
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基  準  地  の  標  準  価  格  一  覧  
 

平成２９年度埼玉県地価調査  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼玉県企画財政部土地水政策課  
 
 
 
 



1 越 谷 市 ・・・・ 21 比企郡

西 区 ・・・・ 1 蕨 市 ・・・・ 22 滑 川 町 ・・・・ 31

北 区 ・・・・ 1 戸 田 市 ・・・・ 22 嵐 山 町 ・・・・ 32

大 宮 区 ・・・・ 2 入 間 市 ・・・・ 23 小 川 町 ・・・・ 32

見 沼 区 ・・・・ 2 朝 霞 市 ・・・・ 24 川 島 町 ・・・・ 32

中 央 区 ・・・・ 3 志 木 市 ・・・・ 24 吉 見 町 ・・・・ 32

桜 区 ・・・・ 3 和 光 市 ・・・・ 24 鳩 山 町 ・・・・ 32

浦 和 区 ・・・・ 4 新 座 市 ・・・・ 25 ときがわ町 ・・・・ 33

南 区 ・・・・ 4 桶 川 市 ・・・・ 25 秩父郡

緑 区 ・・・・ 5 久 喜 市 ・・・・ 25 横 瀬 町 ・・・・ 33

岩 槻 区 ・・・・ 5 北 本 市 ・・・・ 26 皆 野 町 ・・・・ 33

・・・・ 6 八 潮 市 ・・・・ 27 長  町 ・・・・ 33

・・・・ 7 富 士 見 市 ・・・・ 27 小 鹿 野 町 ・・・・ 33

・・・・ 9 三 郷 市 ・・・・ 28 東 秩 父 村 ・・・・ 33

・・・・ 11 蓮 田 市 ・・・・ 28 児玉郡

・・・・ 11 坂 戸 市 ・・・・ 29 美 里 町 ・・・・ 34

・・・・ 12 幸 手 市 ・・・・ 29 神 川 町 ・・・・ 34

・・・・ 13 鶴 ヶ 島 市 ・・・・ 29 上 里 町 ・・・・ 34

・・・・ 14 日 高 市 ・・・・ 30 大里郡

・・・・ 14 吉 川 市 ・・・・ 30 寄 居 町 ・・・・ 34

・・・・ 15 ふじみ野市 ・・・・ 30 南埼玉郡

・・・・ 16 白 岡 市 ・・・・ 31 宮 代 町 ・・・・ 35

・・・・ 17 北足立郡 北 飾郡

・・・・ 17 伊 奈 町 ・・・・ 31 杉 戸 町 ・・・・ 35

・・・・ 17 入間郡 松 伏 町 ・・・・ 35

・・・・ 18 三 芳 町 ・・・・ 31

・・・・ 19 毛 呂 山 町 ・・・・ 31

・・・・ 20 越 生 町 ・・・・ 31

行 田 市

本 庄 市

秩 父 市

　市区町村索引　(宅地）

深 谷 市

春 日 部 市

狭 山 市

鴻 巣 市

羽 生 市

草 加 市

さいたま市

川 口 市

川 越 市

熊 谷 市

上 尾 市

加 須 市

所 沢 市

東 松 山 市

飯 能 市



Ⅰ　宅地

さいたま西 さいたま市西区 108,000 203 北西　      4m 水道

大字佐知川字原２２８番５６  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 準防

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

さいたま市西区 98,000 165 北東　      5m 水道

大字佐知川字前１３７４番６    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  -  2 Ｗ1 　　　 下水     2.3km   (  50, 100)

さいたま市西区 104,000 158 南東　      4m 水道
大字内野本郷字谷中６９６番１０６    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

さいたま市西区 114,000 100 北東　      4m 水道

大字指扇字赤羽根２５１１番６    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

さいたま市西区 113,000 220 南　　      4m 水道

三橋６丁目１２４７番６    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

さいたま市西区 114,000 110 西　　      6m 水道

＊ 大字土屋字上谷４３６番７１  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  50, 100)

さいたま市西区 118,000 198 東　　    4.5m 水道

宮前町６６５番４０    1:1.2 市道　　　 ガス 準工

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

さいたま市西区 41,900 1,799 北　　      4m 水道 「調区」

大字中釘字前原１７０７番    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　     2.7km   (  60, 200)

さいたま市西区 166,000 164 南　　      6m 水道

大字清河寺字丸山３６５番５１外    1:1.5 区画街路　 ガス ２中専 準防

(県)  -  9 （大宮西部特定土地区画整理事業９７街区２－５画地） Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

さいたま市西区 175,000 342 不整形 南東　     11m 水道

大字宝来字下横手１７２２番３外    1:2   県道　　　 ガス ２住居

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　背面道 下水      70m   (  60, 200)

さいたま市西区 157,000 2,521 南　　     31m 水道

大字指扇字大３７５３番外    2:1   国道　　　 ガス 準住居 準防

(県) 5-  2 （大宮西部特定土地区画整理事業７４－１外） Ｓ2 　　　三方路 下水     380m   (  60, 200)

さいたま北 さいたま市北区 192,000 159 北　　      6m 水道

土呂町２丁目４０番１２外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  50, 100)

さいたま市北区 243,000 209 西　　      6m 水道

＊ 土呂町１丁目３９番１０    1:2   市道　　　 ガス ２中専

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

さいたま市北区 140,000 180 南東　      6m 水道

吉野町１丁目３６２番１０    1:1.2 市道　　　 １住居

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

さいたま市北区 160,000 142 東　　      6m 水道

宮原町２丁目１０１番８    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 ＬＳ3 　　　 下水     350m   (  60, 200)

さいたま市北区 113,000 158 北　　    4.6m 水道

奈良町７９番２５    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

さいたま市北区 184,000 187 西　　      4m 水道

奈良町１番１０外    1:1.2 市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

さいたま市北区 155,000 209 東　　      4m 水道

日進町１丁目８００番５１    1:1   市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

さいたま市北区 185,000 147 西　　    5.4m 水道

 引町２丁目５５番１    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

さいたま市北区 161,000 179 南西　      4m 水道

本郷町１３０３番２外    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  9 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  50, 100)

さいたま市北区 178,000 165 北東　      6m 水道

東大成町２丁目５１７番２    1:2   市道　　　 ガス 準工

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

さいたま市北区 207,000 107 西　　      8m 水道

日進町２丁目７８９番３    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     130m   (  80, 200)

さいたま市北区 170,000 316 北東　   20.2m 水道

宮原町４丁目１６番２５    1:1.5 国道　　　 準住居

(県) 5-  2 Ｓ3 　　　 下水     630m   (  60, 200)

さいたま市北区 287,000 198 南東　     10m 水道

盆栽町９０番３    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県) 5-  3 Ｓ3 　　　 下水     130m   (  60, 200)

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

幹線道路沿いに沿道型店
舗のほか共同住宅も見ら
れる路線商業地域

店舗、事務所
兼工場

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

一般住宅、マンション等が
混在する住宅地域

小売店舗、事務所等が混
在する近隣商業地域

営業所、低層事務所共同
住宅、一般住宅等が混在
する路線商業地域

中低層の店舗兼住宅等が
建ち並ぶ近隣商業地域

中規模一般住宅のほか空
地等が見られる区画整然と
した住宅地域

一般住宅を中心にマンショ
ン等が見受けられる住宅地
域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

中規模一般住宅、アパート
等が混在する住宅地域

中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

一般住宅のほか、共同住
宅等が混在する住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

一般住宅の中に小工場や
アパート等が見られる住宅
地域

畑地が多い中に、農家住
宅、一般住宅が混在する住
宅地域

中低層の店舗事務所、飲
食店、診療所などの建ち並
ぶ駅前商業地域

中規模一般住宅の中に空
地が見られる区画整然とし
た住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

大宮公園

日進

大宮

土呂

加茂宮

日進

宮原

土呂

土呂

宮原

東宮原

宮原

宮原

大宮

指扇

宮原

指扇

西大宮

指扇

西大宮

西大宮

指扇

住宅

店舗兼住
宅

住宅

店舗兼共
同住宅

事務所、住宅
兼共同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

診療所兼
住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅 一般住宅が建ち並ぶ分譲
住宅地域

住宅 小規模住宅の中にアパート
や駐車場等も見られる住宅
地域

住宅 空地が見られる一般住宅
地域

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

住宅 一般住宅の中に駐車場、
空地等が見られる新興住
宅地域

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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

西大宮

西大宮
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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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

さいたま大宮 さいたま市大宮区 249,000 233 北　　      5m 水道

＊ 大成町１丁目２８２番２外    1:1   市道　　　 ガス ２住居 準防

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

さいたま市大宮区 295,000 165 東　　    4.5m 水道

桜木町４丁目８２４番６    2:1   市道　　　 ガス １住居 準防

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

さいたま市大宮区 231,000 218 北西　    4.5m 水道

堀の内町１丁目２３７番２外  1.2:1   市道　　　 ガス １住居

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

さいたま市大宮区 119,000 196 南　　      4m 水道

三橋４丁目８５６番２    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

さいたま市大宮区 236,000 218 南　　      4m 水道

寿能町１丁目９９番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     300m   (  60, 200)

さいたま市大宮区 239,000 158 東　　      5m 水道

大成町３丁目１９５番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

さいたま市大宮区 325,000 119 南　　    4.5m 水道

高鼻町１丁目３２０番２    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

さいたま市大宮区 300,000 109 東　　      4m 水道

天沼町２丁目４４３番１２４    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

さいたま市大宮区 155,000 198 北　　    4.5m 水道

三橋１丁目１２５２番２外    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     2.1km   (  60, 200)

さいたま市大宮区 1,710,000 371 東　　     16m 水道

宮町１丁目８６番１    1:2.5 県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 ＳＲＣ8 　　　 下水     300m   (  80, 600)

さいたま市大宮区 257,000 102 東　　     11m 水道

東町２丁目１３６番４  1.2:1   県道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  2 Ｓ3 　　　 下水     1.1km   (  80, 200)

さいたま市大宮区 2,050,000 176 東　　     20m 水道

桜木町２丁目４番９    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  3 ＲＣ5 　　　 下水     250m   (  80, 400)

さいたま市大宮区 551,000 419 北東　     16m 水道

吉敷町４丁目１３番２    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  4 Ｓ9 　　　 下水     600m   (  80, 400)

さいたま市大宮区 963,000 167 南　　     27m 水道

＊ 大門町３丁目５９番１    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  5 ＲＣ7 　　　 下水     500m   (  80, 400)

さいたま市大宮区 1,360,000 1,247 北東　     25m 水道

吉敷町４丁目２６２番１６外    4:1   県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  6 ＳＲＣ10F1B 　　　 下水     160m   (  80, 500)
さいたま見沼 さいたま市見沼区 121,000 175 南　　      4m 水道

大字蓮沼字北海道１２２５番５１    1:1   市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

さいたま市見沼区 119,000 132 南西　    3.8m 水道

大和田町１丁目６３７番６    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  50, 100)

さいたま市見沼区 99,000 216 東　　    4.2m 水道

大字御蔵字大ケ谷戸１３２５番６    2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     4.4km   (  50, 100)

さいたま市見沼区 147,000 281 北東　      6m 水道

東大宮６丁目５２番１０    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

さいたま市見沼区 144,000 205 東　　      6m 水道

東大宮７丁目７４番１３外    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専 準防

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

さいたま市見沼区 117,000 195 南西　      7m 水道

＊ 大字南中丸字南五反田１１１７番３５    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  50, 100)

さいたま市見沼区 165,000 156 南東　      6m 水道

東大宮２丁目３９番１４    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     510m   (  50, 100)

さいたま市見沼区 129,000 165 北　　      4m 水道

大和田町２丁目５１１番４    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  50, 100)

さいたま市見沼区 108,000 111 南東　    4.2m 水道

大字南中丸字合野谷７８７番６外    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

高層の事務所、店舗共同
住宅のほか低層の店舗が
建ち並ぶ路線商業地域

事務所 さいたま新
都心

区画整然とした分譲住宅地
域

中規模の一般住宅が多い
住宅地域

一般住宅の中にアパート、
駐車場等も見られる区画整
理済の住宅地域

中規模一般住宅のほかに
アパートが見られる住宅地
域

中高層の店舗、事務所等
が多い駅前通り商業地域

一般住宅が建ち並ぶ分譲
住宅地域

中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

一般住宅のほか空地も見
られる住宅地域

中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

中小規模一般住宅が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

中小規模の一般住宅の中
にアパート等が見られる住
宅地域

中高層の店舗事務所ビル
が建ち並ぶ繁華な商業地
域

小売店舗、事務所等が建
ち並ぶ路線商業地域

駅至近の店舗、事務所ビ
ルが建ち並ぶ商業地域

中低層の店舗、事務所、住
宅等が混在する路線商業
地域

中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

中規模一般住宅の中にア
パート等が見られる住宅地
域

一般住宅が多い新興住宅
地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

中小規模一般住宅が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

鉄道博物
館

大宮

さいたま新
都心

大宮

大宮

大宮

大宮

大宮

大宮公園

東大宮

大和田

大和田

東大宮

大和田

大和田

大宮

大宮

大宮

さいたま新
都心

大宮

七里

大和田

北浦和

事務所

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

住宅

店舗兼事
務所

住宅

住宅
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さいたま市見沼区 165,000 165 北東　      6m 水道

東大宮５丁目５８番６    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     530m   (  60, 200)

さいたま市見沼区 128,000 123 北　　      4m 水道

大和田町２丁目１５７２番１８    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     680m   (  60, 200)

さいたま市見沼区 117,000 120 南西　      6m 水道

大字南中丸字久保４６２番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  50, 100)

さいたま市見沼区 110,000 108 南東　    4.2m 水道

大字中川字諏訪９３５番１４    1:1.5 私道　　　 １低専 準防

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     2.9km   (  50, 100)

さいたま市見沼区 280,000 163 北　　     18m 水道

＊ 東大宮４丁目９番３    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     180m   (  80, 400)
さいたま中央 さいたま市中央区 149,000 165 台形 南　　      4m 水道

上峰２丁目２８１番３    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  -  1 「上峰２－６－３」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 100)

さいたま市中央区 269,000 121 台形 南　　      4m 水道

新中里４丁目２４０番５外  1.5:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「新中里４－１７－７」 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

さいたま市中央区 154,000 166 南　　      4m 水道

桜丘２丁目１５４６番５    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  3 「桜丘２－９－４」 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

さいたま市中央区 249,000 103 東　　      4m 水道

本町東４丁目６２５番２３  1.2:1   市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  4 「本町東４－２２－９」 Ｗ2 　　　 下水     830m   (  60, 200)

さいたま市中央区 302,000 171 南　　      4m 水道

上落合４丁目１１４０番７    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  5 「上落合４－７－７」 Ｗ2 　　　 下水     550m   (  60, 200)

さいたま市中央区 262,000 102 北　　      6m 水道

大戸６丁目９１９番３    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 「大戸６－５－８」 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 100)

さいたま市中央区 270,000 164 西　　      6m 水道

鈴谷２丁目６７７番２    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居 準防

(県)  -  7 （南与野駅西口土地区画整理事業８街区１０画地） Ｗ2 　　　 下水     370m   (  60, 200)

さいたま市中央区 314,000 119 台形 北　　     20m 水道

下落合２丁目７８７番１外    1:1.5 県道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 「下落合２－１９－１５」 Ｓ3 　　　 下水     500m   (  80, 200)

さいたま市中央区 244,000 429 北　　     16m 水道

大戸６丁目８０６番７外  1.2:1   国道　　　 準住居

(県) 5-  2 「大戸６－１１－１５」 ＲＣ4 　　　 下水     550m   (  60, 200)

さいたま市中央区 166,000 958 西　　     44m 水道

上峰４丁目４０９番１外  1.5:1   国道　　　 準工 準防

(県) 5-  3 「上峰４－１４－９」 Ｓ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

さいたま市中央区 317,000 237 台形 南　　     20m 水道

＊ 鈴谷２丁目７４４番１外  1.2:1   市道　　　 ガス 近商 防火

(県) 5-  4 （南与野駅西口土地区画整理事業１３街区６外） Ｓ4 西　　側道 下水     160m   (  80, 300)

さいたま市中央区 777,000 778 北　　     25m 水道

新都心４番１外    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  5 Ｓ8 東　　側道 下水     250m   (  80, 500)

さいたま桜 さいたま市桜区 132,000 165 西　　      4m 水道

町谷３丁目２０６番１７    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  1 「町谷３－２６－１５」 ＬＳ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

さいたま市桜区 216,000 106 北　　    4.3m 水道

田島３丁目１０４９番１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「田島３－１９－３」 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

さいたま市桜区 126,000 131 北　　      5m 水道
大字大久保領家字下作田６０７番１４    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     2.9km   (  60, 200)

さいたま市桜区 135,000 221 北　　      4m 水道

大字上大久保字丸５８５番１３  1.5:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

さいたま市桜区 72,800 230 北　　    4.5m 水道 「調区」

大字塚本字東耕地１６番２    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     4.5km   (  60, 200)

さいたま市桜区 190,000 65 東　　      4m 水道

西堀７丁目６８３番１４  1.2:1   私道　　　 ガス １住居

(県)  -  6 「西堀７－６－１１」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

さいたま市桜区 132,000 79 西　　    4.2m 水道

大字白鍬字宮田２５番２３    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  7 Ｗ3 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

店舗兼事
務所

一般住宅の中にアパート等
が見られる住宅地域

中小規模一般住宅が多い
中にアパートも見られる住
宅地域

店舗兼事
務所

区画整理が進む店舗、事
務所が建つ駅前商業地域

事務所

戸建住宅及び共同住宅が
建ち並ぶ区画整理地内の
住宅地域

住宅

一般住宅の他アパートも建
つ駅に近い住宅地域

住宅

店舗等のほか住宅が混在
する路線商業地域

中小規模の一般住宅等の
多い住宅地域

中小規模の一般住宅のほ
か、アパート等も見られる
住宅地域

農地の中に農家住宅及び
一般住宅が散在する地域

高層の店舗兼事務所ビル
等が建ち並ぶ商業地域

小規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

小規模の建売住宅が建ち
並ぶ住宅地域

小売店舗、店舗併用住宅
が建ち並ぶ駅前通り沿い
の商業地域

小売店舗、共同住宅等が
混在する路線商業地域

中小規模の一般住宅等が
多い住宅地域

小規模一般住宅が多い住
宅地域

中小規模の一般住宅、ア
パート等が見られる住宅地
域

中小規模の一般住宅、共
同住宅等の混在する住宅
地域

一般住宅のほか共同住
宅、畑等が見られる住宅地
域

中小規模の一般住宅が多
い閑静な住宅地域

一般住宅の連たんする区
画整然とした住宅地域

小規模一般住宅が多い新
興住宅地域

中規模一般住宅が多い住
宅地域

店舗、事務所等が建ち並
ぶ駅前商業地域

与野本町

東大宮

大和田

大和田

大宮

与野本町

与野

西浦和

南与野

南与野

南与野

南与野

与野本町

与野本町

北与野

与野

南与野

与野本町

南与野

住宅

住宅

住宅

事務所兼
倉庫

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼共
同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

東大宮

南与野

南与野

南与野

北与野
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さいたま市桜区 185,000 2,117 東　　     44m 水道

町谷４丁目９５番１外  1.2:1   国道　　　 ガス 準工

(県) 9-  1 「町谷４－７－２１」 Ｓ2 北　　側道 下水     1.9km   (  60, 200)
さいたま浦和 さいたま市浦和区 212,000 210 北　　    4.1m 水道

上木崎６丁目５１９番６    1:1   市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  1 「上木崎６－２１－１３」 ＬＳ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

さいたま市浦和区 426,000 179 西　　    5.4m 水道

＊ 岸町３丁目１３１番１    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  2 「岸町３－１－１９」 Ｗ2 　　　 下水     670m   (  60, 200)

さいたま市浦和区 280,000 1,120 北東　      8m 水道

北浦和５丁目１３８番    1:3   市道　　　 ガス 準工

(県)  -  3 「北浦和５－１１－１８」 ＲＣ4 　　　背面道 下水     700m   (  60, 200)

さいたま市浦和区 339,000 165 東　　      6m 水道

＊ 北浦和１丁目３９番２  1.5:1   市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  4 「北浦和１－５－１２」 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

さいたま市浦和区 314,000 293 北　　    5.4m 水道

常盤５丁目４１番１  1.2:1   市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  5 「常盤５－４－１５」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

さいたま市浦和区 271,000 195 東　　      4m 水道

本太２丁目１７１番３    1:2   私道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  6 「本太２－２９－２１」 Ｗ2 　　　 下水     730m   (  60, 200)

さいたま市浦和区 332,000 137 南西　      6m 水道

東岸町１２５番３外    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  7 「東岸町１２－１８」 Ｓ2 　　　 下水     960m   (  60, 200)

さいたま市浦和区 168,000 101 東　　      4m 水道

瀬ヶ崎１丁目１１２番３    1:1   市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  8 「瀬ヶ崎１－４０－２３」 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

さいたま市浦和区 345,000 161 西　　    5.5m 水道

東仲町２３番１    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  9 「東仲町２７－１０」 Ｓ3 　　　 下水     350m   (  60, 200)

さいたま市浦和区 361,000 124 北東　     16m 水道

常盤３丁目２１５番１  1.5:1   県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 「常盤３－１８－２３」 ＲＣ6 　　　 下水     350m   (  80, 400)

さいたま市浦和区 550,000 330 東　　   10.5m 水道

岸町７丁目９番    1:3   県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  2 「岸町７－１－７」 ＲＣ6 　　　 下水     500m   (  80, 400)

さいたま市浦和区 360,000 239 東　　     16m 水道

仲町４丁目１３番２    1:1.5 国道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  3 「仲町４－２－２２」 ＲＣ6 　　　 下水       1km   (  80, 400)

さいたま市浦和区 850,000 84 南　　     18m 水道

高砂２丁目１５０番５外    2:1   国道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  4 「高砂２－４－３」 ＲＣ6 西　　側道 下水     450m   (  80, 400)

さいたま市浦和区 624,000 156 南　　    5.4m 水道

＊ 仲町１丁目９７番１    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  5 「仲町１－６－１」 ＲＣ5 　　　 下水     170m   (  80, 400)

さいたま市浦和区 930,000 337 不整形 南東　駅前広場 水道

東仲町７０番１９外    1:1   私道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  6 「東仲町１－２３」 ＲＣ5F1B 　　　 下水 駅前広場接面   (  80, 400)

さいたま南 さいたま市南区 128,000 115 東　　    4.8m 水道

松本４丁目３６１番４外    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  1 「松本４－６－２」 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

さいたま市南区 281,000 100 東　　    4.3m 水道

＊ 鹿手袋４丁目５３７番２    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「鹿手袋４－９－５」 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

さいたま市南区 206,000 115 南西　    5.5m 水道

曲本４丁目５１番２外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 「曲本４－１６－１４」 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

さいたま市南区 261,000 100 東　　      5m 水道

鹿手袋６丁目１４５番４外    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 「鹿手袋６－２２－１」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

さいたま市南区 140,000 112 南　　    4.2m 水道

大字円正寺字山崎５４番７    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  5 Ｗ3 　　　 下水     2.4km   (  60, 200)

さいたま市南区 269,000 135 南　　      6m 水道

根岸２丁目９３６番１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  6 「根岸２－９－６」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

さいたま市南区 220,000 119 北　　    4.3m 水道

辻２丁目１１３１番１４    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  7 「辻２－１７－８」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

さいたま市南区 268,000 178 東　　    6.4m 水道

根岸４丁目５０５番９    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  8 「根岸４－７－２」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

中層店舗ビルが建つ駅前
の商業地域

店舗事務
所教習所

戸建住宅、賃貸マンション
等が混在する住宅地域

住宅兼車
庫

中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

住宅

小規模一般住宅のほかに
空地等が見られる住宅地
域

中小規模の一般住宅が多
い区画の整った住宅地域

小規模一般住宅が多い区
画雑然とした住宅地域

中層の店舗、事務所ビル
が建ち並ぶ商業地域

中小規模の店舗ビルが建
ち並ぶ既成商業地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

中小規模の一般住宅のほ
かアパート等も見られる住
宅地域

中層の店舗、事務所ビル
等が見られる中山道沿い
の商業地域

中高層の事務所ビルが多
い国道沿いの商業地域

中層の店舗併用住宅が多
い県道沿いの商業地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

中規模一般住宅等が多い
区画整然とした住宅地域

中小規模一般住宅、マン
ション等が混在する住宅地
域

中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

中規模の一般住宅が多い
利便性の良い住宅地域

中規模一般住宅が多い住
宅地域

倉庫、配送センター等が多
い工業地域

浦和

北浦和

中浦和

浦和

北浦和

北浦和

北浦和

浦和

与野

南浦和

武蔵浦和

武蔵浦和

武蔵浦和

南浦和

南浦和

北戸田

北浦和

浦和

浦和

浦和

浦和

西浦和

共同住宅

住宅

住宅

倉庫

店舗、事務所
兼共同住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼共
同住宅

事務所兼
共同住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

住宅

浦和

浦和
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基準地の周辺の土地の利
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況
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 の制限で
 主要なも
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号
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ついての
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設及び下
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他の主要
な交通施
設との接
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さいたま市南区 288,000 429 北東　    5.3m 水道

