
小野字新免前２３３１番４外

住宅 県道沿いを中心とする旧
来からの集落の背後の住
宅地域

美作土居
土居字ウラ町２７２番

住宅 県道背後に農家住宅が散
在する農村住宅地域

楢原
久賀字細通リ３３３番

住宅 県道沿いに一般住宅、農
家住宅の混在する住宅地
域

林野
下山字大平下７１番１

住宅 国道背後に農家住宅が散
在する住宅地域

大原
東青野字屋敷４６９番

住宅 国道沿いに店舗兼住宅も
点在し中規模一般住宅が
多い住宅地域

大原
東吉田字フカ田４２番１

住宅 県道背後に店舗、一般住
宅等が散在する住宅地域

宮本武蔵
壬生字福原１３３番２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ旧来
からの既成住宅地域

大原
古町字与左エ門田１３６９番４



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

美作 美作市 不整形 北西　     16m 水道 （都）
38,500 1813  1.2:1   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＳＲＣ2     1.5km 　　 　　

背面道
美作 美作市 不整形 東　　    9.5m 水道 「都計外」

10,200 951  1.2:1   県道
　 下水

(県) 5-  2 Ｗ2     8.5km 　　 　　

美作 美作市 台形 西　　      9m 水道 「都計外」
14,500 444    1:2   国道

　 下水
(県) 5-  3 Ｓ2     700m 　　 　　

美作 美作市 台形 南東　     12m 水道 「都計外」
11,600 287  1.5:1   国道

　 下水
(県) 5-  4 Ｂ2      11km 　　 　　

美作 美作市 北西　    6.5m 水道 「都計外」
16,400 176    1:2   市道

　 下水
(県) 5-  5 ＬＳ2     800m 　　 　　

美作 美作市 不整形 南　　      9m 水道 （都）
7,950 20504    2:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     3.4km 　　 　　

背面道
浅口 浅口市 南西　      4m 水道 （都）

33,800 193    1:1.2 私道 １住居
　 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     430m 　　 　　

浅口 浅口市 台形 南東　   10.5m 水道 （都）
34,000 432  1.2:1   市道

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

浅口 浅口市 台形 北東　    2.3m 水道 「都計外」
7,860 616    1:1   市道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ2     4.5km 　　 　　

浅口 浅口市 南東　    6.5m 水道 「都計外」
24,700 339    1:4   市道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ2     6.2km 　　 　　

浅口 浅口市 台形 南　　     18m 水道 （都）
56,200 440    1:1.5 県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     320m 　　 　　

浅口 浅口市 不整形 北東　      9m 水道 （都）
45,500 179  1.2:1   県道

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2      60m 　　 　　

店舗、住宅兼
車庫

国道沿いに店舗等散在す
る路線商業地域

林野
福本字屋敷５５０番３

店舗兼住宅 国道沿いに店舗、事業所
等が立地する路線商業地
域

大原
古町字川屋田１７８３番６

医院兼住宅 店舗、事務所、医院、郵
便局、住宅等が散在する
県道沿いの商業地域

楢原
眞加部字竹ノ下５４番１

銀行 銀行、店舗等のほぼ連た
んする路線商業地域

林野
入田字浜２０５番６外

住宅 区画整理地区に近接し、
一般住宅、農家住宅が混
在する旧来の住宅地域

鴨方
鴨方町六条院中字森山３４２２番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ地区中心部に近い住宅
地域

金光
金光町大谷５７番１２

工場 美作ＩＣに近接する中小
工場の立地する内陸型工
業地域

林野
中尾６００番６外

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ地
区の中心商業地域

美作江見
江見字花焼田４４８番４

店舗兼倉庫 店舗等が建ち並ぶ古くか
らの駅前商業地域

鴨方
鴨方町六条院中字町通り３２３５番３

店舗 低層の店舗と一般住宅等
が混在する駅に近い路線
商業地域

金光
金光町占見新田５２８番

住宅 地区の中心近くで一般住
宅が多い住宅地域

鴨方
寄島町字東新開７５７６番２

住宅 緩傾斜地勢に農家住宅等
が散在する古くからの農
村住宅地域

鴨方
寄島町字金光房１４９６３番



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

和気 和気郡和気町 南　　      6m 水道 「都計外」
6,790 844    1:1.5 町道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2     170m 　　 　　

和気 和気郡和気町 台形 南　　      6m 水道 「都計外」
4,230 625    1:1.2 町道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2 近接 　　 　　

和気 和気郡和気町 南　　      5m 水道 （都）
10,800 375  1.2:1   町道

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  3 Ｗ1 東     2.5km 　　 　　

側道
和気 和気郡和気町 南東　      5m 水道 （都）

14,000 538    1:1.5 町道
　 下水 (  60, 100)

(県)  -  4 Ｗ1       3km 　　 　　

和気 和気郡和気町 東　　    8.7m 水道 （都）
20,200 229    1:3   町道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     1.1km 　　 　　

早島 都窪郡早島町 台形 南東　    6.5m 水道
45,700 264    1:1.2 町道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     2.4km 　　 　　

早島 都窪郡早島町 北西　     32m 水道
73,200 864    1:2.5 国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     1.4km 　　 　　

里庄 浅口郡里庄町 西　　      6m 水道 （都）
27,600 215    1:1.5 町道

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

里庄 浅口郡里庄町 北　　    2.2m 水道 （都）
16,500 451  1.5:1   町道

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

里庄 浅口郡里庄町 台形 北西　     15m 水道 （都）
36,700 2622    1:1   国道

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2 北東     1.6km 　　 　　

側道
矢掛 小田郡矢掛町 南　　    4.5m 水道 （都）

8,500 528    1:2   町道
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     2.7km 　　 　　

矢掛 小田郡矢掛町 北東　      6m 水道 （都）
15,100 468    1:1.2 町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     2.5km 　　 　　

住宅 国道背後で工場も見られ
る一般住宅の多い住宅地
域

和気
大中山字福尾２８７番１

住宅 農家住宅が多く、小学校
に近い住宅地域

和気
藤野字寺之前２２９番１外

住宅 農村住宅が多い旧来から
の既成住宅地域

塩田コミュニティハ
ウスバス停塩田字片山３９８番１

住宅 農家住宅が多く、事業所
等も見られる集落地域

宇生コミュニティハ
ウスバス停宇生字岩鼻６０５番２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

里庄
大字新庄字堂迫３１９５番１４

店舗 国道沿いに店舗、事務
所、ガソリンスタンド等
が多い路線商業地域

早島
早島字三反地３４５７番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵
の中規模分譲住宅地域

早島
早島字中山４２２７番９９

店舗兼住宅 小売店舗、住宅等が混在
する既成商業地域

和気
和気字中６５２番

住宅 農家住宅が多く、事業所
等も見られる国道背後の
住宅地域

矢掛
西川面字瓜尻１８７番４

住宅 一般住宅も混在する県道
背後の農家集落地域

矢掛
里山田字今井１９６６番３

店舗、事務所
兼工場

国道沿いに店舗、営業
所、工場等が混在する路
線商業地域

里庄
大字里見字下原２８００番８外

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

鴨方
大字里見字天神前６２９５番



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

矢掛 小田郡矢掛町 南東　     10m 水道 （都）
25,700 405    1:2   国道 近商

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

新庄 真庭郡新庄村 台形 東　　      4m 水道 「都計外」
2,770 475  1.2:1   村道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2     300m 　　 　　

新庄 真庭郡新庄村 西　　      6m 水道 「都計外」
5,620 293    1:4.5 村道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2     300m 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 南　　    5.8m 水道 （都）
11,700 548  1.5:1   町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     6.5km 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 北　　      4m 水道 （都）
4,520 812  1.5:1   町道

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     6.2km 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 東　　    3.3m 水道 「都計外」
1,990 649    1:1.5 町道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ2      19km 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 不整形 南　　     15m 水道 「都計外」
2,550 862  2.5:1   国道

　
(県)  -  4 Ｗ1      31km 　　 　　

背面道
鏡野 苫田郡鏡野町 南　　      5m 水道 「都計外」

4,510 594    1:1.5 町道
　 下水

(県)  -  5 Ｗ1      29km 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 北東　      4m 水道 「都計外」
6,600 367    1:1.5 町道

　 下水
(県)  -  6 Ｗ1      23km 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 台形 北　　      6m 水道 「都計外」
2,440 246  1.2:1   県道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ1      21km 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 不整形 東　　      8m 水道 （都）
17,700 840    1:2   町道