白幡４丁目１１５２番    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  -  9 「白幡４－２４－１６」 Ｓ4 　　　 下水     600m   (  60, 300)

さいたま市南区 205,000 99 北　　      4m 水道

太田窪５丁目１７９４番１４    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専

(県)  - 10 「太田窪５－１６－１」 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

さいたま市南区 210,000 100 南東　    4.3m 水道

辻７丁目７３８番４    1:1   市道　　　 ガス 準工

(県)  - 11 「辻７－１１－６」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

さいたま市南区 322,000 153 北東　     16m 水道

文蔵２丁目１番３    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  1 「文蔵２－１－３」 ＲＣ4 　　　 下水     360m   (  80, 200)

さいたま市南区 368,000 491 不整形 南　　     16m 水道

沼影１丁目５５番３外    1:2   県道　　　 ガス １住居

(県) 5-  2 「沼影１－６－２７」 Ｓ4 東　　側道 下水     320m   (  60, 200)

さいたま市南区 522,000 524 北西　     20m 水道

白幡５丁目１５２７番６外  1.5:1   県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  3 「白幡５－１９－２５」 ＲＣ2 南西　側道 下水      50m   (  80, 400)

さいたま緑 さいたま市緑区 157,000 124 南　　      6m 水道

＊ 大字大間木字水深２３９番１内    1:1   区画街路　 ガス １低専

(県)  -  1 （大間木水深４０街区７－１） Ｗ2 　　　 下水       2km   (  50, 100)

さいたま市緑区 134,000 157 北東　      6m 水道

松木３丁目３７番１０  1.5:1   市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     2.8km   (  60, 100)

さいたま市緑区 240,000 178 北西　    4.4m 水道

太田窪１丁目６７８番１    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  3 「太田窪１－１９－７」 ＲＣ3F1B 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

さいたま市緑区 154,000 289 南西　      6m 水道

大字中尾字中丸２１８９番    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

さいたま市緑区 132,000 138 北　　      6m 水道

馬場１丁目２３番７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     3.5km   (  50, 100)

さいたま市緑区 152,000 207 南　　      5m 水道

道祖土１丁目１４４番１外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  6 「道祖土１－２２－１２」 ＬＳ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

さいたま市緑区 118,000 156 台形 北　　      4m 水道

大字三室字西宿１４２６番２    1:1   市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     3.2km   (  50, 100)

さいたま市緑区 161,000 159 南西　      6m 水道

大字中尾字不動谷１１０番１８    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

さいたま市緑区 171,000 104 西　　      5m 水道

＊ 原山４丁目２５２番３７    1:1.2 私道　　　 ガス ２中専

(県)  -  9 「原山４－２３－１２」 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

さいたま市緑区 214,000 181 西　　      6m 水道

東浦和７丁目２２番４    1:1   市道　　　 ガス １中専

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

さいたま市緑区 138,000 237 北東　      6m 水道

松木２丁目５番１３    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     2.8km   (  50, 100)

さいたま市緑区 141,000 126 東　　      4m 水道

大字中尾字駒前９５０番２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     3.2km   (  50, 100)

さいたま市緑区 120,000 265 東　　      4m 水道

大字三室字北宿２３６５番２    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 13 Ｗ1 　　　 下水       4km   (  50, 100)

さいたま市緑区 195,000 192 南西　      6m 水道

大字下野田字本村５２４番４外    1:1.5 区画街路　 ガス １住居 準防

(県)  - 14 （浦和東部第一６３街区２２） Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

さいたま市緑区 174,000 177 北西　      6m 水道

美園６丁目２３番２０    1:2   市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 150)

さいたま市緑区 218,000 1,411 南西　     27m 水道

美園６丁目８番７外    1:2   市道　　　 ガス 準住居 準防

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　背面道 下水     1.1km   (  60, 200)
さいたま岩槻 さいたま市岩槻区 100,000 100 北　　      4m 水道

本町２丁目２２３２番２６    1:1.5 市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  -  1 「本町２－８－１２－４」 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 100)

さいたま市岩槻区 113,000 231 南西　    4.6m 水道

＊ 本町３丁目２７７１番２    1:2   市道　　　 １住居

(県)  -  2 「本町３－１９－１９」 Ｗ2 　　　 下水     640m   (  60, 200)

店舗兼住
宅

店舗、事務所等が建ち並
ぶ路線商業地域

一般住宅等が建つ区画整
理済の住宅地域

中小規模一般住宅、共同
住宅等が増えつつある区
画整理中の住宅地域

住宅

住宅

事務所兼
倉庫

一般住宅の中にアパート等
が見られる住宅地域

一般住宅と農地等が混在
する住宅地域

中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

中規模の一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅地
域

低層住宅が多く空地も介在
する住宅地域

中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

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

小規模一般住宅が多い住
宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

一般住宅、共同住宅、工場
等が建ち並ぶ住宅地域

店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

一般住宅が見られる区画
整理中の住宅地域

中規模の一般住宅が多い
閑静な住宅地域

中規模住宅が多い閑静な
住宅地域

中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

店舗ビル等が建ち並ぶ駅
前の商業地域

店舗兼住宅、アパート、事
務所等が混在する県道沿
いの商業地域

小規模の建売住宅が建ち
並ぶ住宅地域

一般住宅、マンション、駐車
場等が混在する地域

武蔵浦和

南浦和

北戸田

南浦和

北浦和

北浦和

東浦和

東浦和

浦和

東浦和

東浦和

岩槻

岩槻

北浦和

浦和

東浦和

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

銀行

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

共同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

共同住宅

住宅

住宅

浦和美園

浦和美園

浦和美園

武蔵浦和

武蔵浦和

東浦和

東浦和

浦和
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さいたま市岩槻区 85,300 170 南　　      6m 水道

諏訪４丁目７番５１    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 100)

さいたま市岩槻区 75,300 202 東　　      6m 水道

城南１丁目４５１番２外  1.5:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 「城南１－５－１３」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  50,  80)

さいたま市岩槻区 82,500 198 南西　      6m 水道

大字岩槻字江川６７９１番内    1:2   区画街路　 ガス ２中専

(県)  -  5 （江川４４街区１１内） Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 150)

さいたま市岩槻区 104,000 221 北西　    5.5m 水道

本町６丁目１４８番８外    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  6 「本町６－６－１１」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

さいたま市岩槻区 31,100 578 南　　    6.9m 水道 「調区」

大字平林寺字東７９３番３外    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　     2.6km   (  60, 200)

さいたま市岩槻区 146,000 164 南東　      6m 水道

美園東２丁目３３番９    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 150)

さいたま市岩槻区 167,000 760 北西　   17.5m 水道

西町１丁目４５９５番１番外  1.5:1   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 （岩槻駅西口２３－３－１外） Ｓ2 北東　側道 下水     250m   (  80, 400)

さいたま市岩槻区 91,700 1,175 北　　     20m 水道

原町１４９２番１外  1.5:1   国道　　　 ガス ２住居

(県) 5-  2 「原町６－１」 Ｓ1 東　　側道 下水     1.3km   (  60, 200)

さいたま市岩槻区 50,500 1,316 南東　      8m 水道

古ヶ場２丁目２番１０    1:2.5 市道　　　 工業

(県) 9-  1 　　　 下水     2.8km   (  60, 200)

川越 川越市 166,000 184 東　　    4.7m 水道

志多町５番６    1:2.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

川越市 85,000 100 北　　    4.2m 水道

大字山田字東町２０５３番２    2:1   市道　　　 ガス １住居

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

川越市 168,000 115 南西　    5.5m 水道

小仙波町２丁目３８番１  1.2:1   市道　　　 ガス １住居

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

川越市 182,000 101 西　　      4m 水道

三光町３６番１４    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

川越市 106,000 100 北　　    4.2m 水道

大字木野目字新田３６０番１０  1.5:1   道路　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  50,  80)

川越市 154,000 177 南西　      6m 水道

＊ 砂新田２丁目１９番２１外    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

川越市 223,000 181 東　　      6m 水道

西小仙波町２丁目１６番４    1:1   市道　　　 ガス １住居

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

川越市 149,000 135 北東　      4m 水道

岸町１丁目８番１７    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

川越市 112,000 170 北東　      6m 水道

吉田新町２丁目１５番４    1:1.5 市道　　　 ガス ２低専

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

川越市 143,000 127 北東　      6m 水道

諏訪町１９番２８  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

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

川越市 108,000 100 北　　    4.2m 水道

大字小ケ谷字西関５１４番１０    2:1   市道　　　 ガス ２住居

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     260m   (  60, 200)

川越市 117,000 110 南東　      5m 水道

大字扇河岸字早稲瓜８５番１７    1:2   道路　　　 ガス １低専

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  50, 100)

川越市 197,000 208 南　　    5.9m 水道

新宿町３丁目１２番５    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

川越市 76,300 129 南東　    4.2m 水道

大字今福字甲山７３０番１１８    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  50,  80)

川越市 144,000 138 北東　      6m 水道

広栄町１５番２６外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 15 Ｗ3 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

住宅

一般住宅が多く見られる住
宅地域

中規模一般住宅等が見ら
れる区画整理中の住宅地
域

一般住宅のほかアパート
等が見られる住宅地域

小規模な一般住宅が多い
住宅地域

中小規模一般住宅、共同
住宅等の中に空地が見ら
れる住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

一般住宅とアパート等が多
い住宅地域

住宅、アパート等が多い区
画整然とした住宅地域

中小規模住宅が建ち並ぶ
閑静な住宅地域

一般住宅、マンション等が
混在する既成住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

中小規模の一般住宅の中
に空地が残る住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ中に
事業所等の混在する住宅
地域

中小工場が建ち並ぶ区画
整然とした工業地域

中規模一般住宅、アパート
等が混在する古くからの住
宅地域

小規模住宅が建ち並ぶ住
宅地域

一般住宅のほかアパート
等が見られる住宅地域

小規模一般住宅、共同住
宅が混在する住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
び、農地が散在する住宅地
域

一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

低層店舗が多く見られる区
画整理施行中の商業地域

自動車関連店舗などが多
い路線商業地域

中規模一般住宅が多く見ら
れる区画整理済の住宅地
域

中規模住宅が多い閑静な
住宅地域

東岩槻

岩槻

岩槻

岩槻

岩槻

岩槻

岩槻

本川越

新河岸

南古谷

川越市

本川越

本川越

本川越

東岩槻

川越

南大塚

川越

新河岸

西川越

上福岡

鶴ヶ島

川越

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗

店舗

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

浦和美園
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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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

川越市 145,000 161 南東　      4m 水道

南台３丁目６番１２    1:1   市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

川越市 76,600 195 北西　      4m 水道

大字笠幡字水久保８５番１９７    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 17 ＬＳ2 　　　 下水     1.4km   (  50, 100)

川越市 114,000 100 南　　      5m 水道

大字今泉字後谷８６番２９    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 18 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

川越市 125,000 200 西　　      4m 水道

大字的場字鎌屋敷２４０１番４    1:1.5 道路　　　 ガス １低専

(県)  - 19 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  50, 100)

川越市 257,000 187 南　　      4m 水道

＊ 仙波町２丁目１７番２２    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専

(県)  - 20 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

川越市 141,000 198 西　　    4.6m 水道

霞ケ関東４丁目４番２０    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 21 ＬＳ2 　　　 下水     550m   (  60, 100)

川越市 96,300 167 北東　      4m 水道

中台元町１丁目２３番１５  1.2:1   道路　　　 ガス 準工

(県)  - 22 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

川越市 27,300 1,110 北東　      6m 水道 「調区」

大字萱沼字中通２１０５番１外    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  - 23 Ｗ1 南東　側道     3.5km   (  60, 200)

川越市 35,700 1,135 南東　      6m 水道 「調区」

大字豊田本字辻９１４番１外  1.5:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 24 Ｗ2 北東　側道     1.4km   (  60, 200)

川越市 52,800 205 西　　    5.7m 水道 「調区」

大字大袋字前畑１７５番８    1:1   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 25 Ｗ2 　　　       2km   (  60, 200)

川越市 158,000 92 南　　     14m 水道

霞ケ関北３丁目２番４    1:2   市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  80, 200)

川越市 814,000 189 北東　駅前広場 水道

脇田本町６番９    2:1   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  2 ＳＲＣ8F1B 南東　側道 下水     100m   (  80, 600)

川越市 244,000 355 台形 東　　      9m 水道

松江町２丁目１番８    1:2.5 県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  3 ＲＣ2 　　　 下水     850m   (  80, 400)

川越市 355,000 105 西　　    5.8m 水道

＊ 新富町１丁目１１番８    1:2.5 市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  4 ＲＣ3 　　　 下水     260m   (  80, 400)

川越市 263,000 160 北　　     11m 水道

東田町６番１５    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  5 ＲＣ3 　　　 下水     550m   (  80, 200)

川越市 133,000 1,026 南東　     18m 水道

脇田新町７番２外    1:1.2 国道　　　 準住居

(県) 5-  6 Ｓ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

川越市 252,000 482 北西　駅前広場 水道

大字砂字亀原９１７番１  1.5:1   道路　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  7 Ｓ2 南西　側道 下水     100m   (  80, 200)

川越市 370,000 245 西　　     20m 水道

新富町１丁目６番４外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  8 ＲＣ6 　　　 下水     360m   (  80, 400)

川越市 48,600 3,293 台形 北東　      7m 水道

大字的場字関口１４４５番    1:1.5 市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 　　　 下水     650m   (  60, 200)

熊谷 熊谷市 51,000 175 南　　      5m 水道

大原４丁目１４９４番３  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 「大原４－９－１５」 Ｗ2 　　　     2.8km   (  60, 200)

熊谷市 38,800 400 北西　    7.9m 水道

御正新田字中原１２９３番７    1:1   県道　　　 １住居

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　     4.5km   (  60, 200)

熊谷市 61,900 171 西　　    4.6m 水道

拾六間字後原６６７番３    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     1.4km   (  60, 200)

熊谷市 56,200 188 西　　    4.2m 水道

新堀字古堀西２４１番５    1:1   私道　　　 ガス １住居

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

熊谷市 59,500 109 南　　      4m 水道

別府２丁目１１７番  1.2:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  5 ＬＳ3 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

低層店舗、中層店舗付共
同住宅が多い商業地域

店舗、事務所等が見られる
駅前商業地域

店舗

店舗、共同住
宅兼住宅

中・低層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ路線商業地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ幹線背後の住宅地域

一般住宅等の中に空地が
見られる住宅地域

中規模一般住宅、店舗併
用住宅等が建ち並ぶ県道
沿いの住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ農業
実習地西側の住宅地域

中大規模の工場等が建ち
並ぶ内陸型工業地域

店舗、事業所等の混在する
路線商業地域

農家住宅が建ち並ぶ古くか
らの住宅地域

周辺に農地等も多く見られ
る郊外の一般住宅地域

日用品小売店舗が建ち並
ぶ近隣商業地域

中高層の店舗、事務所ビ
ルが集まる駅前の商業地
域

店舗、事務所等が混在する
路線商業地域

店舗のほかマンションも見
られる駅前の商業地域

一般住宅のほかに農地等
が見られる住宅地域

住宅、アパートの中に農地
が見られる住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する幹線道路背後の住
宅地域

農家住宅のほか一般住宅
も見られる住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

南古谷

川越

霞ケ関

川越

霞ケ関

南古谷

笠幡

南大塚

的場

川越

川越

本川越

本川越

川越

霞ケ関

南大塚

西川越

籠原

籠原

籠原

熊谷

熊谷

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

診療所兼
住宅

店舗

工場

住宅

住宅兼事
務所

住宅

店舗

住宅

住宅

店舗兼住
宅

店舗兼事
務所

事務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

新河岸

本川越
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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

基準地番
号
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住居表示
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１平方メ
ートル当
たりの価
格 (円)

基準地
の地積
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

熊谷市 58,900 387 西　　    5.3m 水道

円光２丁目１４９９番３外    1:2   市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  6 「円光２－４－２８」 Ｗ2 南　　側道 下水     3.1km   (  60, 200)

熊谷市 55,000 164 北　　      4m 水道

上之字町田２１１９番７外    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　     1.8km   (  60, 200)

熊谷市 10,500 597 南　　    4.1m 水道 「調区」

上根字前田６１３番１    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　     8.5km   (  60, 200)

熊谷市 95,300 218 北東　      6m 水道

河原町２丁目１４２番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

熊谷市 14,800 691 南西　      6m 水道 「調区」

小島字大明神４９番１    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 10 Ｗ1 　　　     3.9km   (  60, 200)

熊谷市 74,500 160 東　　    4.5m 水道

箱田１丁目６３１番９    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 11 「箱田１－７－３１」 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

熊谷市 63,600 166 南　　      4m 水道

石原字宿８７６番１０    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     380m   (  60, 200)

熊谷市 72,000 156 南　　      6m 水道

＊ 赤城町３丁目３２番２外    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

熊谷市 49,800 170 南　　      4m 水道

広瀬字八反田６７５番６７    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  - 14 Ｗ2 　　　     4.1km   (  60, 200)

熊谷市 26,400 241 南西　      6m 水道

船木台２丁目５番２２    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 15 Ｗ2 　　　     5.8km   (  50, 100)

熊谷市 31,800 169 北　　      4m 水道

妻沼字寺内１６３３番１３    1:1.5 市道　　　 １中専

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水    10.6km   (  60, 150)

熊谷市 35,500 276 北東　      6m 水道

妻沼東４丁目２４番    1:1   市道　　　 １低専

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水      10km   (  50,  80)

熊谷市 42,000 133 南　　      6m 水道

江南中央２丁目９番２０    1:2   市道　　　 １住居

(県)  - 18 Ｗ2 　　　     6.4km   (  60, 200)

熊谷市 22,800 410 台形 南　　    6.5m 水道 「調区」

肥塚字新里８０５番１    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 19 Ｗ2 東　　側道     3.5km   (  60, 200)

熊谷市 11,800 1,032 南　　      4m 水道 「調区」

 春字宮裏９７６番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 20 Ｗ2 　　　 下水     4.3km   (  60, 200)

熊谷市 27,000 330 東　　   10.6m 水道 「調区」

原島字窪ケ谷戸２２４番１    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 21 Ｗ1 　　　     5.6km   (  60, 200)

熊谷市 62,300 296 北西　   14.5m 水道

美土里町３丁目４２番２  1.6:1   県道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     1.5km   (  80, 400)

熊谷市 95,500 140 南西　      9m 水道

星川１丁目２８番外    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  2 Ｓ5 　　　 下水     600m   (  80, 400)

熊谷市 102,000 250 南　　     28m 水道

筑波１丁目１４６番    1:2   国道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  3 Ｓ7 　　　背面道 下水     450m   (  80, 600)

熊谷市 222,000 109 北　　     15m 水道

筑波２丁目９８番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  4 Ｓ6 　　　 下水     150m   (  80, 600)

熊谷市 96,700 197 台形 東　　     36m 水道

＊ 宮町２丁目１３２番２    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  5 Ｓ6 　　　 下水     850m   (  80, 400)

熊谷市 70,300 125 東　　    6.5m 水道

箱田２丁目７５２番３    1:2.5 市道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  6 「箱田２－２０－７」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  80, 200)

熊谷市 34,800 283 西　　     11m 水道

妻沼字上町１４７０番１外    1:2.5 県道　　　 近商

(県) 5-  7 Ｗ2 　　　 下水    10.6km   (  80, 200)

熊谷市 21,300 9,800 南　　     14m 水道

妻沼西１丁目３３番２外  1.2:1   市道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　 下水     7.3km   (  50, 200)

農地が広がる中に一般住
宅等が集まる住宅地域

住宅

農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

一般住宅の中にアパート等
が見られる利便性の良い
住宅地域

農家住宅を中心に一般住
宅等も見られる周辺に農地
の多い住宅地域

一般住宅が多い中にア
パート等が見られる住宅地
域

中・低層の小売店舗、事務
所ビル等が建ち並ぶ路線
商業地域

小規模な小売・飲食店舗等
の建ち並ぶ商業地域

事業所、諸官庁等が混在
する幹線沿いの商業地域

飲食店、小売店舗等が多
い駅前の商業地域

中、大規模工場が混在する
工業団地

店舗のほかに金融機関等
が見られる県道沿いの近
隣商業地域

低層小売店舗、飲食店、一
般住宅等が混在する古くか
らの路線商業地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

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

一般住宅が建ち並ぶ既成
の住宅地域

一般住宅が増えつつある
区画整然とした丘陵地の住
宅地域

飲食店、小売店舗等が混
在する既成商業地域

大中規模の農家住宅が多
い中、一般住宅も見られる
古くからの住宅地域

農家と一般住宅が混在す
る住宅地域

小規模一般住宅が集まる
区画整理済の環境の良い
住宅地域

中規模一般住宅が多い駅
に近い住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ公園
に近い既成住宅地域

一般住宅のほか工務店等
も混在する利便施設に比
較的近い住宅地域

空地も見られる一般住宅地
域

熊谷

熊谷

熊谷

熊谷

熊谷

熊谷

東松山

熊谷

熊谷

石原

熊谷

籠原

熊谷

熊谷

熊谷

熊谷

熊谷

籠原

熊谷

熊谷

籠原

熊谷

熊谷

工場

店舗兼共
同住宅

事務所

事務所

店舗兼事
務所

店舗兼住
宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

熊谷
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熊谷市 22,800 6,433 南東　     10m 水道

御稜威ケ原字上林８２３番７    1:1.5 市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  2 Ｓ1 　　　 下水     4.2km   (  60, 200)

川口 川口市 118,000 100 西　　    5.5m 水道

大字安行吉岡字天沼１３２４番８    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     2.1km   (  50, 100)

川口市 191,000 144 北　　      8m 水道

上青木西４丁目１９番２    1:2   市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  2 「上青木西４－１９－６」 Ｗ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

川口市 171,000 190 南東　      4m 水道

朝日５丁目６番１０    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 「朝日５－６－２１」 ＬＳ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

川口市 183,000 226 北西　      6m 水道

元郷６丁目７番２    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  4 「元郷６－７－１」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

川口市 284,000 294 南　　     10m 水道

西青木２丁目８番１９    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  5 「西青木２－８－３２」 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

川口市 161,000 164 東　　      4m 水道

上青木２丁目４３番１２    1:1   市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  6 「上青木２－４３－１３」 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

川口市 124,000 168 北東　      8m 水道

大字安行原字折越１２７１番６５    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     7.9km   (  60, 200)

川口市 193,000 200 北　　      8m 水道

＊ 朝日３丁目１８番２    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  8 「朝日３－１３－９」 ＬＳ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

川口市 233,000 113 南　　      6m 水道

芝２丁目８番７８外    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  9 「芝２－８－２５」 Ｗ3 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

川口市 213,000 165 西　　      6m 水道

芝 ノ爪２丁目２６９９番７    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防

(県)  - 10 「芝 ノ爪２－１３－５」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

川口市 190,000 132 東　　      6m 水道

＊ 上青木西３丁目１０番１０    1:1.5 市道　　　 ２住居

(県)  - 11 「上青木西３－１０－２４」 Ｗ3 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

川口市 208,000 103 南西　    7.5m 水道

飯原町２３９番２    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居

(県)  - 12 「飯原町５－１３」 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

川口市 178,000 129 北　　      8m 水道

領家２丁目１１番７    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居

(県)  - 13 「領家２－１１－６」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

川口市 172,000 91 西　　      8m 水道

大字伊刈字高木７２７番６    1:1.2 区画街路　 ガス ２中専

(県)  - 14 「芝高木２－８－４」 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

川口市 157,000 102 南　　      6m 水道
大字安行領根岸字小谷島３４８番３    1:1.5 区画街路　 ガス １住居

(県)  - 15 「本前川３－３３－１２」 Ｓ3 　　　 下水     3.1km   (  60, 200)

川口市 225,000 298 南西　      6m 水道

東川口３丁目９番６外    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 16 「東川口３－９－９」 Ｗ2 　　　 下水     580m   (  60, 200)

川口市 116,000 126 北　　      4m 水道

大字峯字後１５０２番３    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水     6.9km   (  60, 200)

川口市 121,000 200 南　　      6m 水道

大字東内野字十二石５６番６  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 18 Ｗ2 　　　 下水     2.7km   (  50, 100)

川口市 117,000 107 南西　      6m 水道

大字石神字叺原１９４番１０    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 19 Ｗ2 　　　 下水     3.1km   (  50, 100)

川口市 183,000 176 北西　      6m 水道

戸塚境町６番６    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 20 「戸塚境町６－７」 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  50, 100)

川口市 191,000 233 北　　      6m 水道

戸塚５丁目１３番３    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 21 「戸塚５－１３－１０」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  50, 150)

川口市 157,000 73 北西　      6m 水道

柳崎２丁目２４番２９  1.5:1   市道　　　 ガス ２住居

(県)  - 22 「柳崎２－２４－１８」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

川口市 150,000 124 南東　      5m 水道
大字安行慈林字上村中７８８番３３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 23 Ｗ2 　　　 下水     870m   (  50, 100)

一般住宅の中に空地等が
見られる区画整理中の住
宅地域

一般住宅のほかにアパー
ト、作業所等が見られる住
宅地域

中規模一般住宅の中にア
パート等が混在する区画整
然とした住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ郊外
の新興住宅地域

小規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

中規模一般住宅のほかに
アパート等が混在する利便
性の高い住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する区画整理済の住宅
地域

一般住宅、アパート等が建
ち並ぶ既成住宅地域

中規模一般住宅が多い郊
外の閑静な住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

小規模の一般住宅が建ち
並ぶ郊外の住宅地域

一般住宅の中にアパート等
が混在する既存の住宅地
域

一般住宅の中にアパート等
も見られる住宅地域

一般住宅のほかにアパート
等が見られる住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する既成住宅地域

一般住宅のほかに営業所
等が見られる住宅地域

一般住宅のほかに店舗等
が見られる住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する区画整然とした住宅
地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

中規模の区画整然とした工
業団地

籠原

南鳩ヶ谷

川口

西川口

西川口

川口元郷

南鳩ヶ谷

蕨

新井宿

川口

東川口

蕨

蕨

川口元郷

川口

西川口

蕨

蕨

新井宿

東浦和

戸塚安行

戸塚安行

東川口

東川口

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

倉庫、事務
所、車庫等

住宅

住宅

住宅

住宅
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川口市 136,000 168 東　　      6m 水道

＊ 東本郷２丁目２番２０    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 24 「東本郷２－２－２９」 Ｗ2 　　　 下水       6km   (  60, 200)

川口市 301,000 132 南　　      7m 水道

＊ 西青木１丁目３８９番４    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防

(県)  - 25 「西青木１－１９－６」 Ｓ2 　　　 下水     720m   (  60, 200)

川口市 154,000 100 南　　      8m 水道

本 ２丁目２１番８    1:1   市道　　　 ガス ２住居

(県)  - 26 「本 ２－２１－１２」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

川口市 191,000 117 南東　      6m 水道

＊ 戸塚東２丁目１３番８内    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 27 「戸塚東２－１３－２０」 ＬＳ3 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

川口市 188,000 148 南西　      4m 水道

＊ 坂下町３丁目５８６番２    1:1.5 市道　　　 １住居

(県)  - 28 「坂下町３－１２－１４」 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

川口市 172,000 198 北西　    4.6m 水道

鳩ヶ谷本町２丁目１２３６番２外    1:1.5 市道　　　 １低専

(県)  - 29 「鳩ヶ谷本町２－５－８」 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 100)

川口市 188,000 109 台形 北　　      6m 水道

南鳩ヶ谷３丁目１６番２４    1:1.5 市道　　　 ２住居

(県)  - 30 「南鳩ヶ谷３－１６－８」 Ｓ3 　　　 下水     370m   (  60, 200)

川口市 157,000 150 北東　      6m 水道

三ツ和２丁目２５番６    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  - 31 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

川口市 430,000 197 南東　      6m 水道

本町４丁目１４２番８外    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 防火

(県)  - 32 「本町４－１０－８」 Ｗ2 東　　側道 下水     640m   (  60, 200)

川口市 213,000 100 北西　      6m 水道

末広１丁目７４０番５    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  - 33 「末広１－１８－３」 Ｗ3 　　　 下水     650m   (  60, 200)

川口市 336,000 100 南　　      6m 水道

並木元町５５番４    1:1.2 市道　　　 ガス 準工 準防

(県)  - 34 「並木元町６－１６」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

川口市 239,000 146 南　　      7m 水道

青木４丁目３１９番１    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  - 35 「青木４－１－３２」 Ｓ3 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

川口市 210,000 164 南　　     12m 水道

上青木１丁目５番１４    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  - 36 「上青木１－５－３８」 ＬＳ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

川口市 327,000 122 西　　    5.8m 水道

飯塚１丁目１２０番３外    1:1.5 市道　　　 ガス 準工 準防

(県)  - 37 「飯塚１－９－４０」 Ｗ2 　　　 下水     630m   (  60, 200)

川口市 206,000 98 東　　      6m 水道

上青木西１丁目７番５    1:1.2 市道　　　 ガス 準工

(県)  - 38 「上青木西１－７－１９」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

川口市 187,000 61 北　　      4m 水道

芝富士１丁目５番７外    1:1.2 市道　　　 １住居 準防

(県)  - 39 「芝富士１－５－１４」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

川口市 314,000 176 西　　    7.5m 水道

川口６丁目５５番３    1:1   市道　　　 ガス 準工 準防

(県)  - 40 「川口６－７－１１」 Ｗ2 　　　 下水     980m   (  60, 200)

川口市 203,000 78 南　　      4m 水道

大字小谷場字岡ノ下７５０番６    1:1.5 区画街路　 １中専

(県)  - 41 （芝東第３－１８－１－８） Ｗ3 　　　 下水       1km   (  60, 200)

川口市 1,100,000 89 西　　    7.1m 水道

栄町３丁目６６番３    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 「栄町３－１２－２」 Ｓ3 　　　 下水     400m   (  80, 400)

川口市 463,000 123 南　　     25m 水道

川口４丁目９６番６外  1.2:1   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  2 「川口４－５－３」 Ｓ3 　　　 下水     550m   (  80, 400)

川口市 344,000 137 北東　     15m 水道

西川口１丁目１６番１７    1:2   県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  3 「西川口１－１８－１６」 Ｓ7 　　　 下水     250m   (  80, 400)

川口市 611,000 179 南東　     18m 水道

並木３丁目１番１    1:1.2 市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  4 「並木３－１－２０」 Ｓ5 　　　 下水      90m   (  80, 400)

川口市 339,000 99 南西　     17m 水道

東川口２丁目１番３２外    1:2   県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  5 「東川口２－１－３」 Ｓ3 　　　 下水      70m   (  80, 400)

川口市 135,000 2,008 北西　     16m 水道

本 ４丁目２６００番１４    1:2   市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 「本 ４－４－１４」 　　　 下水     770m   (  60, 200)

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

住宅

一般住宅の中に中小工場
等も見られる住宅地域

一般住宅、店舗、マンション
等が混在する地域

一般住宅の中に空地が見
られる区画整理済の住宅
地域

一般住宅が多い既成の住
宅地域

中規模一般住宅が多くア
パート等が見られる既成住
宅地域

一般住宅のほかにアパート
等が見られる住宅地域

一般住宅、マンション等の
混在する住宅地域

一般住宅、アパートのほか
に工場等も見られる住宅地
域

中小規模工場等が建ち並
ぶ工業地域

店舗、駐車場が混在する駅
前商業地域

中層の店舗兼事務所ビル
等が建ち並ぶ駅前の商業
地域

店舗ビル等が建ち並ぶ駅
に近い商業地域

中低層の店舗併用住宅を
中心とする駅前通り沿いの
商業地域

一般住宅、マンション、ア
パート等が混在する住宅地
域

小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

中規模戸建住宅を中心に
共同住宅等の混在する住
宅地域

小規模一般住宅とアパート
等が混在する住宅地域

一般住宅、工場、アパート
等が混在する住宅地域

中小規模一般住宅、マン
ション、工場等が混在する
住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

一般住宅が多い区画整理
済の住宅地域

一般住宅が多い区画整理
済の住宅地域

一般住宅が多い区画整理
済の住宅地域

東川口

見沼代親
水公園

西川口

川口

西川口

川口

川口

川口元郷

川口

南鳩ヶ谷

南鳩ヶ谷

鳩ヶ谷

鳩ヶ谷

西川口

川口

川口

川口

蕨

西川口

川口

新郷ラン
プ

東川口

西川口

店舗兼住
宅

店舗兼住
宅

店舗兼事
務所

店舗兼事
務所

事務所

工場

作業所兼
住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

南浦和
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 主要なも
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行田 行田市 59,700 168 北西　      6m 水道

門井町１丁目２６番２外    1:1   市道　　　 １住居

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

行田市 10,800 774 台形 西　　      6m 水道 「調区」

大字藤間字一ノ口７０番１    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     4.8km   (  60, 200)

行田市 37,800 165 南　　      6m 水道

富士見町２丁目５番１１    1:1.2 市道　　　 １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     430m   (  60, 200)

行田市 38,000 172 南西　    4.5m 水道

駒形１丁目１７３番６    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 「駒形１－９－２１」 Ｗ2 　　　 下水     2.1km   (  60, 200)

行田市 34,000 175 東　　    4.2m 水道

谷郷３丁目１１９８番６  1.5:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 「谷郷３－４－４８」 ＬＳ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

行田市 41,300 172 北　　      4m 水道

持田５丁目１７４６番８５    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 「持田５－１５－２１」 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

行田市 40,500 202 西　　    6.1m 水道

＊ 向町１４８番１    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  7 「向町７－４０」 ＬＳ2 　　　 下水     930m   (  60, 200)

行田市 13,500 391 東　　    4.1m 水道 「調区」

大字中里字蔵殿４７７番３  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　     1.5km   (  60, 200)

行田市 9,500 566 西　　    4.5m 水道 「調区」

大字下中条字伊勢宮８１５番    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　     4.6km   (  60, 200)

行田市 22,000 331 北東　    4.5m 水道 「調区」

大字前谷字西通７７２番３    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     2.1km   (  60, 200)

行田市 80,700 192 北西　     18m 水道

＊ 壱里山町１８番６    1:3   県道　　　 商業

(県) 5-  1 Ｓ5 　　　 下水     100m   (  80, 400)

行田市 43,000 214 南西　     15m 水道

佐間１丁目３６７４番２  1.5:1   県道　　　 ガス 近商

(県) 5-  2 「佐間１－６－１４」 Ｓ3 　　　 下水     1.5km   (  80, 200)

行田市 29,100 5,586 南西　     12m 水道

藤原町１丁目１８番１    1:1.5 市道　　　 工専

(県) 9-  1 Ｓ1 　　　       2km   (  60, 200)

秩父 秩父市 60,600 188 北西　    3.9m 水道 （都）

上町２丁目１１６２番７外    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  1 「上町２－５－１６」 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

秩父市 44,800 444 北西　    3.6m 水道 （都）

滝の上町４０８１番６外    1:1.2 市道　　　 １中専

(県)  -  2 「滝の上町５－２１」 Ｗ1 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

秩父市 60,300 259 東　　    4.5m 水道 （都）

野坂町２丁目４０８番９外    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 「野坂町２－６－１０」 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

秩父市 33,600 330 南　　    7.6m 水道 （都）

大野原字宿西８４８番７    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

秩父市 23,300 450 西　　    4.6m 水道 （都）

山田字原２６９４番１    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     2.7km   (  60, 200)

秩父市 25,600 482 台形 北東　    6.2m 水道 （都）

寺尾字大塚３９０５番５  1.2:1   市道　　　  　　 　　

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

秩父市 16,500 330 南東　      4m 水道 「都計外」

荒川上田野字八割１６５６番３    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　     550m

秩父市 29,500 350 北西　    5.2m 水道 （都）

下影森字内出２７９番３    1:1.2 市道　　　 １住居

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

秩父市 9,150 588 北　　     12m 水道 「都計外」

上吉田字久形大道下２５７４番    1:1.2 県道　　　  　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 　　　      12km

秩父市 11,200 516 北西　      5m 水道 「都計外」

吉田久長字外和戸１７５番２外  1.5:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　       6km

秩父市 21,900 319 東　　      6m 水道 （都）

黒谷字覗キ４６３番１    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 11 ＬＳ2 　　　     250m   (  60, 200)

農地の中に中規模一般住
宅と農家住宅が混在する
住宅地域

中小規模一般住宅、農家
住宅等が混在し、周囲には
畑が多い住宅地域

一般住宅と共同住宅が混
在する区画整理済の住宅
地域

中規模一般住宅と農家住
宅が混在する住宅地域

中規模一般住宅と農家住
宅が混在する住宅地域

一般住宅が建ち並び、畑も
見られる住宅地域

一般住宅が建ち並び、畑も
散在する既存の住宅地域

一般住宅のほかに店舗等
が見られる郊外の住宅地
域

中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

中規模一般住宅が多い住
宅地域

農家住宅、作業場、農地等
が混在する住宅地域

一般住宅、農家住宅、事業
所等が混在する県道沿い
の住宅地域

中規模の一般住宅が多い
既成の住宅地域

中規模一般住宅が多い公
共施設に近い住宅地域

一般住宅の中に寮等が見
られる住宅地域

中規模の一般住宅が多い
既成住宅地域

中規模工場、倉庫の見られ
る工業地域

店舗併用住宅等が建ち並
ぶ路線商業地域

小売店舗、駐車場等が混
在する駅に近い商業地域

一般住宅や農家住宅等が
建つ、既存集落内の住宅
地域

一般住宅や事業所併用住
宅等が混在する住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

中規模の一般住宅が多い
既存の住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する区画整理済の住宅
地域

東行田

行田

東行田

持田

行田市

行田

行田市

行田市

東行田

大野原

大野原

西武秩父

大野原

御花畑

東行田

行田市

行田

行田

和銅黒谷

皆野

皆野

影森

武州中川

秩父住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

倉庫

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗、事務所
兼住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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秩父市 7,000 687 台形 南　　    2.8m 水道 「都計外」

大滝字落合９５８番  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 西　　側道       9km

秩父市 21,400 438 南西　     11m 水道 「都計外」

小柱字釜ノ上４７２番１    1:2   県道　　　  　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　三方路     1.9km

秩父市 69,900 202 北西　     15m 水道 （都）

熊木町７６０番６    1:1.5 国道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 「熊木町２０－１７」 Ｓ2 　　　 下水     350m   (  80, 200)

秩父市 84,000 125 北東　     25m 水道 （都）

宮側町６番１１    1:2.5 県道　　　 ガス 商業

(県) 5-  2 「宮側町１４－１５」 ＲＣ4 　　　 下水     130m   (  80, 400)

秩父市 64,000 607 西　　     15m 水道 （都）

中宮地町４８１８番１    1:1   国道　　　 準工

(県) 5-  3 「中宮地町５－７」 Ｓ1 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

秩父市 13,900 3,414 北西　      7m 水道 （都）

寺尾字下大峰２７９７番３外    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県) 9-  1 　　　     3.2km   (  60, 200)

所沢 所沢市 178,000 101 南　　      6m 水道

東所沢和田１丁目１６番３４    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     620m   (  60, 200)

所沢市 180,000 207 西　　    5.2m 水道

向陽町２１０４番８１    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 100)

所沢市 155,000 109 南西　    4.5m 水道

大字久米字吉原３２７番１６    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  50,  80)

所沢市 123,000 112 北東　    4.2m 水道

小手指南３丁目２１番２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  50,  80)

所沢市 113,000 154 北東　      4m 水道

和ケ原３丁目２９７番１４    1:1.5 私道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  50,  80)

所沢市 114,000 159 南西　      6m 水道

中富南３丁目５番５  1.5:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     3.5km   (  60, 150)

所沢市 184,000 158 北　　      4m 水道

＊ 大字北秋津字旧安松道２８２番７    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     770m   (  60, 100)

所沢市 150,000 148 北　　    6.2m 水道

花園３丁目２３７８番２３    1:1.2 私道　　　 ガス １中専

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

所沢市 96,700 101 北　　      4m 水道

大字山口字翁樹２００７番６    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  50,  80)

所沢市 234,000 181 北西　      4m 水道

北有楽町７番４    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 10 「北有楽町１８－６」 Ｓ3 　　　 下水     350m   (  60, 200)

所沢市 122,000 121 南西　    4.2m 水道

大字荒幡字東内手６４番３    1:1   私道　　　 ガス １低専

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  50,  80)

所沢市 153,000 109 北東　      4m 水道

大字山口字谷戸２４８番２６    1:1.5 私道　　　 ガス １低専

(県)  - 12 ＬＳ2 　　　 下水     400m   (  60, 100)

所沢市 133,000 140 南　　      6m 水道

小手指元町３丁目１９番３    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  50,  80)

所沢市 183,000 81 西　　      4m 水道

泉町１８６３番５０    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 100)

所沢市 139,000 169 東　　      4m 水道

若狭４丁目２４９４番９  1.1:1   私道　　　 ガス １低専

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 100)

所沢市 172,000 126 北　　      6m 水道

＊ 上新井５丁目６７番２６    1:2   市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 100)

所沢市 232,000 167 北東　    5.4m 水道

松葉町１８８６番１１９外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 17 「松葉町２７－５」 Ｗ2 　　　 下水     470m   (  60, 200)

所沢市 128,000 148 東　　    4.1m 水道

こぶし町１２１１番１９    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 18 「こぶし町３１－２０」 Ｗ2 　　　 下水     2.3km   (  50,  80)

県道沿いに一般住宅が散
在し、周辺は畑が多く見ら
れる住宅地域

住宅

小規模の一般住宅、ア
パート等が見られる住宅地
域

一般住宅が建ち並ぶ郊外
の閑静な住宅地域

中小規模の一般住宅、共
同住宅等が見られる住宅
地域

中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

一般住宅の中に農地等も
見られる住宅地域

中小規模の一般住宅の多
い住宅地域

中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

中小規模の一般住宅の中
に空地等も見られる住宅地
域

中規模一般住宅、アパート
等が見られる住宅地域

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

中小規模の一般住宅が多
く周辺に空地等が見られる
住宅地域

一般住宅のほか空地も残
る区画整理済の住宅地域

小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

低層小売店舗等が建ち並
ぶ路線商業地域

一般住宅、アパート、畑等
が見られる住宅地域

中小規模の工場のほかに
資材置場等も見られる工業
地域

一般住宅、アパート等が見
られる住宅地域

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

中小規模の一般住宅等が
見られる住宅地域

農家住宅、民宿等が多い
国道背後の住宅地域

営業所、一般住宅、飲食店
等が建ち並ぶ地域

中小規模の一般住宅、ア
パート等が見られる住宅地
域

中規模の一般住宅が多い
閑静な住宅地域

御花畑

三峰口

秩父

秩父

新所沢

所沢

航空公園

狭山ヶ丘

小手指

所沢

新所沢

東所沢

大野原

小手指

狭山ヶ丘

新所沢

小手指

西所沢

西所沢

航空公園

下山口

所沢

新所沢

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

店舗

店舗

工場

住宅

皆野
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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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

所沢市 145,000 231 南　　      6m 水道

大字上安松字中道５３３番３５  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 19 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 100)

所沢市 205,000 139 南　　    5.5m 水道

＊ 緑町４丁目１８４２番１０    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 20 「緑町４－３７－５」 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

所沢市 225,000 159 北　　      6m 水道

小手指町４丁目１７番６    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専

(県)  - 21 Ｗ2 　　　 下水     570m   (  60, 200)

所沢市 236,000 100 北　　      6m 水道
大字北秋津字沖上人塚７３９番３５    1:1   私道　　　 ガス ２中専

(県)  - 22 Ｓ3 　　　 下水     500m   (  60, 200)

所沢市 132,000 109 北　　      5m 水道
大字下安松字上横道北１５０４番１３    1:1.5 私道　　　 ガス 準工

(県)  - 23 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

所沢市 47,000 875 台形 南西　    4.2m 水道 「調区」

大字下富字武野９０８番２外    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  - 24 Ｗ1 　　　       4km   (  60, 100)

所沢市 240,000 161 台形 北西　    4.2m 水道

東住吉６９３番１３    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 25 「東住吉１３－１１」 ＬＳ3 　　　 下水     420m   (  60, 200)

所沢市 820,000 84 北東　      6m 水道

日吉町１８８番１６外    1:1   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 「日吉町９－１７」 Ｓ5 　　　 下水     270m   (  80, 400)

所沢市 256,000 158 南西　     18m 水道

緑町１丁目１２番９    1:2.5 県道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  2 「緑町１－１７－１０」 Ｓ3 　　　 下水     400m   (  80, 200)

所沢市 203,000 176 台形 西　　     16m 水道

金山町１１５６番２    1:1.2 県道　　　 ガス 近商

(県) 5-  3 「金山町８－５」 ＲＣ3 　　　 下水     500m   (  80, 200)

所沢市 317,000 288 南東　     16m 水道

＊ 小手指町１丁目１５番７    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  4 Ｓ5 　　　 下水     170m   (  80, 300)

所沢市 154,000 651 台形 南西　     25m 水道

林３丁目５５３番１７  1.5:1   国道　　　 ガス 準住居

(県) 5-  5 Ｓ1 　　　背面道 下水     1.4km   (  60, 200)

所沢市 460,000 532 北　　     20m 水道

東住吉６３６番３    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  6 「東住吉１２－２３」 ＲＣ4 　　　 下水     210m   (  80, 400)

飯能 飯能市 20,700 144 台形 北東　      4m 水道 「都計外」

大字下名栗字和田４２４番２    2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｓ2 　　　      16km

飯能市 77,900 132 北　　      6m 水道

大字双柳字東原１０１４番７外  1.2:1   区画街路　 １中専

(県)  -  2 （双柳南部６－２、６－３） Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

飯能市 21,900 200 北西　    4.5m 水道 「都計外」

大字赤沢字中赤沢５４３番４    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　      12km

飯能市 90,000 267 台形 南　　      6m 水道

山手町１３９７番３    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 「山手町２３－７」 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

飯能市 74,300 116 西　　    4.2m 水道

大字中山字下町４４５番１８    1:1.2 市道　　　 １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  50,  80)

飯能市 39,400 208 南東　      6m 水道

永田台１丁目１７番１４    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     4.8km   (  50,  80)

飯能市 22,900 132 南東　    4.2m 水道 「都計外」

大字吾野字番場３６９番６  1.5:1   私道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　     1.2km

飯能市 27,200 141 台形 南　　      4m 水道 「都計外」

大字下赤工字宮ノ脇４５１番６    1:1   私道　　　  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　     7.9km

飯能市 115,000 166 北　　      6m 水道

＊ 緑町１４番３６    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

飯能市 80,000 196 北西　    4.7m 水道

大字矢颪字前原２７９番１    1:2   市道　　　 １低専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  50,  80)

飯能市 26,400 109 西　　      4m 水道 「都計外」

大字平戸字西ノ窪１３３番１１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　     400m

土地区画整理事業施行中
の駅に近い商業地域

店舗兼事
務所

店舗、事務所ビル等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

沿道関連施設が建ち並ぶ
県道沿いの路線商業地域

中小規模の店舗が建ち並
ぶ商業地域

一般住宅が見られる山あ
いの駅に近い住宅地域

中規模の一般住宅が多い
既存の住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

中規模一般住宅が多い郊
外の住宅地域

小規模分譲地のほか一般
住宅、小売店舗等がある住
宅地域

中規模一般住宅が区画整
然と建ち並ぶ丘陵地の住
宅地域

中小規模の店舗等が建ち
並ぶ路線商業地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

中規模の一般住宅が多い
閑静な住宅地域

一般住宅のほか、農家住
宅、作業所等が見られる住
宅地域

中小規模の一般住宅が見
られる土地区画整理事業
が進行中の住宅地域

中規模一般住宅の多い既
成の住宅地域

中規模の一般住宅が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

農家住宅等が見られる農
地の多い住宅地域

一般住宅、作業場、農地等
が混在する住宅地域

中規模一般住宅、共同住
宅等が見られる住宅地域

一般住宅のほかマンション
等が見られる住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

大小の小売店舗、銀行等
の建ち並ぶ駅前商業地域

中小規模の一般住宅、マン
ション等が見られる住宅地
域

新所沢

東所沢

所沢

小手指

新所沢

所沢

飯能

飯能

狭山ヶ丘

小手指

西所沢

新所沢

所沢

所沢

東飯能

飯能

西吾野

飯能

飯能

飯能

東飯能

東吾野

飯能

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

店舗兼住
宅

店舗兼住
宅

店舗兼住
宅

店舗

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

所沢
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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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

飯能市 77,400 181 北　　    3.5m 水道

大字岩沢字三ヶ谷戸３３５番２外    1:1.2 市道　　　 １中専

(県)  - 12 ＬＳ2 　　　     750m   (  60, 200)

飯能市 39,000 100 台形 南東　      4m 水道 「調区」

大字阿須字三王塚４４１番３８    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     2.7km   (  60, 200)

飯能市 133,000 201 南西　    6.8m 水道

仲町（元原町分）３５番７    1:2.5 市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「仲町６－１１」 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  80, 400)

飯能市 259,000 150 台形 東　　     15m 水道

＊ 仲町１９７番６    1:1.2 県道　　　 ガス 商業

(県) 5-  2 「仲町１０－３」 ＲＣ5F1B 　　　 下水      80m   (  80, 400)

加須 加須市 33,200 181 南　　      6m 水道

不動岡３丁目３７番４    1:1.2 市道　　　 １中専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     2.4km   (  60, 150)

加須市 42,200 161 北　　      6m 水道

久下２丁目３２番８    1:1.2 市道　　　 １低専

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  50,  80)

加須市 54,900 224 北東　      6m 水道

花崎北３丁目３番６    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

加須市 46,600 105 南西　    5.4m 水道

南町５４番２５    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 「南町８－３０」 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 150)

加須市 33,900 115 南西　      6m 水道

川口１丁目１４番１７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     2.2km   (  50,  80)

加須市 48,100 184 南西　      6m 水道

＊ 諏訪２丁目２番１５    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 「諏訪２－２－２３」 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 150)

加須市 27,700 165 北東　      6m 水道

外川４５８番３    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　 下水     2.6km   (  50,  80)

加須市 17,400 227 東　　      5m 水道 （都）

柳生字中通２１５１番３    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　     500m   (  60, 200)

加須市 39,500 137 南西　      6m 水道

旗井３丁目６番１９    1:1   市道　　　 １中専

(県)  -  9 ＬＳ2 　　　 下水     950m   (  60, 150)

加須市 34,000 163 北東　      6m 水道 （都）

陽光台２丁目８４３番１４８    1:1.5 市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

加須市 18,100 470 南西　      6m 水道 「調区」

上三俣字中通１３６３番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　     2.6km   (  60, 200)

加須市 22,600 301 西　　    5.9m 水道 「調区」

正能字弁天３９４番１    1:2   市道　　　 ガス  　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　     2.5km   (  60, 200)

加須市 11,000 499 北　　    5.3m 水道 「調区」

細間字萩原２８８番４    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　     5.1km   (  60, 200)

加須市 48,000 1,340 不整形 北東　     16m 水道

大門町５３６番３外    2:1   国道　　　 近商

(県) 5-  1 「大門町６－２４」 Ｓ1 　　　 下水     900m   (  80, 200)

加須市 75,500 92 南東　     18m 水道

中央１丁目５０５番５    1:1.5 県道　　　 商業

(県) 5-  2 「中央１－７－５５」 Ｓ3 　　　 下水     180m   (  80, 400)

加須市 35,300 12,136 北　　     16m 水道

南篠崎１丁目２番３    1:1.5 市道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　三方路     1.5km   (  60, 200)

加須市 25,000 13,442 台形 西　　     16m 水道

新利根１丁目９番３外    1:1.5 市道　　　 工業

(県) 9-  2 　　　三方路       6km   (  60, 200)

加須市 44,200 19,641 南西　   12.5m 水道 「調区」

芋茎字芋郷１２４８番１外    2:1   市道　　　  準防

(県) 9-  3 Ｓ3 　　　     5.3km   (  60, 200)

本庄 本庄市 9,500 417 南　　      6m 水道 （都）

児玉町高柳字間ノ田５３４番５    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　     3.4km   (  60, 200)

本庄市 36,000 194 北　　      6m 水道

万年寺２丁目２番３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 「万年寺２－２－２０」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  50,  80)

低層の小売店舗が多い既
成の商業地域

中小規模の一般住宅が建
ち並び、寺社等もある住宅
地域

中規模一般住宅のほか作
業所等も見られる住宅地域

一般住宅のほかに空地が
見られる区画整理済の住
宅地域

小規模一般住宅のほかに
アパート等が見られる住宅
地域

中規模の一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした閑静な
住宅地域

低層一般住宅の中に農地
や空地も見られる住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

中層店舗ビル、銀行等が
建ち並ぶ駅前の商業地域

農地の中に一般住宅、農
家住宅が見られる住宅地
域

中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

中規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる区画整理済の住
宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整理済の住宅地域

中規模の物流施設等が建
ち並ぶ工業地域

中規模工場が建ち並ぶ区
画整然とした工業地域

工場、物流施設が見られる
街区整然とした工業団地

店舗、事務所ビルが建ち並
ぶ駅前通りの商業地域

中規模な小売店舗、営業
所が見られる路線商業地
域

県営住宅、一般住宅、農地
等が混在する地域

一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

一般住宅等が建ち並びつ
つある土地区画整理事業
施行済の住宅地域

一般住宅、農家住宅、農地
等が混在する緩傾斜地の
住宅地域

加須

鷲宮

加須

飯能

飯能

飯能

元加治

花崎

加須

加須

栗橋

加須

加須

新古河

栗橋

柳生

加須

花崎

加須

加須

神保原

児玉

加須

栗橋工場

倉庫

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗

店舗兼住
宅

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

店舗

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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本庄市 44,600 165 南　　      6m 水道

本庄４丁目１０９１番３２    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  3 「本庄４－８－３６」 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

本庄市 54,500 231 台形 南西　    7.8m 水道

前原１丁目１９０９番８    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 「前原１－１２－９」 ＬＳ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

本庄市 52,400 198 南　　      6m 水道

四季の里２丁目５７０番２１５    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 「四季の里２－１５－１３」 ＬＳ2 　　　 下水     1.8km   (  50,  80)

本庄市 65,600 215 南　　      6m 水道

＊ 緑１丁目２８９１番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 「緑１－９－７」 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  50,  80)

本庄市 5,450 959 東　　    6.5m 水道 「都計外」

児玉町太駄字沢戸口９０５番外    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 北　　側道    10.7km

本庄市 20,300 464 西　　    6.1m 水道 （都）

児玉町児玉字町後南３０６番４  1.5:1   市道　　　 １住居

(県)  -  8 Ｗ2 　　　     900m   (  60, 200)

本庄市 62,500 209 北　　      6m 水道

早稲田の杜４丁目１６番４    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  9 「早稲田の杜４－１６－７」 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50,  80)

本庄市 36,800 198 南東　      4m 水道

小島南３丁目２０６８番３    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  - 10 「小島南３－１０－１７」 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

本庄市 17,600 150 南　　      6m 水道 （都）

児玉町児玉字大天白１６９４番６    1:1.5 市道　　　 準工

(県)  - 11 Ｗ2 　　　     1.4km   (  60, 200)

本庄市 14,200 606 北　　      5m 水道 「調区」

今井字北廓１１０１番１    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 12 ＬＳ2 　　　     3.6km   (  60, 100)

本庄市 106,000 231 東　　     15m 水道

銀座３丁目３１０８番２６    1:2   県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 「銀座３－５－２０」 ＲＣ3 　　　 下水 近接   (  80, 400)

本庄市 50,500 550 台形 南　　     16m 水道

栄３丁目５６５番１  1.2:1   県道　　　 ガス 準工

(県) 5-  2 「栄３－２－１０」 Ｓ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

本庄市 27,400 176 台形 南　　   12.6m 水道 （都）

児玉町児玉字外並木２４９７番３    1:2   県道　　　 商業

(県) 5-  3 Ｗ2 　　　 下水      60m   (  80, 400)

本庄市 73,200 2,417 台形 南東　     30m 水道

早稲田の杜３丁目１番３外    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居 準防

(県) 5-  4 「早稲田の杜３－１－４５」 ＬＳ1 　　　背面道 下水     210m   (  60, 200)

本庄市 18,300 18,461 北西　      8m 水道

下野堂字屋敷南２１４番２外    1:1.2 市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 北東　側道 下水     2.7km   (  60, 200)

東松山 東松山市 66,500 217 南西　    5.2m 水道

若松町１丁目１０６０番１    1:1   市道　　　 １住居

(県)  -  1 「若松町１－９－１７」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

東松山市 65,500 123 北　　    6.2m 水道

松本町１丁目４７２３番４６    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「松本町１－８－１７」 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

東松山市 77,500 192 南　　      6m 水道

大字高坂字弐番町８５８番    1:1.5 区画街路　 １中専

(県)  -  3 （高坂駅東口第一４０－８） Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

東松山市 60,900 172 西　　    5.2m 水道

松葉町２丁目１２８４番４１    1:2   市道　　　 １中専

(県)  -  4 「松葉町２－１６－３８」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

東松山市 65,800 195 台形 北西　      4m 水道

幸町１９１４番５  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 「幸町１２－４０」 ＬＳ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

東松山市 47,800 181 南　　      6m 水道

殿山町１９番３０  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     3.5km   (  50,  80)

東松山市 100,000 201 北　　    4.5m 水道

＊ 箭弓町１丁目５４３４番２    1:2   市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  7 「箭弓町１－１９－５」 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

東松山市 23,800 286 北西　      5m 水道 「調区」

大字岩殿字火上場３２５番４  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  8 Ｗ2 　　　     2.1km   (  60, 200)

東松山市 25,300 494 台形 東　　      7m 水道 「調区」

大字上唐子字東原１２７７番  1.2:1   市道　　　  　　 　　

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

本庄大規模工場、中小規模倉
庫等が建ち並ぶ工業地域

工場

中小規模一般住宅のほか
アパート等が混在する既成
住宅地域

一般住宅等が増えつつあ
る区画整理済の住宅地域

中規模一般住宅の中に空
地等も見られる住宅地域

農家住宅、一般住宅、店舗
が混在する山間の住宅地
域

店舗等が建ち並ぶ区画整
理済の路線商業地域

小売店舗、事業所等が建
ち並ぶ駅前通りの商業地
域

店舗、事務所、住宅等が混
在する路線商業地域

中高層の事務所、小売店
舗等が建ち並ぶ駅前の商
業地域

農家住宅と一般住宅が混
在し、畑も多い住宅地域

中小工場及び一般住宅が
混在し、空地も残る住宅地
域

中規模一般住宅等が建ち
並ぶ区画整然とした住宅地
域

中規模の一般住宅等が建
ち並ぶ住宅地域

中規模の一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

中規模一般住宅が増えつ
つある土地区画整理事業
が進行中の住宅地域

小規模の一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

一般住宅、農家住宅、農地
が混在する住宅地域

農家住宅、一般住宅等が
混在する住宅地域

中規模住宅の建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

中規模一般住宅が多い既
存の住宅地域

一般住宅等が多い区画整
然とした住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

一般住宅、店舗、アパート
等が混在する地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な新興住宅地域

児玉

本庄

本庄

本庄

本庄

東松山

高坂

東松山

東松山

本庄早稲
田

児玉

本庄

本庄

つきのわ

高坂

東松山

児玉

本庄

児玉

本庄

本庄

東松山

東松山

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

事務所

店舗、事務所
兼共同住宅

店舗兼住
宅

店舗

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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東松山市 164,000 124 西　　      9m 水道

＊ 箭弓町１丁目５２３９番３    1:1.5 市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「箭弓町１－４－１５」 Ｗ2 　　　 下水     250m   (  80, 400)

東松山市 70,000 121 北　　      8m 水道

松葉町３丁目３６９３番４０外    1:1.5 市道　　　 近商

(県) 5-  2 「松葉町３－７－１６」 Ｗ3 　　　       1km   (  80, 200)

東松山市 39,100 3,447 北東　      8m 水道

大字新郷８８番８    1:1.5 市道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　背面道 下水     1.4km   (  60, 200)

春日部 春日部市 65,300 185 南　　      6m 水道

米島字原８８４番５    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     730m   (  50,  80)

春日部市 142,000 181 北東　      6m 水道

中央２丁目１５番３    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     640m   (  60, 200)

春日部市 86,800 148 北　　      6m 水道

＊ 本田町１丁目９８番３    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

春日部市 89,900 102 西　　      4m 水道

八丁目字前２０９番１０    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

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

春日部市 74,800 109 北　　    4.5m 水道

牛島字前田１５００番５８  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     280m   (  60, 200)

春日部市 130,000 130 北東　      6m 水道

＊ 谷原２丁目１０番２    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

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

春日部市 96,300 100 南　　      6m 水道

備後東２丁目１５３２番４外    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  7 「備後東２－１２－１０」 Ｗ2 　　　 下水     930m   (  60, 100)

春日部市 79,700 109 南西　      6m 水道

増富字鍛冶田耕地５２４番８  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

春日部市 109,000 109 北西　      6m 水道

豊町５丁目１５番４    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

春日部市 81,200 132 東　　      6m 水道

梅田２丁目５９９番５  1.5:1   私道　　　 ガス １住居

(県)  - 10 「梅田２－１１－１９」 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

春日部市 50,200 119 北　　      5m 水道

西金野井字谷頭１７０４番３２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 11 Ｗ2 　　　     1.4km   (  50,  80)

春日部市 101,000 174 南東　      5m 水道

一ノ割２丁目２００番２８    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 12 「一ノ割２－５－４」 ＬＳ2 　　　 下水     780m   (  60, 200)

春日部市 68,800 154 東　　    6.2m 水道

西金野井字風早３３８番２２０    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 13 ＬＳ2 　　　 下水     930m   (  50,  80)

春日部市 84,000 100 北西　    4.5m 水道

上蛭田字深田耕地５６番１５    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     550m   (  60, 200)

春日部市 75,000 103 南　　    4.2m 水道

小渕字前田２２３番５    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

春日部市 25,200 457 南西　    6.1m 水道 「調区」

内牧字坊荒句２６１８番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 16 Ｗ2 　　　背面道     2.1km   (  60, 200)

春日部市 32,800 477 南　　      8m 水道 「調区」

薄谷字久佛７０番１外    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 17 Ｗ2 　　　     1.6km   (  60, 200)

春日部市 75,900 149 北　　      6m 水道

大衾字尾ヶ崎６２１番１０外    1:2.5 市道　　　 近商 準防

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     250m   (  80, 200)

春日部市 133,000 196 台形 南東　     15m 水道

大場字裏１０５０番３    1:1.5 市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  2 Ｓ4 　　　 下水     260m   (  80, 400)

春日部市 283,000 330 南　　      8m 水道

＊ 中央１丁目９番４外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  3 ＲＣ5 　　　 下水     180m   (  80, 400)

春日部市 105,000 116 北東　   10.3m 水道

上蛭田字中通２６０番９外    1:2   市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  4 ＬＳ2 　　　 下水     110m   (  80, 200)

戸建住宅を中心とする住宅
地域

農家住宅、一般住宅等が
見られる住宅地域

農地の中に農家住宅、一
般住宅等が散在する住宅
地域

一般住宅、作業所等が混
在する住宅地域

一般住宅が建ち並ぶほ
か、農地が残る住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした閑静な住
宅地域

低層混在ビル、小売店舗
等が建ち並ぶ商業地域

小売店舗、事務所等が集
積する中心的商業地域

小売店舗、銀行等が建ち
並ぶ駅前通り沿いの商業
地域

店舗や低層の混在ビルが
建ち並び駐車場も見られる
駅南口商店街

一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整理済の住宅地域

一般住宅やアパートが混
在し農地も見られる住宅地
域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

中小規模の工場が建ち並
ぶ工業団地

低層の店舗併用住宅、一
般住宅等が混在する路線
商業地域

小売店舗、飲食店舗等が
建ち並ぶ駅前の商業地域

区画整然とした戸建住宅の
建ち並ぶ住宅地域

在来住宅も見られる一般住
宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

一般住宅の中にマンション
や駐車場が見られる住宅
地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

東松山

東松山

一ノ割

春日部

藤の牛島

春日部

一ノ割

春日部

南桜井

森林公園

南桜井

一ノ割

南桜井

北春日部

春日部

豊春

春日部

武里

南桜井

武里

北春日部

春日部

豊春

豊春

店舗

店舗兼事
務所

事務所兼
共同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事務所
兼共同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗

店舗兼住
宅

工場
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基準地の周辺の土地の利
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 主要なも
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春日部市 52,600 991 北東　      8m 水道

南栄町９番１５外    1:1.5 市道　　　 ガス 工業

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

狭山 狭山市 129,000 167 北西　    4.5m 水道

富士見２丁目６４６９番５    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  1 「富士見２－２－３７」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

狭山市 141,000 157 南西　    6.8m 水道

＊ 入間川１丁目３３３８番４    1:1   市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  2 「入間川１－２３－９」 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

狭山市 90,600 100 台形 南東　    4.2m 水道

広瀬東４丁目１７３３番６外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 「広瀬東４－３８－１２」 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

狭山市 117,000 111 北東　    6.2m 水道

入間川字上窪１４９６番１  1.2:1   私道　　　 ガス １中専

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

狭山市 109,000 100 北西　    4.2m 水道

入間川２丁目２１６８番３８    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  5 「入間川２－１５－１６」 Ｗ2 　　　 下水     940m   (  60, 200)

狭山市 118,000 210 南　　      6m 水道

狭山台２丁目１６番１７外    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

狭山市 118,000 119 南西　    4.2m 水道

大字南入曽字北ノ前６８６番４７  1.5:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     580m   (  50,  80)

狭山市 110,000 136 北　　      4m 水道

入間川字イ３１４４番３７    1:1   私道　　　 ガス 準工

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

狭山市 45,500 1,195 西　　      5m 水道 「調区」

大字下奥富字前田１９６５番１    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  9 Ｗ1 　　　     1.4km   (  60, 200)

狭山市 112,000 154 北西　      5m 水道

大字東三ツ木字下ノ沢７４番２４    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     680m   (  50,  80)

狭山市 177,000 187 北西　     12m 水道

入間川１丁目３４４２番５１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  - 11 「入間川１－４－４９」 ＬＳ2 　　　 下水     480m   (  60, 200)

狭山市 236,000 1,284 不整形 北西　     16m 水道

入間川１丁目３４１４番１外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 「入間川１－１８－１」 　　　三方路 下水     110m   (  80, 400)

羽生 羽生市 33,300 215 西　　    5.9m 水道

西５丁目３５番１４    1:2   市道　　　 １住居

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     150m   (  60, 200)

羽生市 43,100 171 南東　      6m 水道

＊ 南２丁目１２３２番２    1:2   市道　　　 ２中専

(県)  -  2 「南２－７－９」 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

羽生市 38,400 206 北西　      6m 水道

大字下岩瀬字下岩瀬３０９番１外    1:1.5 区画街路　 ガス ２中専

(県)  -  3 （岩瀬７６－１０） Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 150)

羽生市 39,500 222 南西　      6m 水道

南羽生３丁目４番１３    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     300m   (  60, 150)

羽生市 32,000 245 台形 東　　      6m 水道

東３丁目１０番１３    1:1.5 市道　　　 １中専

(県)  -  5 「東３－１０－２０」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

羽生市 17,100 178 北　　    4.1m 水道

大字上新郷字町並５９８８番８    1:2   市道　　　 準工

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     1.3km   (  60, 200)

羽生市 16,900 328 南　　     10m 水道 「調区」

大字小松字大門北３１７番７  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ2 　　　     1.8km   (  60, 200)

羽生市 39,300 485 北　　     16m 水道

東７丁目１１番６  1.5:1   市道　　　 近商

(県) 5-  1 Ｗ2 東　　側道 下水     1.4km   (  80, 200)

羽生市 26,800 11,585 西　　     12m 水道

大沼２丁目４５番    1:1.5 市道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　     3.3km   (  60, 200)

鴻巣 鴻巣市 86,800 105 北東　      4m 水道

大間４丁目５９６番２８    2:1   市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  1 「大間４－２０－２４」 Ｗ2 　　　 下水     420m   (  60, 200)

鴻巣市 80,200 192 南西　      4m 水道

松原４丁目４７１５番２６    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 「松原４－１１－１９」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  50,  80)

一般住宅等が増えつつあ
る区画整理中の住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる区画整理済の住
宅地域

店舗、マンション等が建ち
並ぶ駅に近い商業地域

中小規模の工場が建ち並
ぶ街区整然とした工業地域

店舗や事業所等が見られ
る路線商業地域

農家住宅及び一般住宅が
混在する住宅地域

一般住宅の中に空地等も
見られる郊外の住宅地域

一般住宅の中に空地も見
られる閑静な住宅地域

一般住宅が建つ中に空地
等が見られる区画整理済
の新興住宅地域

一般住宅が建ち並び、背後
地に農地が見られる住宅
地域

中小規模住宅のほか空地
も見られる普通住宅地域

中規模一般住宅が見られ
る交通至便な住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

周囲に農地が広がるなか
に農家住宅が散在する住
宅地域

小規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

小規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

中規模一般住宅が多い交
通至便な住宅地域

小規模一般住宅が多い北
西斜面地の住宅地域

中小規模の一般住宅の中
に空地等が見られる住宅
地域

中小規模の工場、倉庫等
が建ち並ぶ工業地域

狭山市

狭山市

八木崎

入曽

狭山市

狭山市

狭山市

狭山市

南羽生

羽生

羽生

西羽生

狭山市

狭山市

新狭山

新狭山

狭山市

北本

鴻巣

羽生

羽生

羽生

新郷

羽生

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

空地

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

工場

住宅

住宅
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鴻巣市 77,700 162 北西　      6m 水道

稲荷町２０番１３    1:1.5 市道　　　 １低専

(県)  -  3 「稲荷町１６－４」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  50,  80)

鴻巣市 79,700 127 南西　    4.2m 水道

人形１丁目３１５７番４    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 「人形１－２－４４」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

鴻巣市 108,000 128 北東　    5.5m 水道

＊ 本町３丁目２３９９番４外    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  5 「本町３－６－１７」 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

鴻巣市 61,200 117 北東　      5m 水道

宮前字本田１２５番８７    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 150)

鴻巣市 80,200 178 南西　      4m 水道

宮地２丁目１９８８番１０外    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  7 「宮地２－５－９」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

鴻巣市 59,300 164 南西　    4.2m 水道

明用字壱ノ耕地４０番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

鴻巣市 61,300 171 台形 北西　    4.4m 水道

鎌塚３丁目２４５７番１    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  9 「鎌塚３－８－１７」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

鴻巣市 30,700 330 南西　      6m 水道

北根字前原１７２０番１    1:1   区画街路　 ガス １低専

(県)  - 10 （広田中央特定４８－７） Ｗ2 　　　 下水     6.5km   (  50, 100)

鴻巣市 65,600 161 南東　    6.2m 水道

筑波２丁目３４番    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 11 「筑波２－８－２１」 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

鴻巣市 15,200 885 南東　    5.3m 水道 「調区」

笠原字下手２４８１番外    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 南西　側道 下水     4.7km   (  60, 200)

鴻巣市 13,600 564 台形 東　　    5.9m 水道 「調区」

広田字番場２２４９番１  1.5:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 13 Ｗ1 北　　側道     5.4km   (  60, 200)

鴻巣市 127,000 403 不整形 南東　駅前広場 水道

栄町１６番２    1:2   市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「栄町２－２４」 ＲＣ4 　　　背面道 下水 駅前広場接面   (  80, 400)

鴻巣市 106,000 207 南西　     11m 水道

本宮町２２９２番１１    1:2   県道　　　 ガス 近商

(県) 5-  2 「本宮町１－１」 Ｓ3 　　　 下水     470m   (  80, 200)

鴻巣市 32,300 9,617 南東　      8m 水道

箕田字吉右エ門３２６４番１    1:1   市道　　　 工業

(県) 9-  1 　　　三方路 下水     2.1km   (  60, 200)

深谷 深谷市 11,400 500 南東　    4.2m 水道 「調区」

境字茶塚５７６番３    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     5.1km   (  60, 200)

深谷市 51,800 199 北東　      6m 水道

上柴町東７丁目２３番８外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

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

深谷市 14,000 978 不整形 南　　    5.1m 水道 （都）

武蔵野字新田１８７７番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 西　　側道 下水     1.5km   (  60, 200)

深谷市 10,300 714 北　　    6.9m 水道 「調区」

本田字岡屋敷２０２０番    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     3.3km   (  60, 200)

深谷市 48,100 198 南　　      5m 水道

田谷字下土腐２２５番４    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

深谷市 58,200 240 南西　      6m 水道

東方町５丁目６番１３外    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

深谷市 63,900 110 北　　    5.8m 水道

稲荷町１丁目３３９番１２    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  7 「稲荷町１－６－３８」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

深谷市 55,500 231 北西　      4m 水道

上野台字台坂西１６９番８    1:1.2 市道　　　 １中専

(県)  -  8 ＬＳ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

深谷市 10,500 665 台形 北　　      5m 水道 「都計外」

成塚字堂前３９５番１    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  -  9 Ｗ2 東　　側道     4.2km

深谷市 51,300 200 北西　      6m 水道

東方字杉町１７１０番３２    1:1   市道　　　 １住居

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     3.2km   (  60, 200)

中小工場、営業所のほか
一部住宅の介在する工業
地域

店舗、店舗兼住宅等が並
ぶ県道沿いの商業地域

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

中小規模の一般住宅が連
たんする既成住宅地域

農家住宅及び一般住宅が
混在する住宅地域

農家住宅が建ち並ぶ既成
の住宅地域

一般住宅が建ち並び畑等
空地も残る区画整然とした
住宅地域

農家住宅の中に一般住宅
が見られる住宅地域

中規模一般住宅が多く見ら
れる既成の住宅地域

中低層店舗、事務所が多
い駅前の商業地域

農家住宅の中に一般住宅
の混在する住宅地域

農地の多い中に農家のほ
か一般住宅等が介在する
農家集落地域

中小規模一般住宅の中に
農家、農地等も介在する住
宅地域

空地の多い中に一般住宅
等が増えつつある区画整
理中の住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ農地
も見られる住宅地域

一般住宅中心の利便性の
良い既成住宅地域

中小規模の一般住宅が多
い、旧市街部の住宅地域

一般住宅、共同住宅のほ
か畑も見られる区画整理済
の住宅地域

一般住宅が多く作業所等も
見られる住宅地域

一般住宅が増加しつつある
新興の住宅地域

中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

農家住宅のほか一般住宅
も見られる農地に囲まれた
住宅地域

一般住宅の中に共同住宅
等が見られる住宅地域

中小規模の一般住宅、ア
パート、工場等が混在する
既成住宅地域

北鴻巣

鴻巣

吹上

北鴻巣

吹上

吹上

鴻巣

北鴻巣

鴻巣

鴻巣

小前田

籠原

深谷

北鴻巣

鴻巣

鴻巣

北鴻巣

深谷

深谷

深谷

深谷

籠原

深谷

武川

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼共
同住宅

店舗

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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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

基準地番
号
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１平方メ
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たりの価
格 (円)
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の地積
　　(㎡)
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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
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他の主要
な交通施
設との接
近の状況

深谷市 66,000 166 南西　      6m 水道

＊ 上柴町西４丁目６番２３外    1:1   市道　　　 １中専

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     2.1km   (  60, 200)

深谷市 45,300 151 北　　      4m 水道

西大沼字萱裏３６９番２１    1:1   私道　　　 ガス １低専

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  50,  80)

深谷市 42,700 163 東　　      6m 水道

岡字内出２８０５番９    1:1.5 市道　　　 １中専

(県)  - 13 （岡中央２６－４） Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

深谷市 30,400 135 南西　      7m 水道

岡字中宿３２３９番３外    1:1.2 市道　　　 １住居

(県)  - 14 Ｓ3 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

深谷市 31,100 314 南　　    8.8m 水道 （都）

小前田字北町１３２９番１    1:2.5 市道　　　 １低専

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     200m   (  50,  80)

深谷市 34,000 240 西　　      6m 水道

田中字沢口前２９０５番２    1:1.2 市道　　　 １低専

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 100)

深谷市 22,600 486 北　　    4.2m 水道 （都）

永田字久保山５３５番１外    1:1.2 市道　　　 １住居

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水     300m   (  60, 200)

深谷市 15,500 641 西　　    4.5m 水道 「調区」

原郷字根岸１８０７番    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  - 18 ＬＳ2 　　　     3.3km   (  60, 200)

深谷市 11,800 726 西　　      4m 水道 「調区」

岡字伊勢林１５０５番    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  - 19 Ｗ2 　　　     2.3km   (  60, 200)

深谷市 124,000 139 台形 西　　駅前広場 水道

西島町２丁目１番４外    1:3   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 Ｓ4 　　　 下水 駅前広場接面   (  80, 500)

深谷市 85,000 1,008 北東　     16m 水道

上柴町西４丁目２番４  1.5:1   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  2 ＳＲＣ2 　　　 下水     2.2km   (  80, 400)

深谷市 43,100 143 西　　   13.2m 水道

岡字新田下２６２７番６    1:2   県道　　　 商業

(県) 5-  3 Ｓ2 　　　     160m   (  80, 400)

深谷市 32,800 261 台形 南西　      8m 水道

田中字東台４６番１    1:1   国道　　　 近商

(県) 5-  4 ＬＳ3 　　　背面道 下水     190m   (  80, 200)

深谷市 20,000 9,620 南東　     12m 水道

白草台２９０９番１８  1.2:1   市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 　　　     4.7km   (  50, 200)

上尾 上尾市 88,300 248 南西　    4.5m 水道

大字上字長浪１４８１番２３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50,  80)

上尾市 101,000 100 南　　    4.2m 水道
大字原市字拾九番耕地３８７３番７    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

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

上尾市 96,500 167 北西　      5m 水道

東町２丁目１６１６番４    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 「東町２－５－６」 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 200)

上尾市 129,000 190 東　　    4.2m 水道

大字瓦葺字荒神前１９９３番３    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  50,  80)

上尾市 122,000 161 南西　    6.2m 水道

向山１丁目４８番３  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     2.1km   (  50, 100)

上尾市 120,000 210 南東　      6m 水道

＊ 浅間台３丁目３３番１１    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 100)

上尾市 158,000 200 北西　    5.8m 水道

＊ 上町１丁目７０番２４６    1:2   市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  7 「上町１－１０－１３」 Ｗ2 　　　 下水     580m   (  60, 200)

上尾市 136,000 156 北東　      4m 水道

愛宕１丁目５２番１８  1.5:1   市道　　　 ２住居

(県)  -  8 「愛宕１－７－１５」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

上尾市 98,200 128 南東　    4.7m 水道

大字上尾下字陣屋６９９番２２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

上尾市 95,800 107 南東　    4.2m 水道

大字壱丁目字東原１７９番１１    1:1   市道　　　 １低専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  50, 100)

中規模の各種店舗が見ら
れる路線商業地域

中小規模の店舗ビル、事
務所ビルが多い駅前商業
地域

農家住宅が建ち並ぶ周囲
に農地の多い住宅地域

農家住宅が建ち並ぶ市街
地に近い住宅地域

中規模一般住宅が多く、周
辺に空地も多く残る私鉄駅
に近い住宅地域

一般住宅が建ち並び、中層
共同住宅、小工場も見られ
る住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ新興
住宅地域

区画整然とした閑静な分譲
住宅地域

大規模工場が建ち並ぶ工
業団地

小規模な小売店舗を中心
に一般住宅も見られる路線
商業地域

低層店舗併用住宅、銀行、
一般住宅等が混在する駅
前の商業地域

小規模の一般住宅が多く、
アパートや駐車場も見られ
る住宅地域

中小規模の一般住宅が多
くアパートも見られる住宅
地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ環境の良い住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整理済の住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

中規模一般住宅、小規模
貸家住宅に畑地が介在す
る地域

一般住宅のほかに共同住
宅等が見られる住宅地域

中規模一般住宅のほか農
地も見られる区画整然とし
た住宅地域

中規模一般住宅のほかに
農地も見られる駅に近い住
宅地域

一般住宅、農家住宅、店舗
等が混在する住宅地域

中規模一般住宅のほかに
空地等が多く残る区画整理
中の住宅地域

小規模に開発された住宅
地が多く見られる住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

岡部

深谷

原市

桶川

永田

武川

小前田

岡部

上尾

北上尾

深谷

深谷

深谷

岡部

深谷

上尾

東大宮

上尾

武川

武川

岡部

上尾

原市

上尾住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗、事務所
兼住宅

店舗

店舗兼住
宅

店舗兼住
宅

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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 主要なも
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基準地の
鉄道その
他の主要
な交通施
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上尾市 105,000 199 南東　      6m 水道

井戸木４丁目３６番１４外  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  50, 100)

上尾市 136,000 185 北東　      6m 水道

中妻２丁目１０番２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 100)

上尾市 111,000 158 北西　      4m 水道

緑丘５丁目１１番１０    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 13 「緑丘５－１１－１０」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

上尾市 106,000 177 南　　      6m 水道

中分１丁目１７番１４    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     3.3km   (  50, 100)

上尾市 121,000 176 北西　      4m 水道

弁財２丁目４７番５外    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 15 「弁財２－７－１２」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  50,  80)

上尾市 122,000 106 南東　    4.2m 水道

今泉１丁目１１番１１    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50, 100)

上尾市 92,800 125 南東　    4.5m 水道

大字上字宮下５８８番３３  1.2:1   市道　　　 １低専

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  50,  80)

上尾市 24,300 1,071 南西　      6m 水道 「調区」

菅谷２丁目４５番  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 18 Ｗ2 南東　側道     2.6km   (  50, 100)

上尾市 102,000 152 北　　      6m 水道

小泉６丁目３２番１４    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 19 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  50, 100)

上尾市 206,000 319 南西　     16m 水道

＊ 仲町１丁目２４６番１３外    1:1   県道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 「仲町１－８－２６」 ＲＣ3 　　　 下水     400m   (  80, 400)

上尾市 385,000 118 北東　    8.1m 水道

谷津２丁目１２３番１９    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  2 「谷津２－１－５０－３３」 ＳＲＣ3F1B 　　　 下水      80m   (  80, 400)

上尾市 394,000 273 南西　     21m 水道

宮本町３５２番１    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  3 「宮本町４－１８」 Ｓ3 　　　 下水     100m   (  80, 400)

上尾市 40,400 2,019 北西　      6m 水道

大字領家字山下１１５２番３３外    1:1.5 市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 　　　     4.6km   (  60, 200)

草加 草加市 122,000 167 東　　      6m 水道

稲荷３丁目９番１７    1:2   市道　　　 １中専

(県)  -  1 「稲荷３－９－２５」 ＬＳ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

草加市 177,000 240 西　　    5.5m 水道

＊ 栄町３丁目９８７番１６    1:1.2 市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  2 「栄町３－１１－４」 Ｗ2 　　　 下水     550m   (  60, 200)

草加市 149,000 115 東　　    5.3m 水道

氷川町５８１番３外    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

草加市 126,000 143 西　　      4m 水道

金明町字沼田８３９番６    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

草加市 111,000 179 東　　    6.5m 水道

長栄３丁目２６番２０    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 150)

草加市 115,000 132 東　　      6m 水道

花栗３丁目８０８番１２    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 「花栗３－２３－４０」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

草加市 154,000 123 南　　      4m 水道

松原５丁目１５６０番４外    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  7 「松原５－１１－７」 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

草加市 168,000 105 西　　      4m 水道

谷塚１丁目７９番１３    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  8 「谷塚１－１４－８」 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

草加市 95,000 102 東　　      4m 水道

青柳８丁目２５０９番４    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  9 「青柳８－２６－２４」 Ｗ2 　　　 下水     2.8km   (  60, 200)

草加市 129,000 138 東　　      4m 水道

八幡町字曽根５２７番４    1:2   市道　　　 ガス １住居

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

草加市 113,000 180 東　　      6m 水道

弁天５丁目３２０番７６    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  - 11 「弁天５－２４－１７」 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  60, 200)

中小規模一般住宅を中心
に空地も見られる区画整理
済の住宅地域

住宅

小規模の一般住宅、ア
パート等が混在する住宅地
域

一般住宅の中にマンション
が見られる住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ整然とした住宅地域

小規模住宅の中にアパート
等も見られる住宅地域

小規模住宅、アパート等が
混在する住宅地域

中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

中小規模の一般住宅等が
建ち並ぶ住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

一般住宅のほかに小工
場、倉庫も見られる住宅地
域

中小規模の一般住宅が多
い利便性の良い住宅地域

中小規模一般住宅が多くア
パートも見られる住宅地域

中規模一般住宅の多い区
画整理済の住宅地域

中規模の一般住宅の多い
区画整理済の住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

中規模の一般住宅が建ち
並ぶ区画整理済の住宅地
域

中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

中小規模の工場が多い工
業地域

中層の店舗兼事務所の多
い駅至近の商業地

中層店舗、事務所等が連
たんする駅に近い商店街

中層店舗ビルが多い駅に
近い県道沿いの商業地域

畑が多い中に、一般住宅、
農家住宅等が混在する住
宅地域

一般住宅の中に駐車場等
が見られる住宅地域

中小規模の一般住宅が多
い分譲住宅地域

上尾

上尾

北上尾

桶川

北上尾

獨協大学
前

草加

上尾

上尾

上尾

上尾

北上尾

北上尾

上尾

獨協大学
前

独協大学
前

新田

新田

草加

獨協大学
前

新田

新田

谷塚

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

店舗兼住
宅

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

北上尾
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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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

草加市 134,000 119 台形 東　　      6m 水道

瀬崎４丁目１３３８番７    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 12 「瀬崎４－１７－５」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

草加市 153,000 100 南西　      6m 水道

＊ 谷塚町字谷際１４４６番３８  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

草加市 115,000 100 東　　      4m 水道

西町３７１番４    2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

草加市 152,000 123 南　　    5.3m 水道

西町４４７番２    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 15 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

草加市 162,000 165 西　　      4m 水道

中央１丁目１４１番１０    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専

(県)  - 16 「中央１－５－６」 ＬＳ3 　　　 下水     950m   (  60, 200)

草加市 115,000 106 南西　      4m 水道

谷塚仲町字沼田８２番２  1.5:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

草加市 140,000 103 北西　      6m 水道

新里町字鬼子沼１５６０番４９    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 18 ＲＣ2 　　　 下水     620m   (  60, 200)

草加市 143,000 555 南　　     16m 水道

金明町字道上５１０番１外    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     370m   (  60, 200)

草加市 219,000 146 東　　     10m 水道

氷川町２１４３番１７外    1:1.2 市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  2 Ｓ5 　　　 下水     340m   (  80, 400)

草加市 287,000 437 北　　     16m 水道

栄町２丁目１０２８番１外    1:1.2 県道　　　 ガス 商業

(県) 5-  3 「栄町２－１１－１２」 Ｓ2 　　　背面道 下水      90m   (  80, 400)

草加市 144,000 853 東　　     14m 水道

栄町１丁目６９１番３外    1:1   県道　　　 ガス 準工

(県) 5-  4 「栄町１－８－１２」 ＲＣ5 　　　 下水     950m   (  60, 200)

草加市 88,500 4,161 東　　     16m 水道

青柳１丁目４６５４番７外    1:2   市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 「青柳１－６－３４」 Ｓ2 　　　 下水       3km   (  60, 200)

越谷 越谷市 118,000 96 南東　      4m 水道

蒲生３丁目１１７３番８  1.5:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 「蒲生３－１１－６」 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

越谷市 122,000 140 南　　      6m 水道

千間台西６丁目１５番１１  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

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

越谷市 106,000 180 西　　      4m 水道

大字大林字海道西３５６番３２    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 100)

越谷市 202,000 132 南　　      6m 水道

＊ 南越谷５丁目６番４１外    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

越谷市 111,000 112 北西　      6m 水道

東大沢２丁目１７番３  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 150)

越谷市 151,000 194 東　　      6m 水道

東越谷２丁目８番１３  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

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

越谷市 141,000 100 北東　      4m 水道

赤山町３丁目４４番１０  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 100)

越谷市 130,000 110 東　　    7.9m 水道

瓦曽根１丁目１０１番８外  1.5:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  8 「瓦曽根１－１２－１７」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 100)

越谷市 107,000 106 南西　      6m 水道

大字船渡字堀向３６７番５０    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

越谷市 116,000 120 南西　      4m 水道

大字上間久里字築堤６３番２６    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 100)

越谷市 147,000 148 北西　      6m 水道

＊ 千間台西２丁目２０番２    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 11 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

越谷市 127,000 151 南西　      6m 水道

蒲生南町９番８    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 12 「蒲生南町９－１６」 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  60, 200)

中小規模一般住宅が多く
見られる住宅地域

中小規模の一般住宅の
中、空地等も存する住宅地
域

住宅

中規模一般住宅のほかア
パートも見られる住宅地域

小規模の一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

小規模住宅、アパート等が
見られる住宅地域

大規模共同住宅、ロードサ
イド店舗が混在する県道沿
いの地域

小売店舗、飲食店、銀行等
が建ち並ぶ駅前商業地域

小規模店舗、事務所ビル、
共同住宅等が建ち並ぶ商
業地域

店舗、事務所、一般住宅等
が混在する路線商業地域

小規模住宅、アパート等が
見られる郊外の住宅地域

中小規模一般住宅のほ
か、空地が見られる住宅地
域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

中小規模の一般住宅等が
建ち並ぶ住宅地域

中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

中規模の工場、倉庫が整
然とした内陸型の流通業務
地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

中小規模の一般住宅の多
い分譲住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

小規模な一般住宅、マン
ションの多い住宅地域

小規模一般住宅の中に、ア
パート等が見られる住宅地
域

中規模一般住宅、アパート
等が混在する住宅地域

一般住宅の外にマンション
等が混在する住宅地域

小規模住宅とアパート等が
混在する住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整理済の住宅地域

草加

草加

草加

谷塚

谷塚

せんげん
台

蒲生

獨協大学
前

獨協大学
前

獨協大学
前

草加

新田

谷塚

せんげん
台

越谷

越谷

越谷

北越谷

新越谷

大袋

見沼代親
水公園

新田

せんげん
台

大袋

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

倉庫

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

店舗兼共
同住宅

店舗

店舗兼共
同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

- 21 -



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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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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越谷市 211,000 246 西　　      6m 水道

南越谷３丁目１０２４番３８    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 13 「南越谷３－１３－１９」 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

越谷市 128,000 102 南西　      6m 水道

宮本町３丁目５７番７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  - 14 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 100)

越谷市 134,000 143 北　　      6m 水道

北越谷３丁目１４番１４外    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 15 「北越谷３－１４－１４」 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

越谷市 103,000 124 北　　      6m 水道

大字南荻島字出津３３１３番６    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 16 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  50, 100)

越谷市 100,000 103 北　　      5m 水道

大字弥十郎字表沼７２２番６  1.5:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 17 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

越谷市 119,000 115 北　　      6m 水道

宮前１丁目７番５  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 18 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

越谷市 168,000 160 北西　      6m 水道

新越谷１丁目４９番２    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 19 ＬＳ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

越谷市 95,000 151 北　　      6m 水道

大字大道字房田８０３番１    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  - 20 （西大袋２４－５） Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 150)

越谷市 40,700 773 南西　      6m 水道 「調区」
大字増林字境地垣根添２６６６番１    1:2.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 21 Ｗ2 　　　       4km   (  60, 200)

越谷市 109,000 118 北西　      6m 水道

花田５丁目１５番１３    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 22 ＬＳ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 100)

越谷市 175,000 157 北　　      6m 水道

レイクタウン９丁目２１番３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  - 23 ＬＳ2 　　　 下水     600m   (  50, 100)

越谷市 144,000 150 北　　      6m 水道

レイクタウン５丁目３０番３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専 準防

(県)  - 24 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  50, 100)

越谷市 507,000 278 北　　     18m 水道

弥生町６５５番２    1:1.5 市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「弥生町１４－２０」 ＲＣ6 　　　 下水     100m   (  80, 400)

越谷市 433,000 998 南　　     20m 水道

南越谷１丁目２０番１０外  1.2:1   市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  2 ＳＲＣ8 　　　 下水     200m   (  80, 400)

越谷市 160,000 181 南　　    7.3m 水道

蒲生旭町２３７２番４    1:2   市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  3 「蒲生旭町１－４９」 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  80, 200)

越谷市 228,000 256 北　　駅前広場 水道

北越谷２丁目４２番１１    1:3   市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  4 「北越谷２－４２－１８」 Ｓ5 　　　 下水 駅前広場接面   (  80, 400)

越谷市 231,000 529 南　　     20m 水道

＊ 千間台西１丁目１０番１１外    1:1   市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  5 Ｓ3 　　　 下水     200m   (  80, 400)

越谷市 117,000 1,837 台形 西　　     12m 水道

大字大里字堀西５５３番１外    1:1   県道　　　 ガス 準工

(県) 5-  6 Ｓ1 　　　背面道 下水     700m   (  60, 200)

越谷市 255,000 391 北　　   21.5m 水道

レイクタウン８丁目１０番４    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  7 ＲＣ7 　　　背面道 下水     120m   (  80, 400)

蕨 蕨市 253,000 168 東　　      8m 水道

塚越５丁目２６番１４    1:1.2 市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  1 「塚越５－３４－１１」 ＬＳ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

蕨市 200,000 165 東　　      7m 水道

錦町２丁目５４３番２    1:2   市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  2 「錦町２－９－２３」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

蕨市 237,000 148 北東　    9.5m 水道

南町２丁目６５００番８    1:1.5 市道　　　 ガス １中専 準防

(県)  -  3 「南町２－２５－５」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

蕨市 542,000 199 北西　     18m 水道

塚越１丁目３番２３    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防

(県) 5-  1 「塚越１－３－２」 ＲＣ6 　　　 下水      60m   (  80, 400)

戸田 戸田市 250,000 189 北　　      6m 水道

＊ 上戸田２丁目３０番８    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  1 「上戸田２－３０－１４」 ＬＳ3 　　　 下水       1km   (  60, 200)

越谷レイク
タウン

住宅、アパート等が混在す
る住宅地域

中規模一般住宅が多く見ら
れる区画整理済の住宅地
域

住宅

農家住宅等が建ち並ぶ中
に農地も多く見られる住宅
地域

店舗、事務所ビル等が建ち
並ぶ駅前商業地域

小規模の小売店舗が連た
んする近隣の商業地域

中高層の事務所ビルが建
ち並ぶ商業地域

中層の事務所ビル、銀行
等が建ち並ぶ駅前商業地
域

中規模一般住宅等が見ら
れる区画整理中の住宅地
域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

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

中小規模の店舗、銀行等
の見られる商業地域

一般住宅、アパートが多い
区画整理済の住宅地域

中層の店舗、銀行等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

中小規模の一般住宅、ア
パート等の混在する住宅地
域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

中高層の店舗兼共同住宅
が建ち並ぶ商業地域

中規模の沿道店舗、工場
が建ち並ぶ路線商業地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整理済の住宅地域

小規模一般住宅の他、ア
パートも見られる住宅地域

一般住宅、アパート等が多
く、空地も見られる住宅地
域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

小規模の戸建住宅が多い
一般住宅地域

中規模の一般住宅が区画
整然と建ち並ぶ住宅地域

北越谷

越谷

新越谷

北越谷

越谷レイク
タウン

大袋

せんげん
台

北越谷

蒲生

新越谷

越谷

越谷

越谷

戸田

蕨

西川口

大袋

せんげん
台

新越谷

北越谷

越谷レイク
タウン

戸田

西川口

住宅

事務所

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗、事務所
兼住宅

住宅

店舗

店舗

店舗兼共
同住宅

住宅

店舗兼住
宅

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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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

戸田市 277,000 156 北　　    5.5m 水道

本町２丁目１９５７番５    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  2 「本町２－１６－２３」 Ｗ2 　　　 下水     300m   (  60, 200)

戸田市 203,000 99 南　　      6m 水道

笹目２丁目１２番２０  1.2:1   市道　　　 １中専 準防

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

戸田市 162,000 165 北西　      6m 水道

笹目６丁目７番９    1:1.2 市道　　　 １住居 準防

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

戸田市 222,000 134 北西　      6m 水道

下戸田２丁目１８番１４    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  -  5 「下戸田２－１８－９」 Ｗ3 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

戸田市 291,000 122 北　　    5.5m 水道

本町１丁目１３９７番３  1.2:1   市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  6 「本町１－２２－１９」 Ｓ3 　　　 下水     480m   (  60, 200)

戸田市 254,000 103 北　　      6m 水道

上戸田３丁目２３番３４    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

(県)  -  7 「上戸田３－２３－２０」 ＬＳ2 　　　 下水     740m   (  60, 200)

戸田市 252,000 105 北　　      6m 水道

大字新曽字稲荷１７１９番２    1:2   区画街路　 ガス １中専 準防

(県)  -  8 （新曽第１－１３９－２３） Ｗ2 　　　     640m   (  60, 200)

戸田市 257,000 178 北　　     16m 水道

下前１丁目１３０番１    1:2   市道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  1 「下前１－９－２５」 Ｓ3 　　　 下水       1km   (  80, 300)

戸田市 312,000 692 台形 西　　     20m 水道

大字新曽字芦原２１９６番１  1.5:1   区画街路　 商業 防火

(県) 5-  2 （新曽第１－１５－４） ＲＣ10 　　　 下水      50m   (  80, 400)

戸田市 370,000 286 台形 西　　     20m 水道

大字新曽字柳原４２０番１    1:1.5 区画街路　 ガス 商業 防火

(県) 5-  3 （新曽第１－１２２－１外） Ｓ5 北　　側道 下水 近接   (  80, 400)

戸田市 154,000 2,430 西　　    6.4m 水道

大字美女木字向田１１６７番１外    1:1   市道　　　 工業

(県) 9-  1 Ｓ1 南　　側道 下水     460m   (  60, 200)

戸田市 153,000 743 北東　      5m 水道

笹目南町１３８４番    1:2   市道　　　 準工

(県) 9-  2 「笹目南町１２－２４」 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

入間 入間市 121,000 119 南西　    5.2m 水道

扇町屋１丁目５６５番１４    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 「扇町屋１－９－３６」 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km   (  50,  80)

入間市 107,000 203 台形 北西　      5m 水道

宮前町１１２２番１１    1:1   市道　　　 １中専

(県)  -  2 「宮前町５－２１」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

入間市 116,000 95 南東　      4m 水道

東町４丁目４６番２２  1.5:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 「東町４－３－６３」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

入間市 135,000 185 北　　      5m 水道

東藤沢４丁目７９番７外    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 「東藤沢４－１４－８」 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

入間市 68,800 130 南東　      4m 水道

大字南峯字東加根古３８６番６  1.5:1   市道　　　 １住居

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

入間市 91,500 139 北　　      4m 水道

大字野田字馬場３２４番４    1:1.5 市道　　　 １住居

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     470m   (  60, 200)

入間市 118,000 116 北西　      4m 水道

高倉１丁目３４１番１８  1.5:1   道路　　　 ガス １中専

(県)  -  7 「高倉１－９－６」 Ｗ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

入間市 86,000 201 南東　    5.2m 水道

大字野田字二階西１１２９番７５    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     2.1km   (  50, 100)

入間市 120,000 165 南西　      6m 水道

＊ 久保稲荷１丁目３番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  50,  80)

入間市 98,000 100 北東　    4.5m 水道

大字上藤沢字山下５５４番２８    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

入間市 80,000 100 南東　    5.2m 水道

小谷田３丁目１２１６番２５外    1:1.2 私道　　　 準工

(県)  - 11 「小谷田３－６－４４」 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

入間市 42,300 920 南東　    8.5m 水道 「調区」

大字上藤沢字橋戸９０９番１    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　     2.7km   (  60, 200)

戸田

戸田

北戸田

戸田

農家住宅、一般住宅、作業
所等が多く、農地も見られ
る住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

住宅

中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

一般住宅の中にアパートが
混在する区画整然とした住
宅地域

一般住宅、アパート等のほ
か、空地も見られる住宅地
域

中層の店舗兼共同住宅等
が建ち並ぶ駅前の商業地
域

中高層の店舗付マンション
等が建ち並ぶ区画整理中
の駅前商業地域

店舗兼住
宅

店舗

一般住宅が多い区画整理
中の住宅地域

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

中小規模の一般住宅等が
建ち並ぶ住宅地域

小規模の一般住宅の多い
新興の住宅地域

小規模戸建住宅が建ち並
ぶ郊外の住宅地域

中規模一般住宅の多い区
画整然とした住宅地域

工場、倉庫、一般住宅が混
在する工業地域

中小規模の工場、倉庫等
が多い工業地域

中低層の店舗併用住宅等
が建ち並ぶ路線商業地域

一般住宅、マンション、ア
パート等が建ち並ぶ住宅地
域

一般住宅の中にアパート等
も見られる住宅地域

小規模の一般住宅とマン
ションが混在する地域

一般住宅等が建ち並ぶ利
便性のよい住宅地域

中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

中規模の一般住宅が多い
分譲住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ住宅
地域

中規模の一般住宅の多い
周辺に工場等も見られる住
宅地域

入間市

戸田公園

国道２９８
号

戸田公園

戸田公園

戸田公園

戸田

戸田

戸田公園

入間市

武蔵藤沢

入間市

武蔵藤沢

入間市

仏子

武蔵藤沢

入間市

元加治

金子

武蔵藤沢

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

倉庫

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

工場

住宅

住宅

住宅

住宅
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入間市 159,000 106 南東　      6m 水道

大字下藤沢字本山８８３番５    1:1   区画街路　 ガス １中専

(県)  - 13 （武蔵藤沢駅周辺１６－６） Ｗ3 　　　 下水     990m   (  60, 200)

入間市 213,000 113 東　　     16m 水道

豊岡１丁目１０７３番外    1:2.5 県道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「豊岡１－３－１７」 Ｓ4 　　　 下水     290m   (  80, 400)

入間市 71,000 10,015 西　　      8m 水道

大字狭山ケ原字松原１０８番１４    1:1.2 市道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　 下水     4.2km   (  60, 200)

朝霞 朝霞市 142,000 104 南東　      4m 水道

田島１丁目２８８番１５５    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 「田島１－４－１５」 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 200)

朝霞市 290,000 165 北西　      6m 水道

北原２丁目２番１６    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  2 「北原２－５－１２」 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

朝霞市 280,000 100 東　　    4.5m 水道

三原３丁目１４６８番５４  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 「三原３－２０－７－３」 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

朝霞市 253,000 103 西　　      5m 水道

＊ 本町１丁目１７５２番９    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 「本町１－１７－１９」 Ｗ3 　　　 下水     800m   (  60, 200)

朝霞市 217,000 100 南西　      4m 水道

溝沼２丁目１５８９番２５    1:1   私道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 「溝沼２－３－２１」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

朝霞市 174,000 155 北西　      4m 水道

根岸台３丁目６３６番１０    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

朝霞市 68,600 341 台形 南　　      7m 水道 「調区」

大字上内間木字中通１１７番１外    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 ＬＳ2 　　　     3.1km   (  70, 200)

朝霞市 270,000 100 東　　      6m 水道

仲町２丁目１７番１１    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  8 「仲町２－１０－５６」 Ｗ2 　　　 下水     740m   (  60, 200)

朝霞市 531,000 100 南東　     12m 水道

西原１丁目４番１５    1:1   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 「西原１－２－４８」 Ｓ3 　　　 下水 近接   (  80, 400)

朝霞市 112,000 2,964 西　　     12m 水道

膝折町２丁目１５５７番外    1:2   市道　　　 ガス 工業

(県) 9-  1 「膝折町２－１２－４７」 Ｓ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

志木 志木市 186,000 100 北西　      4m 水道

本町２丁目１６８５番１２  1.2:1   私道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 「本町２－１３－４」 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

志木市 149,000 115 北西　    4.2m 水道

中宗岡１丁目８４３番８    1:1   私道　　　 ガス １中専

(県)  -  2 「中宗岡１－１３－２８」 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 200)

志木市 214,000 96 南東　      4m 水道

幸町４丁目４３１番８    2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 「幸町４－２８－２」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

志木市 244,000 129 東　　      5m 水道

＊ 柏町４丁目２６８２番７    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 「柏町４－８－４０」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

志木市 142,000 101 南東　      6m 水道

上宗岡２丁目３３７番１０    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  -  5 「上宗岡２－２１－５１」 Ｗ2 　　　 下水     3.4km   (  60, 200)

志木市 280,000 128 北　　      4m 水道

本町６丁目２１９１番１４    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  6 「本町６－２５－３１」 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

志木市 252,000 168 東　　   16.8m 水道

本町１丁目１５９３番３    1:2.5 県道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 「本町１－１－１１」 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  80, 200)

和光 和光市 257,000 102 北東　    4.5m 水道

＊ 新倉１丁目４０２８番１２    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 「新倉１－２２－９６」 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

和光市 193,000 108 北西　      5m 水道

南１丁目２４６５番８    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  2 「南１－１０－２６」 Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  60, 200)

和光市 204,000 100 南西　    4.8m 水道

下新倉３丁目１９９３番２外    1:2.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 「下新倉３－２０－５７」 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

和光市 208,000 116 北東　      4m 水道

白子２丁目１７３８番１外    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 「白子２－５－２６」 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

朝霞

中層の店舗兼事務所ビル
等が見られる駅に近い商
業地域

中規模の戸建住宅が整然
と建ち並ぶ住宅地域

一般住宅のほか、アパート
等が見られる住宅地域

一般住宅のほかに農地が
見られる住宅地域

店舗、事業所等のほか一
般住宅、共同住宅も見られ
る路線商業地域

一般住宅と小規模工場が
混在する住宅地域

一般住宅の中にアパートが
見られる住宅地域

一般住宅のほかに共同住
宅等が見られる住宅地域

一般住宅、アパート等が見
られる住宅地域

一般住宅のほかに共同住
宅等が見られる住宅地域

一般住宅、アパート等が建
ち並ぶ住宅地域

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

小規模の一般住宅等が見
られる住宅地域

小規模の一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

中小規模工場等のほかに
住宅が見られる工業地域

中小規模の店舗等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

住宅、工場、倉庫等が混在
する住宅地域

一般住宅を中心とする既成
住宅地域

一般住宅、アパート等が建
ち並ぶ住宅地域

一般住宅、アパート等が見
られる住宅地域

一般住宅のほかにアパ－ト
が見られる住宅地域

中小規模の一般住宅等が
見られる住宅地域

中小規模の一般住宅等が
見られる住宅地域

中規模の工場、倉庫が多
い工業団地

朝霞

入間市

入間市

武蔵藤沢

朝霞台

朝霞

朝霞

朝霞

朝霞台

志木

柳瀬川

志木

志木

朝霞

北朝霞

成増

和光市

成増

和光市

志木

志木

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

倉庫兼事
務所

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

工場

住宅

住宅

志木

朝霞台

- 24 -



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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

和光市 197,000 102 北東　    4.2m 水道

中央２丁目４６３９番２２    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県)  -  5 「中央２－６－２５」 ＬＳ2 　　　 下水     1.4km   (  60, 200)

和光市 364,000 259 東　　     15m 水道

本町４４５２番６  1.2:1   市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「本町１７－２」 ＲＣ4 　　　 下水     550m   (  80, 400)

新座 新座市 197,000 158 東　　      6m 水道

野火止５丁目３７番２０  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 「野火止５－１２－２６」 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  50,  80)

新座市 151,000 100 南　　      6m 水道

畑中１丁目６０８２番２７    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「畑中１－８－３４」 Ｗ3 　　　 下水     3.2km   (  60, 200)

新座市 264,000 100 西　　      4m 水道

東北１丁目１４１番３外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 「東北１－３－１８」 Ｗ3 　　　 下水     800m   (  60, 200)

新座市 184,000 100 南　　    5.5m 水道

栄５丁目４８９９番２３    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  4 「栄５－１２－１１」 Ｗ2 　　　 下水     3.5km   (  60, 200)

新座市 162,000 104 東　　      4m 水道

西堀２丁目１８１６番７５    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 「西堀２－１１－１５」 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  60, 100)

新座市 133,000 132 南　　    5.3m 水道

畑中２丁目５７５６番２    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  6 「畑中２－１３－１６」 Ｗ2 　　　 下水     4.4km   (  50,  80)

新座市 152,000 99 南　　      6m 水道

石神２丁目１３８５番６５    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  7 「石神２－９－５」 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 100)

新座市 154,000 102 南西　    6.2m 水道

＊ 片山２丁目２８３４番５    1:1.2 市道　　　 １低専

(県)  -  8 「片山２－１１－１６」 Ｗ2 　　　 下水     3.1km   (  60, 100)

新座市 196,000 102 東　　    4.2m 水道

野寺５丁目３６９番７７  1.2:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  9 「野寺５－６－７」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

新座市 199,000 111 北西　    4.2m 水道

新堀２丁目２５２番１２    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  - 10 「新堀２－６－２６」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

新座市 222,000 120 北西　      6m 水道

＊ 野火止６丁目１２７８番    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 11 「野火止６－５－１０」 ＬＳ2 　　　 下水     750m   (  60, 150)

新座市 634,000 1,617 南西　     16m 水道

＊ 東北２丁目３６番１０９外    1:1.5 県道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 「東北２－３６－２４」 ＲＣ4 南東　側道 下水     130m   (  80, 400)

桶川 桶川市 83,000 119 東　　      4m 水道

大字坂田字細谷１５７０番７  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  50,  80)

桶川市 136,000 173 北東　      6m 水道

若宮２丁目４７８番外    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「若宮２－１０－５」 Ｗ3 　　　 下水     500m   (  60, 200)

桶川市 20,200 1,064 北　　    5.4m 水道 「調区」

大字小針領家字本村６２５番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ1 　　　     3.7km   (  60, 200)

桶川市 85,300 100 東　　      6m 水道
大字上日出谷字愛宕１０８５番３０    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 （上日出谷南１２６－６） Ｗ2 　　　 下水     2.2km   (  50, 100)

桶川市 71,100 164 南西　    6.2m 水道

大字坂田字向９７１番７６    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水       3km   (  50,  80)

桶川市 122,000 152 南東　      5m 水道

＊ 寿２丁目１３４１番１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  6 「寿２－１３－２１」 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

桶川市 161,000 188 北西　    6.7m 水道

南１丁目６５４番２の１    1:2   県道　　　 商業

(県) 5-  1 「南１－６－６」 ＬＳ3 　　　     150m   (  80, 400)

桶川市 42,200 2,765 南　　      8m 水道

赤堀１丁目７番  1.5:1   市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 Ｓ3 　　　 下水     4.2km   (  60, 200)

久喜 久喜市 102,000 130 北西　      4m 水道

久喜東３丁目５９番４９外  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 「久喜東３－１７－４」 Ｗ2 　　　 下水     730m   (  60, 100)

久喜市 84,500 171 北西　      6m 水道

本町６丁目６３５番１４９    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  2 「本町６－１０－１１」 ＬＳ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

住宅 一般住宅のほか空地等も
見られる住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

中規模工場、倉庫等が見ら
れる工業地域

低層の小売店舗が建ち並
ぶ駅通り沿いの既成商業
地域

中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

中規模一般住宅が多い大
規模分譲住宅地域

農地も多く見られる区画整
理中の、発展途上の住宅
地域

農家住宅、一般住宅等が
混在する周辺に農地の多
い住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ郊
外の住宅地域

小規模一般住宅の中にア
パート等が見られる住宅地
域

一般住宅が建ち並ぶ高台
の環境の良い住宅地域

一般住宅の建ち並ぶ郊外
の住宅地域

一般住宅のほかに農地等
が見られる住宅地域

一般住宅の多い中にマン
ション等も見られる区画整
理済の住宅地域

小規模一般住宅が多く畑も
見られる住宅地域

中高層の店舗ビル等が建
ち並ぶ駅前商業地域

一般住宅等が建ち並ぶ郊
外の住宅地域

一般住宅、アパート等が建
ち並ぶ住宅地域

一般住宅のほかに共同住
宅等が見られる住宅地域

一般住宅の中に倉庫等が
見られる郊外の住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ普通
住宅地域

店舗、事務所等が建ち並
ぶ既成商業地域

一般住宅、アパート、小工
場等が混在する住宅地域

和光市

和光市

大泉学園

ひばりヶ丘

朝霞台

清瀬

大泉学園

志木

朝霞台

新座

桶川

桶川

志木

清瀬

ひばりヶ丘

新座

桶川

久喜

久喜

桶川

桶川

桶川

桶川

桶川

工場兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗、事務所
兼住宅
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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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

久喜市 92,000 211 台形 北東　    7.2m 水道

本町１丁目９８７番４  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 「本町１－１０－２８」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

久喜市 103,000 167 北西　      6m 水道

吉羽１丁目４２番６    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  50, 100)

久喜市 64,700 153 北東　      6m 水道

青毛４丁目６番１１  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水       3km   (  50, 100)

久喜市 95,000 185 南東　    5.5m 水道

＊ 本町３丁目２５８番３    1:1   市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  6 「本町３－１６－１１」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

久喜市 41,100 180 南東　      4m 水道

菖蒲町菖蒲字寺田５０１３番５３１    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     7.5km   (  60, 200)

久喜市 49,100 344 北　　      6m 水道

伊坂字谷倒２８１番２    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  8 （栗橋駅西栗橋地区８６－１０） Ｗ2 　　　     640m   (  60, 150)

久喜市 42,400 156 北西　    6.3m 水道

栗橋東５丁目３０８１番１０    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  9 「栗橋東５－２３－６」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

久喜市 74,900 196 南東　      6m 水道

桜田４丁目１２番８  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  50,  80)

久喜市 19,100 382 西　　      6m 水道 「調区」

六万部字本村５４８番３    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 11 Ｗ1 　　　 下水     4.4km   (  60, 200)

久喜市 16,500 315 台形 南　　      6m 水道 「調区」

菖蒲町下栢間字在家２３４９番２    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     6.2km   (  60, 200)

久喜市 13,500 780 南　　    3.8m 水道 「調区」

高柳字田中１８９１番２    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 13 Ｗ2 　　　     3.2km   (  60, 200)

久喜市 18,600 400 南西　    5.8m 水道 「調区」

八甫４丁目４３番２    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  - 14 Ｗ2 　　　     2.1km   (  60, 100)

久喜市 69,000 264 北東　      6m 水道

西大輪４丁目１９番２    2:1   市道　　　 ガス ２中専

(県)  - 15 Ｗ2 　　　     650m   (  50, 150)

久喜市 118,000 144 南西　    8.1m 水道

久喜中央４丁目４８９番２    1:2   市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 「久喜中央４－１－１４」 Ｓ2 　　　 下水     450m   (  80, 200)

久喜市 63,900 145 南東　     25m 水道

鷲宮中央２丁目１２６５番１    1:1.5 市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  2 「鷲宮中央２－１－３３」 Ｓ3 　　　 下水 近接   (  80, 200)

久喜市 47,800 19,200 台形 南西　     14m 水道

菖蒲町昭和沼５番    1:1.5 市道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　 下水     5.5km   (  60, 200)

北本 北本市 101,000 126 南東　      6m 水道

宮内１丁目８９番１    1:2   市道　　　 ガス １低専

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

北本市 88,700 164 西　　      5m 水道

緑３丁目４７番外    2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  50,  80)

北本市 82,800 190 北東　      4m 水道

本宿６丁目２２９番外    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50,  80)

北本市 121,000 158 南東　    5.3m 水道

＊ 中央４丁目１９８番    1:1.2 市道　　　 ガス ２住居

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

北本市 75,100 165 北東　      5m 水道

中丸７丁目３３１番３外  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  50,  80)

北本市 17,700 1,223 北東　    6.8m 水道 「調区」

朝日４丁目２９０番    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 南東　側道     2.6km   (  60, 200)

北本市 111,000 262 南東　    7.8m 水道

北本２丁目２２６番外    1:2   市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  80, 200)

北本市 44,000 3,862 西　　      5m 水道

下石戸７丁目１６２番外  1.5:1   市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 　　　     1.6km   (  60, 200)

桶川大規模工場を中心に中小
規模工場等が集積する工
業地域

工場

低層店舗の多い中に住宅
等も介在する近隣型の商
業地域

畑の多い中に農家及び一
般住宅が散在する農家集
落地域

一般住宅の中に農地が残
る発展途上の住宅地域

一般住宅を中心に駐車場
等も混在する住宅地域

空地も見られる閑静な一般
住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整理済の住宅地域

中規模の一般住宅が多い
閑静な住宅地域

農家住宅のほか一般住宅
が見られる在来の住宅地
域

農地の中に農家住宅、一
般住宅が見られる農村住
宅地域

農家住宅や一般住宅が見
られる住宅地域

中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

小規模一般住宅が多い郊
外の閑静な住宅地域

中小規模一般住宅が増加
しつつある新興住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる区画整理済の住
宅地域

中小規模の工場等が建ち
並ぶ街区整然とした工業団
地

小売店舗、銀行、一般住宅
等が混在する駅前の商業
地域

小売店舗、事業所等が建
ち並ぶ既成商業地域

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

農家住宅や一般住宅が散
在する住宅地域

一般住宅の中に空地が見
られる区画整理中の住宅
地域

中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

一般住宅が多い区画整理
済の住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

栗橋

久喜

久喜

久喜

久喜

久喜

東鷲宮

桶川

久喜

東鷲宮

栗橋

北本

北本

久喜

鷲宮

久喜

東鷲宮

東鷲宮

北本

北本

桶川

北本

北本

住宅

店舗兼住
宅

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

店舗兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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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
　　(㎡)

基準地
の形状

 基準地
の利用
の現況

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

八潮 八潮市 113,000 101 東　　      6m 水道

緑町１丁目１１番２  1.5:1   市道　　　 １中専

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

八潮市 97,500 100 南西　      4m 水道

大字木曽根字上９４２番３  1.5:1   市道　　　 ガス １住居

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

八潮市 135,000 157 台形 南　　      6m 水道

＊ 中央１丁目２１番２３    1:1   市道　　　 １中専

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

八潮市 95,200 135 北　　    4.7m 水道

大字鶴ケ曽根字沖通８２２番２４    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

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

八潮市 155,000 148 西　　      6m 水道

八潮１丁目２８番１１    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

八潮市 113,000 117 北西　      6m 水道

大字鶴ケ曽根字宮田１３８９番２５    1:1.5 区画街路　 ガス １中専

(県)  -  6 （鶴ヶ曽根・二丁目５－５） Ｗ2 　　　 下水     2.3km   (  60, 200)

八潮市 40,700 483 北　　      4m 水道 「調区」

大字八條字幸ノ宮２６２２番３  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ1 　　　       4km   (  60, 200)

八潮市 122,000 173 北東　      6m 水道

大字木曽根字下１２１６番５  1.2:1   区画街路　 ガス １中専

(県)  -  8 （八潮南部東１１２－４） Ｗ3 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

八潮市 158,000 196 南　　     22m 水道

中央１丁目１５番４    1:2   県道　　　 近商

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     1.9km   (  80, 200)

八潮市 245,000 468 南西　     12m 水道

大瀬６丁目９番９    1:1   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  2 Ｓ5 　　　 下水     100m   (  80, 400)

八潮市 98,500 1,917 北西　    6.1m 水道

大字二丁目字若柳９８５番１外    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県) 9-  1 Ｓ3 　　　 下水     1.5km   (  60, 200)

八潮市 95,000 881 南西　      8m 水道

大字古新田字仕込３３０番１    1:3   区画街路　 工業

(県) 9-  2 （八潮南部西１６１－２－２外） 　　　     1.2km   (  60, 200)

富士見 富士見市 170,000 105 北東　      5m 水道

鶴馬１丁目２１７７番８    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 「鶴馬１－９－１１」 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

富士見市 199,000 227 南東　      6m 水道

＊ 水谷２丁目７番８    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

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

富士見市 148,000 100 南　　    4.2m 水道

羽沢１丁目１４１５番１０  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 「羽沢１－２－３０」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 100)

富士見市 124,000 73 南東　      4m 水道

貝塚２丁目１６５１番１５    1:1.5 私道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 「貝塚２－１５－５」 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  60, 100)

富士見市 181,000 109 北　　    4.6m 水道

鶴瀬西２丁目３６０３番５１    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  5 「鶴瀬西２－１３－３７」 ＬＳ2F1B 　　　 下水     650m   (  60, 200)

富士見市 235,000 185 南東　      6m 水道

東みずほ台２丁目１８番２２    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 ＬＳ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

富士見市 202,000 176 西　　      6m 水道

針ヶ谷２丁目８番９    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

富士見市 55,300 330 北　　    4.8m 水道 「調区」
大字東大久保字金子街道１６１９番７    1:1.2 市道　　　  　　 　　

(県)  -  8 ＲＣ2 　　　 下水     4.7km   (  60, 200)

富士見市 281,000 197 北西　      6m 水道

ふじみ野西１丁目１５番７    1:2   市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     370m   (  60, 200)

富士見市 253,000 150 南東　      6m 水道

ふじみ野東３丁目１番１４    1:2   市道　　　 ガス ２中専

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

富士見市 482,000 112 北東　駅前広場 水道

西みずほ台１丁目２０番７    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 ＲＣ5 　　　 下水 駅前広場接面   (  80, 400)

富士見市 357,000 399 南東　     28m 水道

ふじみ野東１丁目１４番２    1:1.5 市道　　　 ガス 近商 準防

(県) 5-  2 ＲＣ4 　　　三方路 下水     200m   (  80, 200)

八潮

八潮

八潮

中規模一般住宅が多い区
画整理施行中の住宅地域

住宅

中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ中にアパートも見ら
れる住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

小規模の一般住宅が多い
住宅地域

農地の中に農家住宅等が
散在する住宅地域

小規模一般住宅の多い区
画整理中の住宅地域

一般住宅、アパート、駐車
場、畑等が混在する住宅地
域

小規模低層一般住宅が密
集する既成住宅地域

小規模の一般住宅が多い
住宅地域

一般住宅の中に空地が見
られる住宅地域

一般住宅とアパート等が混
在する住宅地域

中低層店舗兼共同住宅が
多い駅前通線沿い商業地
域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整理済の住宅地域

一般住宅、マンションのほ
か駐車場、空地等も見られ
る住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

倉庫、営業所、一般住宅等
の混在する地域

スーパー、小売店舗等が建
ち並ぶ商業地域

中小規模程度の工場、作
業所等を中心とする工業地
域

中高層の店舗兼共同住
宅、事務所ビル等が見られ
る商業地域

店舗、事務所等が建ち並
ぶ駅前商業地域

一般住宅、農家住宅等が
見られる農地の多い住宅
地域

一般住宅、アパート、畑地
等が混在する区画整然とし
た住宅地域

一般住宅の中にアパートが
見られる住宅地域

小規模住宅、アパート等が
見られる住宅地域

八潮

八潮

八潮

八潮

鶴瀬

みずほ台

鶴瀬

八潮

八潮

草加

八潮

草加

みずほ台

ふじみ野

みずほ台

みずほ台

鶴瀬

みずほ台

住宅

店舗

店舗兼共
同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

事務所兼
住宅

住宅

倉庫兼事
務所

住宅

工場

店舗兼共
同住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

ふじみ野

ふじみ野

ふじみ野
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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

基準地番
号

 基準地の所在及び地番並びに
住居表示
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１平方メ
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たりの価
格 (円)

基準地
の地積
　　(㎡)
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の形状
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の現況

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

富士見市 445,000 311 台形 北東　駅前広場 水道

大字鶴馬字名シ久保２６０５番１０    2:1   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  3 （６８街区７画地） ＲＣ6 　　　 下水 駅前広場接面   (  80, 400)

三郷 三郷市 114,000 105 東　　      5m 水道

岩野木字屋敷添１０４番４１    1:1.5 市道　　　 １住居

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

三郷市 116,000 107 北　　    6.9m 水道

新和４丁目３００番２    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  60, 200)

三郷市 134,000 121 東　　      6m 水道

＊ 早稲田３丁目１７番１３  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

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

三郷市 105,000 123 東　　    4.9m 水道

高州１丁目１１５番１外    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     3.5km   (  60, 200)

三郷市 101,000 140 北西　      5m 水道

戸ケ崎４丁目１５９番１    1:1   市道　　　 ２中専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     3.8km   (  60, 200)

三郷市 149,000 154 南　　      6m 水道

早稲田１丁目１３番４    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  6 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

三郷市 90,000 108 西　　    4.6m 水道

彦川戸１丁目３０９番６  1.5:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  7 Ｗ2 　　　 下水     2.8km   (  60, 200)

三郷市 108,000 150 北西　      6m 水道

泉２丁目２８番３    1:2   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  8 Ｗ2 　　　 下水     2.6km   (  60, 150)

三郷市 92,300 100 台形 南東　    4.5m 水道

彦江１丁目１０１番２５    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  9 Ｗ2 　　　 下水     2.5km   (  60, 200)

三郷市 102,000 100 北　　    4.9m 水道

戸ケ崎２丁目５２２番１２    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

(県)  - 10 Ｗ2 　　　 下水     3.3km   (  60, 200)

三郷市 50,200 375 東　　    6.4m 水道 「調区」

栄５丁目２２番  1.5:1   市道　　　  　　 　　

(県)  - 11 Ｗ2 　　　       2km   (  60, 200)

三郷市 151,000 140 南　　      6m 水道

三郷３丁目１９番２３    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  - 12 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

三郷市 163,000 128 北　　      6m 水道

中央２丁目１０番３    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  - 13 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

三郷市 140,000 200 北　　      5m 水道
新三郷ららシティ１丁目１８６７番３８    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防

(県)  - 14 「新三郷ららシティ１－１－１１」 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

三郷市 192,000 773 東　　     22m 水道

早稲田２丁目１７番７外  1.5:1   市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 ＳＲＣ2 　　　 下水     500m   (  80, 200)

三郷市 115,000 825 南　　   10.4m 水道

戸ケ崎３丁目６７７番１  1.5:1   市道　　　 １住居

(県) 5-  2 Ｓ1 東　　側道 下水     3.4km   (  60, 200)

三郷市 124,000 2,579 西　　     29m 水道

ピアラシティ１丁目３番５外  1.5:1   市道　　　 ガス 準住居 準防

(県) 5-  3 Ｓ2 　　　背面道 下水     2.8km   (  60, 200)

三郷市 222,000 301 北西　     29m 水道

中央１丁目１３番３    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  4 ＲＣ7 　　　 下水     340m   (  80, 300)

三郷市 96,000 803 西　　      9m 水道

新和５丁目１２２番１外  1.2:1   市道　　　 ガス 準工

(県) 9-  1 Ｓ3 　　　 下水     1.8km   (  60, 200)

三郷市 110,000 1,984 北東　      8m 水道

泉３丁目７番２外    1:3   市道　　　 ガス 工業

(県) 9-  2 北西　側道 下水     700m   (  60, 200)

蓮田 蓮田市 110,000 185 南　　      4m 水道

見沼町３００７番１    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 「見沼町６－３」 ＬＳ2 　　　 下水     580m   (  60, 200)

蓮田市 106,000 296 北西　      4m 水道

御前橋１丁目８４７番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 「御前橋１－２－２３」 ＬＳ2 　　　 下水     620m   (  50,  80)

蓮田市 22,700 423 台形 東　　    4.5m 水道 「調区」

大字江ケ崎字前側１３０８番１    1:1.5 市道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     3.8km   (  60, 200)

一般住宅、マンション等が
混在する区画整然とした住
宅地域

住宅

住宅

住宅

中層の店舗、事務所ビル
が建ち並ぶ駅前商業地域

店舗兼事
務所

中規模一般住宅が建ち並
ぶ新興住宅地域

中規模一般住宅、アパート
が建ち並ぶ区画整理済の
住宅地域

一般住宅の建ち並ぶ住宅
地域

中規模一般住宅が多い中
に空地が見られる区画整
理済の住宅地域

工場 大規模工場、倉庫が建ち
並ぶ、インターに近い工業
地域

低層店舗や中高層店舗兼
共同住宅等が見られる商
業地域

店舗兼共
同住宅

低層店舗の建ち並ぶ路線
商業地域

店舗、レストラン、倉庫など
が混在する路線商業地域

農地が多く見られる中に農
家住宅等が存する地域

小売店舗、スーパー等が多
い駅前の商業地域

畑や屋敷林の中に農家住
宅や一般住宅が散在する
住宅地域

中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

一般住宅が多く見られる住
宅地域

中小工場、一般住宅、マン
ション等の混在する地域

小規模一般住宅のほか空
地等も見られる住宅地域

一般住宅、農家住宅、倉庫
等が混在する住宅地域

小規模一般住宅と農家住
宅等が混在する住宅地域

アパート、マンション等が多
く見られる住宅地域

一般住宅、アパートのほか
空地も残る住宅地域

小規模の一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

一般住宅、アパート、倉庫
等の混在する住宅地域

三郷

三郷中央

 田

 田

三郷中央

三郷

三郷中央

三郷

三郷中央

三郷中央

三郷中央

新三郷

 田

新三郷

住宅

住宅

住宅

店舗

店舗

店舗

工場兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

鶴瀬

三郷

三郷中央

新三郷

三郷

三郷中央

金町

新三郷

三郷中央

三郷イン
ター
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蓮田市 90,200 218 南東　    6.5m 水道

緑町２丁目２２５３番５  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 「緑町２－１９－９」 Ｗ2 　　　 下水     1.4km   (  50,  80)

蓮田市 121,000 261 南西　    7.2m 水道

＊ 東５丁目６０７番１外    1:2.5 市道　　　 ガス １住居

(県)  -  5 「東５－７－１４」 Ｗ2 　　　 下水     420m   (  60, 200)

蓮田市 170,000 227 南東　     16m 水道

本町３８５６番２外    1:2   県道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「本町４－４」 Ｓ3 　　　 下水     120m   (  80, 400)

坂戸 坂戸市 54,700 153 南東　      6m 水道

鶴舞３丁目２２９番２１    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 「鶴舞３－１３－７」 Ｗ2 　　　 下水     950m   (  50,  80)

坂戸市 71,500 205 北西　      6m 水道

にっさい花みず木５丁目２番３    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     3.6km   (  50, 100)

坂戸市 99,600 172 東　　      6m 水道

元町７１番１０  1.2:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

坂戸市 33,300 152 南東　      5m 水道

西坂戸２丁目１５６６番１８  1.2:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 「西坂戸２－６－１０」 Ｗ2 　　　 下水     1.8km   (  50,  80)

坂戸市 89,700 193 西　　      5m 水道

清水町１２９１番６１    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 「清水町３０－１５」 ＬＳ2 　　　 下水     1.4km   (  50,  80)

坂戸市 99,500 116 東　　    4.2m 水道

関間２丁目１５４番２８  1.5:1   私道　　　 準工

(県)  -  6 「関間２－９－１１」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

坂戸市 27,200 1,526 東　　    6.3m 水道 「調区」

大字中小坂字金山４８４番１    1:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  7 Ｗ1 　　　       3km   (  60, 200)

坂戸市 181,000 203 東　　     18m 水道

緑町４番４外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 「緑町４－４」 ＲＣ5 　　　 下水     250m   (  80, 400)

坂戸市 48,900 12,165 南西　     12m 水道

千代田５丁目４番１４    1:2   市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 「千代田５－４－３４」 Ｓ2 　　　背面道 下水     1.9km   (  60, 200)

坂戸市 46,800 7,819 台形 南東　     16m 水道

にっさい花みず木７丁目３番２    1:1.5 市道　　　 ガス 準工

(県) 9-  2 Ｓ2 東　　側道 下水     3.6km   (  60, 200)

幸手 幸手市 57,900 126 北西　    4.9m 水道

中３丁目９６７番３    1:1.2 市道　　　 １住居

(県)  -  1 「中３－１０－１１」 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

幸手市 62,700 134 南東　    5.5m 水道

＊ 中２丁目７４２番２    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「中２－７－３７」 Ｗ2 　　　 下水     500m   (  60, 200)

幸手市 46,800 101 南東　    4.2m 水道

南２丁目９４４番１２    1:1.5 市道　　　 １中専

(県)  -  3 「南２－１２－５」 Ｗ2 　　　 下水     960m   (  60, 200)

幸手市 16,100 580 南　　    6.9m 水道 「調区」

大字平野字芝原７０番外    1:1   県道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ1 　　　     4.8km   (  60, 100)

幸手市 68,900 562 西　　   10.5m 水道

＊ 中２丁目６２５９番２外    1:3   県道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 「中２－２－６」 ＲＣ2 　　　 下水     400m   (  80, 400)

幸手市 43,000 9,918 南西　     12m 水道

大字木立字流作１８３０番２１    1:1.5 市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  1 Ｓ2 　　　     5.3km   (  60, 200)

鶴ヶ島 鶴ヶ島市 102,000 100 南　　    4.2m 水道

大字藤金字柴山８９０番７７  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

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

鶴ヶ島市 86,800 106 南東　      4m 水道

大字下新田字羽折６２１番２４７  1.5:1   市道　　　 ガス １住居

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

鶴ヶ島市 104,000 112 西　　    5.2m 水道

大字上広谷字神明２４４番１０  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     850m   (  60, 200)

鶴ヶ島市 108,000 131 西　　      6m 水道

＊ 脚折町１丁目１１番１６    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  4 「脚折町１－１１－１８」 ＬＳ2 　　　 下水     750m   (  60, 200)

鶴ヶ島市 23,500 872 北　　      6m 水道 「調区」

大字太田ケ谷字新井５０７番１外    1:2   市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 ＬＳ2 　　　     2.6km   (  60, 200)

中規模の一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅地
域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する既成の住宅地域

一般住宅が多く団地に隣
接する住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

中小規模の工場が建ち並
ぶ工業団地

小売店舗、事務所等が建
ち並ぶ既成商業地域

農家住宅、一般住宅、小売
店舗等が混在する住宅地
域

小規模の建売住宅が建ち
並ぶ住宅地域

一般住宅が多く店舗等も見
られる既成住宅地域

銀行、小売店舗等が建ち
並ぶ商業地域

中小規模の一般住宅のほ
かに、駐車場等が見られる
住宅地域

中小規模工場、倉庫等が
建ち並ぶ工業地域

中規模工場が建ち並ぶ街
区整然とした工業団地

店舗、事務所ビル等が建ち
並ぶ駅前通りの商業地域

農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

一般住宅のほか共同住宅
等も見られる住宅地域

中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

中規模の一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅地
域

農家住宅のほか一般住宅
も見られる農家集落地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

中規模程度の一般住宅が
多い住宅地域

北坂戸

一本松

 田

 田

 田

幸手

幸手

幸手

北坂戸

若葉

坂戸

北坂戸

川角

北坂戸

坂戸

鶴ヶ島

鶴ヶ島

坂戸

鶴ヶ島

坂戸

若葉

幸手

幸手

幸手

住宅

住宅

住宅

事務所

倉庫兼事
務所

住宅

住宅

住宅

診療所兼
住宅

事務所、研究
所、倉庫等

工場兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗

住宅
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鶴ヶ島市 182,000 184 南東　    7.5m 水道

大字上広谷字在家１７３番３    1:2   市道　　　 ガス 商業

(県) 5-  1 Ｓ3 北東　側道 下水     180m   (  80, 400)

鶴ヶ島市 60,600 6,362 台形 北西　     17m 水道

三ツ木新町２丁目５番２３外  1.5:1   市道　　　 ガス 工業

(県) 9-  1 Ｓ1 南　　側道     2.9km   (  60, 200)

日高 日高市 68,400 163 南西　      6m 水道

四本木１丁目７番６    1:2   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  60, 200)

日高市 62,300 132 南西　    6.2m 水道

大字原宿字上ノ台２３４番１６外    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     600m   (  50,  80)

日高市 62,400 141 南西　      6m 水道

大字高萩字谷ツ１１３８番７    1:1   市道　　　 ガス １低専

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

日高市 49,200 185 南　　    4.7m 水道

武蔵台２丁目５６８番６１    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 「武蔵台２－３－１３」 Ｗ2 　　　 下水     750m   (  50,  80)

日高市 19,600 539 南西　      5m 水道 「調区」

大字清流字小坂１８４番４  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     1.8km   (  60, 100)

日高市 77,500 130 南西　     12m 水道

高麗川１丁目６番１１    1:2   県道　　　 ガス １住居

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

日高市 47,200 14,076 不整形 南西　    9.4m 水道 「調区」

大字馬引沢字向ノ原３３８番２外    1:3.5 県道　　　  　　 　　

(県) 9-  1 Ｓ5 北　　側道     700m   (  60, 200)

吉川 吉川市 106,000 138 東　　      6m 水道

吉川１丁目１７番１０    1:1.2 市道　　　 ガス ２中専

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

吉川市 133,000 192 南　　      6m 水道

高富２丁目２番１４外    1:2   市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     550m   (  60, 200)

吉川市 103,000 100 東　　      4m 水道

中野１５番５    2:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 Ｗ3 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

吉川市 115,000 150 北　　      6m 水道

美南５丁目２０番５    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  50, 100)

吉川市 39,100 500 西　　      7m 水道 「調区」

大字中曽根字水溜１４５０番２外  1.2:1   市道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     1.3km   (  60, 200)

吉川市 206,000 145 西　　     20m 水道

保１丁目１３番４    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火

(県) 5-  1 Ｓ4 　　　 下水     250m   (  80, 400)

吉川市 55,000 948 南　　      8m 水道

大字中井字小松川３８番１    1:2.5 市道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　 下水       3km   (  60, 200)

吉川市 64,300 4,025 南東　     10m 水道

旭３番２    1:1.5 市道　　　 ガス 工専

(県) 9-  2 Ｓ1 　　　 下水     6.4km   (  50, 200)

ふじみ野 ふじみ野市 171,000 111 北西　    5.3m 水道

＊ 駒西２丁目４２３番２２    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 「駒西２－９－２５」 Ｗ2 　　　 下水       1km   (  60, 100)

ふじみ野市 162,000 135 南西　      4m 水道

富士見台６５９番２１  1.5:1   市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  2 「富士見台１７－５」 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  60, 200)

ふじみ野市 182,000 125 南西　      4m 水道

北野１丁目３０９７番１６    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 「北野１－３－２１」 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 200)

ふじみ野市 142,000 150 南東　      6m 水道

緑ケ丘２丁目１９０６番３４    1:2   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  4 「緑ケ丘２－３－８」 Ｗ2 　　　 下水       2km   (  50,  80)

ふじみ野市 148,000 99 南東　    5.2m 水道

亀久保字赤土原６４３番３４    1:1   市道　　　 ガス １低専

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.6km   (  50,  80)

ふじみ野市 223,000 198 南西　      6m 水道

うれし野１丁目３番１２    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  6 「うれし野１－３－２３」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

ふじみ野市 176,000 221 北　　      7m 水道

福岡中央２丁目８９９番３    1:2   市道　　　 ガス 近商

(県) 5-  1 「福岡中央２－１４－４」 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  80, 200)

倉庫、事業所等が集積する
工業地域

一般住宅が建ち並ぶ丘陵
地の大規模分譲住宅地域

一般住宅が多い区画整理
済の住宅地域

県道沿いに中小規模の店
舗等が建ち並ぶ商業地域

一般住宅と農家住宅が散
在する畑の多い住宅地域

中小規模工場等が建ち並
ぶ工業団地

倉庫 県道沿いに物流倉庫、事
業所等が建ち並ぶ地域

倉庫

小規模の一般住宅が多い
住宅地域

中規模の一般住宅が多い
既成住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する住宅地域

中小規模一般住宅に共同
住宅が見られる住宅地域

小規模一般住宅に共同住
宅が見られる住宅地域

小売店舗の建ち並ぶ路線
商業地域

一般住宅のほかに共同住
宅等が見られる区画整然と
した住宅地域

小規模な工場、倉庫、作業
所が建ち並ぶ工業地域

店舗、事務所、マンション等
が混在する商業地域

農家住宅、一般住宅、事業
所等が散在する地域

中規模一般住宅が建つ区
画整然とした住宅地域

小規模の一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

中規模一般住宅等が区画
整然と建ち並ぶ中に空地も
見られる住宅地域

区画整理済の地域に隣接
して小規模の建売住宅が
見られる住宅地域

一般住宅のほかに農家住
宅が見られる住宅地域

中規模一般住宅、共同住
宅、事業所兼居宅等が混
在する住宅地域

店舗、事業所、店舗付共同
住宅等が建ち並ぶ駅前通
りの商業地域

高麗川

鶴ヶ島

吉川

吉川

吉川

高麗川

高麗

上福岡

上福岡

ふじみ野

吉川

吉川

吉川美南

上福岡

ふじみ野

ふじみ野

上福岡

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

工場

住宅

住宅

工場、倉庫兼
事務所

住宅

住宅

店舗

住宅

住宅

住宅

店舗付共
同住宅

住宅

住宅

住宅

一本松

狭山日高Ｉ
Ｃ

吉川

吉川美南

高麗

武蔵高萩

高麗川
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白岡 白岡市 100,000 143 北西　      4m 水道

千駄野字下沼１１２６番１０外    1:1   市道　　　 ガス １住居

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     440m   (  60, 200)

白岡市 69,400 138 東　　      6m 水道

西１０丁目７番２２    1:1   市道　　　 ガス １中専

(県)  -  2 Ｗ3 　　　 下水     2.1km   (  60, 200)

白岡市 89,500 219 北　　      5m 水道

白岡字新田１０４０番２    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     820m   (  60, 200)

白岡市 141,000 76 東　　      7m 水道

小久喜字相野谷１１６０番１６    1:2   県道　　　 商業

(県) 5-  1 Ｓ4 　　　 下水 近接   (  80, 400)

白岡市 48,400 13,097 東　　      9m 水道

下大崎字下端７２１番１外    2:1   市道　　　 工専

(県) 9-  1 Ｓ2 　　　     3.2km   (  50, 200)

伊奈 北足立郡伊奈町 92,000 124 北東　      6m 水道

寿４丁目１０番    1:1.5 町道　　　 １住居

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

北足立郡伊奈町 92,400 109 北東　      4m 水道

大字小室字若榎９７８４番５    1:1.5 町道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 （中部９７Ａ－１７外） ＬＳ2 　　　 下水     260m   (  60, 200)

北足立郡伊奈町 90,800 217 台形 西　　      6m 水道

本町１丁目１４６番外  1.2:1   町道　　　 １住居

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

北足立郡伊奈町 62,400 124 東　　    4.7m 水道

大字小室字志久４７６２番１２    1:1   町道　　　 １住居

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

北足立郡伊奈町 49,000 999 台形 南西　    8.5m 水道

大字小室字池堤７０７０番２外  1.5:1   町道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　 下水     350m   (  60, 200)

三芳 入間郡三芳町 128,000 158 南西　    4.7m 水道
大字北永井字中ノ久保８５２番１９６    1:1.2 町道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2F1B 　　　 下水       2km   (  50,  80)

入間郡三芳町 157,000 80 東　　      4m 水道

大字藤久保字俣埜３７５番２２    1:1.2 道路　　　 ガス １中専

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

入間郡三芳町 148,000 136 南東　    6.2m 水道

大字藤久保字横松５９９番７    1:1.2 町道　　　 ガス １住居

(県)  -  3 Ｗ3 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

毛呂山 入間郡毛呂山町 44,400 112 東　　      6m 水道

＊ 中央３丁目３番３外    1:1   町道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     650m   (  60, 200)

入間郡毛呂山町 40,400 100 西　　      6m 水道

平山１丁目１０番２  1.2:1   町道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水     850m   (  50,  80)

入間郡毛呂山町 45,000 67 西　　      4m 水道

前久保南３丁目１９番３１    1:1.2 町道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     430m   (  60, 200)

入間郡毛呂山町 30,700 124 北　　      4m 水道 「調区」

大字下川原字田向４６１番１０１    1:1   町道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  60, 200)

入間郡毛呂山町 65,200 314 南東　    7.5m 水道

大字毛呂本郷字宿２１２番３外    1:1.5 県道　　　 商業

(県) 5-  1 Ｓ3 　　　 下水     360m   (  80, 400)

越生 入間郡越生町 43,900 173 南西　      6m 水道

越生東６丁目２番１５  1.2:1   町道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  50, 100)

入間郡越生町 35,700 267 台形 北東　    5.5m 水道

大字上野字北ヶ谷戸１０３２番３  1.5:1   町道　　　 １住居

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     400m   (  60, 200)

入間郡越生町 18,500 435 北東　      4m 水道 「都計外」

大字小杉字髭海道３０７番３    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     3.9km

入間郡越生町 25,400 325 西　　    5.5m 水道 「調区」

大字上野字小原７３９番２    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ1 　　　     800m   (  60, 200)

滑川 比企郡滑川町 73,800 176 南　　      6m 水道

みなみ野３丁目５番７外    1:1.5 町道　　　 ガス １住居

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     350m   (  60, 200)

比企郡滑川町 47,800 99 北　　      4m 水道

大字月輪字新道下２２番１    1:1   町道　　　 １住居

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　 下水       1km   (  60, 200)

工場 中小規模工場、倉庫等が
見られる工業地域

一般住宅のほかに共同住
宅、畑等が見られる住宅地
域

小規模な一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

中規模の一般住宅が多い
既成住宅地域

一般住宅、農家住宅等が
混在する住宅地域

一般住宅が多い土地区画
整理済の住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整理済の住宅地域

中・低層小売店舗が多い県
道沿いの商業地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の既存の住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ既存の住宅地域

一般住宅の中にアパート等
が見られる住宅地域

小規模の一般住宅が多い
住宅地域

一般住宅、アパート等が混
在する区画整然とした住宅
地域

中規模一般住宅と農家住
宅が散在する畑の多い住
宅地域

農家住宅、作業所等のほ
かに農地が見られる住宅
地域

中規模の一般住宅が多い
既存の住宅地域

中小規模の一般住宅が多
い既成住宅地域

一般住宅の中に空地が見
られる区画整理中の住宅
地域

一般住宅の中に未利用地
等が見られる区画整然とし
た住宅地域

物流倉庫、工場等が見られ
る工業地域

小売店舗、銀行等が建ち
並ぶ駅前商業地域

一般住宅のほか、アパート
等が見られる住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整理済の住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ住
宅地域

伊奈中央

羽貫

新白岡

白岡

白岡

白岡

白岡

武州長瀬

みずほ台

鶴瀬

鶴瀬

丸山

志久

志久

武州唐沢

越生

毛呂

川角

武州長瀬

東毛呂

森林公園

森林公園

越生

越生住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼事
務所

倉庫兼事
務所

住宅

住宅

住宅
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比企郡滑川町 26,800 971 南　　    9.5m 水道 「調区」

大字月輪字古屋敷２７０番１    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　三方路     1.2km   (  60, 100)

比企郡滑川町 60,500 147 西　　      6m 水道

＊ 月の輪７丁目２３番８    1:2   町道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 150)

比企郡滑川町 40,000 300 東　　      6m 水道 「調区」

大字月輪字上ノ山１５５７番１６    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 100)

嵐山 比企郡嵐山町 53,100 106 南西　      4m 水道

むさし台１丁目２４番２４    1:1   町道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     280m   (  50,  80)

比企郡嵐山町 46,700 160 南東　      4m 水道

＊ 大字菅谷字東原２４９番４６    1:1   町道　　　 １住居

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     700m   (  60, 200)

比企郡嵐山町 17,400 364 南西　      8m 水道 「調区」

大字志賀字北町裏１０９７番１    1:1   県道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     1.8km   (  60, 200)

比企郡嵐山町 49,100 119 南西　      7m 水道

大字菅谷字東側８７番２    1:2   県道　　　 近商

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     380m   (  80, 200)

小川 比企郡小川町 36,000 187 南　　      6m 水道

みどりが丘２丁目１３番４    1:1.5 町道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  50,  80)

比企郡小川町 28,700 232 南西　    5.3m 水道

大字増尾字花ノ木４１９番５    1:1.5 町道　　　 １住居

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     1.8km   (  60, 200)

比企郡小川町 38,200 132 北東　    4.2m 水道

大字大塚字杉木１２１６番４６    1:1.5 町道　　　 １中専

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     450m   (  60, 100)

比企郡小川町 22,200 185 北西　    4.2m 水道

大字勝呂字深田４４番９６    1:1   町道　　　 ガス ２低専

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km   (  50, 100)

比企郡小川町 13,300 332 南西　      6m 水道 「調区」

大字上横田字坂上５４４番２  1.5:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　 下水     3.8km   (  60, 200)

比企郡小川町 46,000 264 台形 東　　    8.4m 水道

大字大塚字春日井戸２４１番２外  1.5:1   国道　　　 商業

(県) 5-  1 Ｓ1 南　　側道 下水     280m   (  80, 400)

川島 比企郡川島町 40,000 199 台形 東　　      5m 水道
大字上伊草字堀ノ内１６７６番６外    1:1   町道　　　 １低専

(県)  -  1 Ｗ1 　　　 下水     7.4km   (  50,  80)

比企郡川島町 16,900 1,049 台形 南東　      4m 水道 「調区」

大字飯島字榎戸３８３番１    1:1.2 町道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　     7.8km   (  60, 100)

比企郡川島町 38,700 3,000 南　　    8.5m 水道

八幡６丁目１０番    1:1.5 町道　　　 ガス 工専

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

比企郡川島町 47,000 9,918 台形 南西　    7.5m 水道

かわじま２丁目２２番    2:1   町道　　　 ガス 工業 準防

(県) 9-  2 Ｓ3 　　　 下水 近接   (  60, 200)

吉見 比企郡吉見町 27,200 100 西　　      4m 水道
大字久保田字南汲田１８８７番４１  1.2:1   町道　　　 ガス ２住居

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     5.1km   (  60, 200)

比企郡吉見町 32,400 168 南　　      6m 水道

東野４丁目１６番７    1:1.5 町道　　　 ガス ２中専

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     5.5km   (  60, 200)

比企郡吉見町 14,800 814 台形 東　　      6m 水道 「調区」
大字久保田字北間ノ田４２１番１外    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     4.3km   (  60, 100)

比企郡吉見町 17,400 99 北西　      4m 水道 「調区」

大字和名字境谷４６番５３    1:1.2 町道　　　 ガス  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     4.8km   (  60, 200)

鳩山 比企郡鳩山町 39,000 202 西　　      6m 水道

楓ケ丘３丁目６６４番４５２    1:1.2 町道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 「楓ケ丘３－２２－２」 Ｗ2 　　　 下水     5.5km   (  50,  80)

比企郡鳩山町 34,900 173 東　　      6m 水道

大字小用１２３５番１８  1.2:1   町道　　　 １住居

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     6.3km   (  60, 200)

比企郡鳩山町 18,000 997 台形 南　　    6.2m 水道 「調区」

大字赤沼字花見堂６６７番１  1.5:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 南西　側道       6km   (  50, 100)

物流施設、工場等を中心と
した川島ＩＣ近接の工業団
地

中規模一般住宅の増えつ
つある新興住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

倉庫、事
務所

住宅

住宅

中規模一般住宅の中に農
地が見られる住宅地域

小売店舗、事業所等の建
つ国道沿いの商業地域

中規模一般住宅と農家住
宅等が混在する住宅地域

中規模一般住宅が多い丘
陵地の区画整然とした住宅
地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

農地が多く、農家住宅が散
在する地域

一般住宅が多い区画整理
済の住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

中規模の一般住宅とア
パート等が混在する利便性
の良い住宅地域

中規模一般住宅のほか空
地の多く残る住宅地域

農地が多く、農家住宅が散
在する地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地域

小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

中規模工場が建ち並ぶ街
区整然とした工業団地

農家住宅等がまとまる旧来
からの住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした高台の分
譲住宅地域

農家住宅、一般住宅、店舗
等が見られる空地の多い
住宅地域

小規模の小売店舗が建ち
並ぶ商業地域

農家住宅、店舗の見られる
県道沿いの住宅地域

小規模の一般住宅が多い
住宅地域

中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

武蔵嵐山

つきのわ

つきのわ

森林公園

小川町

小川町

小川町

武蔵嵐山

武蔵嵐山

武蔵嵐山

旧国道２５
４号

川越

川越

小川町

小川町

東武竹沢

坂戸

坂戸

高坂

東松山

東松山

鴻巣

東松山

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗

住宅

住宅

工場

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

川島ＩＣ
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ときがわ 比企郡ときがわ町 19,700 262 台形 北西　    4.3m 水道 （都）

＊ 大字玉川字伊勢台１１６９番１    2:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  1 ＬＳ2 　　　       2km   (  60, 200)

比企郡ときがわ町 12,200 324 南東　    5.8m 水道 （都）

大字西平字細入６０４番７    1:2   県道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　       5km   (  60, 200)

比企郡ときがわ町 20,600 358 東　　      4m 水道 （都）

大字番匠字台７０５番１    1:1.2 町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 北　　側道     350m   (  60, 200)

横瀬 秩父郡横瀬町 42,400 185 北西　     10m 水道 （都）

大字横瀬字拾壱番４５３９番２外  1.5:1   県道　　　 １住居

(県)  -  1 Ｗ2 南西　側道 下水     150m   (  60, 200)

秩父郡横瀬町 34,300 171 南　　      6m 水道 （都）

大字横瀬字六番２１７１番５    1:1.5 町道　　　 １住居

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

秩父郡横瀬町 28,700 458 台形 南　　    4.6m 水道 （都）

大字横瀬字拾四番５８７８番１外  1.2:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ1 　　　     2.6km   (  60, 200)

秩父郡横瀬町 28,700 418 台形 西　　    6.3m 水道 （都）

大字横瀬字八番３３２６番４外    1:2   町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     800m   (  60, 200)

皆野 秩父郡皆野町 16,300 301 北東　    3.6m 水道 「都計外」

大字大渕字壱貫目２９０番１外    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　     1.8km

秩父郡皆野町 33,300 161 北西　      4m 水道 （都）

大字皆野字柳畑８７６番７    1:1.2 町道　　　 ２中専

(県)  -  2 Ｗ1 　　　 下水     350m   (  60, 200)

秩父郡皆野町 25,400 203 台形 南西　    4.7m 水道 （都）

大字皆野字親鼻２３７４番２    1:1   町道　　　 ２中専

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

秩父郡皆野町 10,900 403 台形 東　　     10m 水道 「都計外」

大字三沢字ソリ町１５８９番  2.5:1   県道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     4.5km

秩父郡皆野町 35,400 1,612 南東　     15m 水道 （都）

大字皆野字上小坂１８６０番２外  1.5:1   国道　　　 準工

(県) 5-  1 Ｓ2 南西　側道 下水     1.1km   (  60, 200)

長 秩父郡長 町 21,700 488 西　　    7.4m 水道 「都計外」

大字長 字馬内５６９番７    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ1 　　　 下水     550m

秩父郡長 町 12,200 882 西　　    5.2m 水道 「都計外」

大字岩田字小滝６８７番１外    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ1 　　　     800m

秩父郡長 町 21,800 309 西　　    4.8m 水道 「都計外」

大字本野上字丹生東９８１番２    1:2.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     230m

秩父郡長 町 15,800 483 西　　     12m 水道 「都計外」

大字井戸字岩下９００番２    1:1.5 県道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     2.1km

秩父郡長 町 31,600 252 北　　   11.4m 水道 「都計外」

大字長 字常木８０６番４    1:2   町道　　　  　　 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水 近接

小鹿野 秩父郡小鹿野町 15,800 478 台形 北　　    5.3m 水道 （都）

下小鹿野字南宿後３７８番３    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　      11km   (  70, 300)

秩父郡小鹿野町 26,400 327 南西　    3.5m 水道 （都）

小鹿野字北町裏１９３０番    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 南東　側道      13km   (  70, 300)

秩父郡小鹿野町 9,200 535 南　　      4m 水道 （都）

飯田字幅ノ上７５７番１外  1.2:1   町道　　　  　　 　　
(県)  -  3 Ｗ1 　　      15km  (  70, 200)

秩父郡小鹿野町 13,500 387 北西　    4.2m 水道 （都）

般若字小塚９３１番２  1.2:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     7.2km   (  70, 200)

秩父郡小鹿野町 9,600 379 台形 東　　     11m 水道 「都計外」

両神薄字鳥井２７０９番１  1.5:1   県道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　     7.4km

秩父郡小鹿野町 31,300 330 北東　     10m 水道 （都）

小鹿野字諏訪ノ原４７２番２    1:3   県道　　　  　　 　　

(県) 5-  1 ＲＣ3 　　　      14km   (  70, 300)

東秩父 秩父郡東秩父村 9,500 185 東　　      4m 水道 「都計外」

大字御堂字向堀６８２番２    1:2   村道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 南　　側道       8km

一般住宅、農家住宅のほ
かに農地等が見られる住
宅地域

一般住宅と農家住宅が散
在する村役場に近い住宅
地域

小規模な店舗が建ち並ぶ
県道沿いの町中心商店街

住宅の中に工場等が見ら
れる県道沿いの住宅地域

農家住宅、一般住宅の中
に事業所等が見られる住
宅地域

一般住宅の中にアパート、
工場等が混在する郊外の
住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

農家住宅の中に一般住宅
が見られる住宅地域

中規模一般住宅と農家住
宅が混在する住宅地域

農家、一般住宅が散在する
山あいの農家集落地域

飲食店、小売店舗等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

中規模の一般住宅、工場
等が見られる住宅地域

一般住宅の中に駐車場等
が見られる住宅地域

中規模一般住宅のほか農
地等も見られる住宅地域

一般住宅、農家住宅の中
に農地が見られる住宅地
域

中小規模な一般住宅、農
家住宅、畑が混在する住宅
地域

農家住宅が散在する県道
背後の住宅地域

農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

一般住宅が見られる市街
地に近い住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

店舗、営業所、一般住宅等
が見られる国道沿いの地
域

一般住宅のほか木工場等
が見られる県道沿いの住
宅地域

一般住宅のほか農地、空
地等も多い住宅地域

明覚

明覚

親鼻

皆野

皆野

横瀬

横瀬

横瀬

横瀬

明覚

長 

野上

野上

 口

長 

皆野

親鼻

小川町

秩父

三峰口

影森

秩父

秩父

秩父

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

事務所兼
工場

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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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

基準地番
号

 基準地の所在及び地番並びに
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基準地の
１平方メ
ートル当
たりの価
格 (円)

基準地
の地積
　　(㎡)
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の形状

 基準地
の利用
の現況

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

秩父郡東秩父村 5,500 433 台形 西　　      5m 水道 「都計外」

大字坂本字北貝戸１４７６番１    1:2.5 道路　　　  　　 　　

(県)  -  2 ＬＳ2 　　　      11km

秩父郡東秩父村 13,200 640 南　　    8.5m 水道 「都計外」

大字安戸字町北５７番１    1:2   村道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     4.8km

美里 児玉郡美里町 14,800 484 台形 南　　    5.8m 水道 （都）

大字駒衣字中４３５番５    1:1.2 町道　　　  　　 　　

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

児玉郡美里町 19,200 285 北東　    5.4m 水道 （都）

大字阿那志字下十条１８７番１    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　       4km   (  60, 200)

児玉郡美里町 11,400 436 台形 東　　    5.2m 水道 （都）

大字猪俣字宮前１５２２番１  1.2:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　 下水     2.9km   (  60, 200)

児玉郡美里町 12,900 716 東　　    5.2m 水道 （都）

大字古郡字中耕地４８０番１    1:1.2 町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　     1.1km   (  60, 200)

神川 児玉郡神川町 10,400 363 台形 南東　    5.4m 水道 （都）

大字渡瀬字森南８７７番２  1.2:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     7.3km   (  60, 200)

児玉郡神川町 9,850 632 北西　      5m 水道 （都）

大字池田字曲士前１１０番１    1:2.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　背面道     3.6km   (  60, 200)

児玉郡神川町 15,800 198 南　　      5m 水道 （都）

大字植竹字元郷５９７番８外    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     970m   (  60, 200)

児玉郡神川町 13,700 261 南東　    5.7m 水道 （都）

大字熊野堂字山向３７番３    1:1.2 町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 ＬＳ2 　　　     2.3km   (  60, 200)

児玉郡神川町 5,950 546 西　　      6m 水道 「都計外」

大字上阿久原字門野４番２  1.5:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  5 Ｗ2 　　　    10.4km

児玉郡神川町 19,100 235 南　　      6m 水道 （都）

大字元阿保字宿屋敷６３０番１６    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  6 Ｗ2 　　　     750m   (  60, 200)

児玉郡神川町 11,600 134 西　　    8.1m 水道 （都）

大字渡瀬字下町５３４番３    1:2.5 町道　　　  　　 　　

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水     6.6km   (  60, 200)

上里 児玉郡上里町 35,100 150 南西　      6m 水道 （都）

大字七本木字三田３６０６番３２    1:1.5 町道　　　 ガス １中専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　     3.4km   (  50, 100)

児玉郡上里町 26,500 231 南東　      4m 水道 （都）

大字神保原町１１３３番３外  1.2:1   町道　　　  　　 　　

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

児玉郡上里町 14,700 500 西　　      4m 水道 （都）

大字藤木戸字並木東４６１番２  1.2:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　     3.3km   (  60, 200)

児玉郡上里町 34,800 133 東　　      6m 水道 （都）

大字金久保字道祖神５３番１０    1:1.2 町道　　　 ガス １中専

(県)  -  4 Ｗ2 　　　     950m   (  60, 200)

児玉郡上里町 41,000 265 北西　      7m 水道 （都）

大字神保原町字東原２６８番１内    1:2   県道　　　 近商

(県) 5-  1 Ｗ2 　　　 下水      90m   (  80, 200)

児玉郡上里町 18,000 10,226 南西　      9m 水道 （都）

大字嘉美字立野南１６００番６    1:1.2 町道　　　 工専

(県) 9-  1 　　　 下水     6.3km   (  60, 200)

寄居 大里郡寄居町 16,500 306 南　　    5.1m 水道 （都）

大字立原字前耕地４５２番２    1:1.5 町道　　　  　　 　　

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

大里郡寄居町 23,800 201 南　　      5m 水道 （都）

大字鉢形字甘粕原１５２２番１１    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  2 Ｗ2 　　　       1km   (  60, 200)

大里郡寄居町 27,800 198 北　　    5.2m 水道 （都）

大字富田字広屋２９０１番１２    1:1.2 町道　　　 １住居

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

大里郡寄居町 16,300 391 東　　      7m 水道 （都）

大字用土字鷹ヶ谷戸２３２２番３    1:2   町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     800m   (  60, 200)

大里郡寄居町 43,200 183 南東　     10m 水道 （都）

大字寄居字栄町９４４番１    1:2   県道　　　 商業

(県) 5-  1 Ｓ2 　　　 下水     350m   (  80, 400)

中小規模の店舗や店舗併
用住宅等が建ち並ぶ、旧
来の路線商業地域

一般住宅、農家住宅、店舗
等が散在する公共施設に
近い住宅地域

畑地の多い中に中小規模
の一般住宅等が見られる
住宅地域

小規模建売住宅の周辺に
は畑地等が見られる新興
住宅地域

農地の間に一般住宅が散
在する住宅地域

一般住宅と農家住宅等が
見られる山裾の農地の多
い住宅地域

小売店舗が建ち並ぶ駅前
商業地域

中規模一般住宅と農家住
宅が混在する住宅地域

一般住宅、共同住宅、店舗
等が見られる住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる新興の住宅地域

周辺に畑地が多く、一般住
宅のほか寺院等も見られる
住宅地域

中規模の工場が多い区画
整然とした工業団地

農家住宅、一般住宅等が
混在する住宅地域

一般住宅、農家住宅と店舗
併用住宅が混在する住宅
地域

一般住宅の中に畑等が見
られる新興住宅地域

畑の中に一般住宅等が見
られる地域

中小規模の一般住宅や農
家住宅、畑地などが見られ
る住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然としたやや駅から遠い
住宅地域

小規模店舗併用住宅、一
般住宅等が建ち並ぶ旧県
道沿いの近隣商業地域

農家住宅、農地等が混在
する住宅地域

一般住宅、社会福祉施設、
畑等が見られる住宅地域

農地の中に一般住宅、農
家住宅等が見られる山に
近い地域

農家住宅、一般住宅等が
多く、畑も見られる町役場
に近い住宅地域

農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

丹荘

丹荘

丹荘

松久

松久

本庄

松久

小川町

小川町

神保原

神保原

本庄

丹荘

丹荘

丹荘

丹荘

寄居

用土

男衾

鉢形

折原

本庄

神保原

神保原

店舗兼住
宅

店舗兼住
宅

工場

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
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の現況

基準地に
ついての
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宮代 南埼玉郡宮代町 64,800 113 北東　    4.3m 水道

字中島２１３番１０    1:1   町道　　　 １中専

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

南埼玉郡宮代町 66,000 169 南西　      4m 水道

学園台１丁目１６１１番３６  1.2:1   町道　　　 ガス １中専

(県)  -  2 「学園台１－１３－３」 Ｗ2 　　　 下水     1.3km   (  60, 200)

南埼玉郡宮代町 48,000 229 東　　    6.5m 水道

宮代台１丁目３９７番１４６    1:1.2 町道　　　 ガス １低専

(県)  -  3 「宮代台１－２３－６」 Ｗ2 　　　 下水     900m   (  50,  80)

南埼玉郡宮代町 19,900 447 南西　      4m 水道 「調区」

大字西粂原字深戸１３６０番１    1:1.5 町道　　　  　　 　　

(県)  -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.1km   (  60, 200)

南埼玉郡宮代町 60,500 145 北　　      6m 水道

＊ 字道佛５３７番１    1:1.5 区画街路　 ガス １中専 準防

(県)  -  5 （道仏５７街区５－１） Ｗ2 　　　 下水     1.5km   (  60, 150)

杉戸 北 飾郡杉戸町 63,100 172 西　　    4.6m 水道

＊ 杉戸１丁目１８５１番１１    1:1   町道　　　 １住居

(県)  -  1 「杉戸１－３－２９」 Ｗ1 　　　 下水     900m   (  60, 200)

北 飾郡杉戸町 58,800 99 南西　      4m 水道

清地５丁目６６３番１３    1:1.5 町道　　　 ガス １住居

(県)  -  2 「清地５－６－２」 Ｗ2 　　　 下水     1.7km   (  60, 200)

北 飾郡杉戸町 65,800 198 南東　      6m 水道

高野台南５丁目８番９    1:1.5 町道　　　 ガス １中専

(県)  -  3 ＬＳ2 　　　 下水     1.1km   (  50, 100)

北 飾郡杉戸町 78,000 115 北西　    8.4m 水道

杉戸３丁目１９５番    1:2   県道　　　 近商

(県) 5-  1 「杉戸３－５－２５」 Ｗ2 　　　 下水     380m   (  80, 200)

北 飾郡杉戸町 47,400 11,622 北東　     16m 水道

大字深輪３９１番２３    1:1.5 県道　　　 工専

(県) 9-  1 Ｓ2 　　　 下水     6.8km   (  50, 200)

松伏 北 飾郡松伏町 64,900 100 東　　      4m 水道

大字松伏字深町６３０番９    1:1   町道　　　 ガス １低専

(県)  -  1 Ｗ2 　　　 下水     5.4km   (  50,  80)

北 飾郡松伏町 64,700 103 南西　      6m 水道

大字松伏字河原町３１４９番２    1:1   町道　　　 ガス １低専

(県)  -  2 Ｗ2 　　　 下水     4.2km   (  50,  80)

北 飾郡松伏町 25,000 499 北西　    4.5m 水道 「調区」

大字大川戸字神明１８３番    1:1   町道　　　  　　 　　

(県)  -  3 Ｗ2 　　　     4.9km   (  60, 200)

一般住宅が多い土地区画
整理事業中の住宅地域

和戸

和戸

東武動物
公園

せんげん
台

北越谷

北越谷

東武動物
公園

杉戸高野
台

農家住宅や一般住宅のほ
か、作業所も見られる住宅
地域

区画整然とした中規模住宅
の多い住宅地域

戸建住宅、アパート等が見
られる住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

東武動物
公園

田、畑の中に農家住宅が
散在する住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ住宅
地域

小規模な一般住宅が多い
住宅地域

小売店舗が建ち並ぶ駅前
商店街

東武動物
公園

東武動物
公園

中規模一般住宅の多い閑
静な区画整然とした住宅地
域

中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

住宅

住宅

店舗兼住
宅

住宅

中規模の物流施設等が建
ち並ぶ工業地域

倉庫兼事
務所

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅 東武動物
公園

東武動物
公園
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Ⅱ　林地

埼玉（林） 飯能市 用材林地 林道 「都計外」
大字上名栗字炭谷日影３０５２ 122,000 6,261 集材機    3.5m

　  -  1 県立公 
    50m     20km     700m 普通

埼玉（林） 比企郡小川町 雑木林地 町道 「調区」
大字増尾字笹山３４４番１ 338,000 2,297      4m

　  -  2 林(公)道
     0m    2.5km     700m

埼玉（林） 児玉郡美里町 雑木林地 林道 （都）
大字円良田字日向山９６０番 298,000 7,556 集材機      5m

　  -  3
   100m      5km     1.1km

ナラ

クヌギ

ナラ

クヌギ

林業本場
林地

農村林地

農村林地

小川町 増尾

最寄駅
及び距
離

最寄集落
及び距離

公法上の
規制

地域の特
性

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
(㎡)

基準地の
利用の現
況

基準地の周辺の土地の
利用の現況

搬出地点
の道路の
状況

標高約１２０ｍ、約２０度
の南向き傾斜で農地に
近い雑木の自然林地域

飯能 小殿
「地森計」

「地森計」

「地森計」
松久 円良田

基準地か
ら搬出地
点までの
搬出方法
及び距離

基準地番
号

標高２４０ｍ、約２５度の
南東向き傾斜で杉の人
工林と雑木の混在地域

杉
標高２９０ｍ、約３０度の
北東向き傾斜、中壮齢の
杉・檜の人工林地域

檜
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Ⅲ　地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

さいたま西 さいたま市西区 114,000 110 西 　      6m 水道
(県)  -  6 大字土屋字上谷４３６番７１ 市道 ガス １低専

114,000 1.2:1 下水     700m (  50, 100)
 　   -  4 Ｗ2

さいたま北 さいたま市北区 243,000 209 西 　      6m 水道
(県)  -  2 土呂町１丁目３９番１０ 市道 　　 ガス ２中専

240,000   1:2   　　 下水     450m (  60, 200)
 　   -  3 Ｗ2

さいたま大宮 さいたま市大宮区 249,000 233 北 　      5m 水道
(県)  -  1 大成町１丁目２８２番２外 市道 　　 ガス ２住居 準防

246,000   1:1   　　 下水     1.2km (  60, 200)
 　   -  9 Ｗ2

さいたま大宮 さいたま市大宮区 963,000 167 南 　     27m 水道
(県) 5-  5 大門町３丁目５９番１ 県道 　　 ガス 商業 準防

947,000   1:1.2 　　 下水     500m (  80, 400)
 　  5-  2 ＲＣ7 　　

さいたま見沼 さいたま市見沼区 117,000 195 南西       7m 水道
(県)  -  6 大字南中丸字南五反田１１１７番３５ 市道 　　 ガス １低専

117,000   1:1.2 　　 下水     1.3km (  50, 100)
 　   - 14 ＬＳ2 　 　　

さいたま見沼 さいたま市見沼区 280,000 163 北 　     18m 水道
(県) 5-  1 東大宮４丁目９番３    1:1.5 県道 　　 ガス 商業 防火

279,000 　　 下水     180m (  80, 400)
 　  5-  1 Ｓ3

さいたま中央 さいたま市中央区 317,000 237 台形 南 　     20m 水道
(県) 5-  4 鈴谷２丁目７４４番１外  1.2:1   市道 　　 ガス 近商 防火

314,000 西 　側道 下水     160m (  80, 300)
 　  5-  4 （南与野駅西口土地区画整理事業１３街区６外） Ｓ4

さいたま浦和 さいたま市浦和区 426,000 179 西 　    5.4m 水道
(県)  -  2 岸町３丁目１３１番１ 市道 　　 ガス １住居 準防

416,000   1:2   　　 下水     670m (  60, 200)
 　   -  2 「岸町３－１－１９」 Ｗ2

さいたま浦和 さいたま市浦和区 339,000 165 東 　      6m 水道
(県)  -  4 北浦和１丁目３９番２ 市道 　　 ガス １住居 準防

336,000 1.5:1   　　 下水     400m (  60, 200)
 　   -  9 「北浦和１－５－１２」 Ｗ2

さいたま浦和 さいたま市浦和区 624,000 156 南 　    5.4m 水道
(県) 5-  5 仲町１丁目９７番１