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｗ1     3.6km 　　 　　

鏡野 苫田郡鏡野町 南東　      6m 水道 「都計外」
15,200 366    1:2   町道

　 下水
(県) 5-  2 Ｗ2      22km 　　 　　

背面道

住宅 平坦農地の中に農家等が
散在する古くからの集落
地域

院庄
円宗寺字しる道１２６１番３

住宅 村の中心地で一般住宅の
ほか店舗併用住宅も混在
する住宅地域

新庄村役場前バス停
字屋敷１１０３番１

住宅 周辺に農地等も混在する
農家住宅地域

梨瀬バス停
字梨子瀬屋敷５４３２番１外

店舗兼住宅 スーパー、店舗、医院等
が混在する路線商業地域

小田
小田字山志根５５２６番３

住宅 上齋原地区中心部背後の
既成住宅地域

院庄
上齋原字屋敷４９２番

住宅兼車庫 国道沿いに住宅等が散在
する住宅地域

院庄
上齋原字蜷淵１１８２番１７２

住宅 富地区中心部に隣接し、
農家と公共施設等が混在
する住宅地域

久世
富西谷字大久保田２０３番５

住宅 平坦農地の中に農家が散
在する県道背後の古くか
らの集落地域

院庄
河本字三反田４３２番

店舗 旅館、店舗、住宅等が混
在する商業地域

院庄
奥津川西字サジチ２４４番１

店舗兼物置 店舗、事務所等が混在
し、閉鎖店舗も見られる
路線商業地域

院庄
古川字沼９９９番１３外

住宅 農家住宅に店舗等も見ら
れる山間の住宅地域

院庄
羽出字宮河原水落シ６８０番６

住宅 温泉街背後に位置するや
や高台の住宅地域

院庄
奥津字道辻２１４番８



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

勝央 勝田郡勝央町 台形 南　　      4m 水道 「都計外」
8,200 394    2:1   町道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2     250m 　　 　　

勝央 勝田郡勝央町 北　　     12m 水道 （都）
34,000 1121    1:1.5 国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1 東     220m 　　 　　

側道
奈義 勝田郡奈義町 台形 北東　    7.5m 水道 「都計外」

6,960 969    1:1.2 町道
　 下水

(県)  -  1 Ｗ2     350m 　　 　　

奈義 勝田郡奈義町 東　　     11m 水道 「都計外」
5,810 1248    1:1.2 県道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2 北     100m 　　 　　

側道
奈義 勝田郡奈義町 北　　     17m 水道 「都計外」

16,900 197    1:1   国道
　 下水

(県) 5-  1 Ｓ3     150m 　　 　　
背面道

西粟倉 英田郡西粟倉村 南西　      6m 水道 「都計外」
2,880 677  1.2:1   村道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ1     1.7km 　　 　　

西粟倉 英田郡西粟倉村 西　　      6m 水道 「都計外」
4,920 503  1.5:1   村道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2     1.1km 　　 　　

久米南 久米郡久米南町 西　　      6m 水道 「都計外」
5,230 670    1:2.5 県道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2     900m 　　 　　

久米南 久米郡久米南町 南東　      6m 水道 「都計外」
9,560 574  1.2:1   町道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2     400m 　　 　　

久米南 久米郡久米南町 台形 北西　     13m 水道 「都計外」
20,500 619  1.5:1   国道

　 下水
(県) 5-  1 ＲＣ2     600m 　　 　　

三方路
美咲 久米郡美咲町 南　　      5m 水道 「都計外」

4,780 966    1:1.2 町道
　 下水

(県)  -  1 Ｗ2     2.2km 　　 　　

美咲 久米郡美咲町 台形 東　　    4.5m 水道 「都計外」
12,000 187    1:2   町道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2 北     1.3km 　　 　　

側道

住宅 農家住宅が見られる県道
沿いの農村住宅地域

金面バス停
柿字金面源内分２６４番

住宅 地区中心背後の農家住宅
が多い利便性に富む農村
住宅地域

滝本局前バス停
滝本字野１７１２番

店舗 銀行、郵便局、スー
パー、店舗等が立地する
国道沿いの路線商業地域

勝間田
岡字金政２３番１

住宅 農家住宅を中心とする県
道背後の集落地域

植月西バス停
植月中字原２３９０番１１

住宅 誕生寺の近くに形成され
た一般住宅、農家住宅の
混在する住宅地域

誕生寺
里方字川端１００２番

住宅 村の中心街に近く農家住
宅等が散在する住宅地域

西粟倉
大字長尾字上茶畑１６３７番

住宅 国道の北側背後に形成さ
れた小規模な農村住宅地
域

西粟倉
大字筏津字屋敷３３番１外

店舗兼住宅 国道沿いに店舗等が建ち
並ぶ町中心の路線商業地
域

ナギテラスバス停
豊沢字ノ道上２９２番１７

住宅 国道背後、山裾に開発さ
れた分譲住宅地域

亀甲
原田字宮ノ谷３３４２番３

住宅 農家住宅に一般住宅も介
在する農家集落地域

佐良山
錦織字桜田２１７１番２

店舗 公共施設、店舗等が建ち
並ぶ国道沿いの商業地域

弓削
下弓削字小性町５１９番１

住宅 一般住宅が多く、近接し
て小学校、町の分譲地も
見られる住宅地域

神目
上神目字堀の角６０６番１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

美咲 久米郡美咲町 南東　     11m 水道 「都計外」
3,720 294  1.5:1   国道

　
(県)  -  3 Ｗ2     200m 　　 　　

美咲 久米郡美咲町 南東　     12m 水道 「都計外」
2,170 418    1:1.5 県道

　
(県)  -  4 Ｗ3     350m 　　 　　

美咲 久米郡美咲町 南　　    4.5m 水道 「都計外」
3,490 463    2:1   町道

　 下水
(県)  -  5 Ｗ1     350m 　　 　　

美咲 久米郡美咲町 台形 東　　      5m 水道 「都計外」
9,760 413    1:1.2 町道

　 下水
(県)  -  6 Ｗ2 北      80m 　　 　　

側道
美咲 久米郡美咲町 台形 南東　      3m 水道 「都計外」

3,800 287  1.2:1   町道
　 下水

(県)  -  7 Ｗ2     500m 　　 　　

美咲 久米郡美咲町 台形 北東　    5.5m 水道 「都計外」
18,000 690    1:1.5 県道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ2 南東      50m 　　 　　

側道
吉備中央 加賀郡吉備中央町 台形 北西　    6.5m 水道 「都計外」

3,830 426    1:1   町道
　 下水

(県)  -  1 Ｗ2     170m 　　 　　

吉備中央 加賀郡吉備中央町 台形 北西　      8m 水道 「都計外」
2,580 885    1:1   県道

　
(県)  -  2 ＬＳ2 北東 近接 　　 　　

側道
吉備中央 加賀郡吉備中央町 台形 南　　      5m 水道 「都計外」

4,550 519    1:2   町道
　

(県)  -  3 Ｗ2      80m 　　 　　

吉備中央 加賀郡吉備中央町 台形 北　　      4m 水道 「都計外」
4,550 692  1.2:1   町道

　
(県)  -  4 Ｗ2     450m 　　 　　

吉備中央 加賀郡吉備中央町 北　　    7.5m 水道 「都計外」
14,100 1006  1.5:1   町道

　
(県) 5-  1 Ｓ2 東      70m 　　 　　

側道

住宅 中規模住宅に空地も見ら
れる地区中心の住宅地域

久木橋バス停
久木字土居２４２番１６外

住宅 丘陵部に一般住宅、農家
住宅からなる既成集落地
域

飯岡農協前バス停
飯岡字九郎右衛門下タ１１０８番１

住宅 中規模一般住宅や農家住
宅が散在する山際の農地
の多い住宅地域

江与味バス停
江与味字蔵屋しき１２３４番１外

住宅 国道沿いに中規模一般住
宅、農家住宅が混在する
住宅地域

通谷下バス停
西川字馬谷３９４番

住宅 山間の県道沿いに農家住
宅等が見られる集落地域

いきいきプラザバス
停豊岡下字家ノ東８８番５外

住宅 小学校近くに農家、一般
住宅等が散在する住宅地
域

上加茂バス停
上加茂字新田２６２５番

店舗兼住宅 小売店舗、営業所等が連
たんする旧来からの町中
心商業地域

亀甲
原田字弐反田１７３１番１

住宅 一般住宅を主体とした旧
来からの既成集落地域

勝久橋バス停
周佐字安東７７３番７外

店舗 町道沿いに店舗、事務所
が建ち並ぶ町役場近くの
商業地域

賀陽郵便局前バス停
竹荘字サキノス４９６番１外

住宅 幹線道路背後で農家住
宅、公共施設等が散在す
る住宅地域

大和郵便局前バス停
西字壱町地３４７番１

住宅 公共施設に近く一般住宅
に店舗等も混在する住宅
地域

宮地原バス停
上竹字宮地２０６８番１外


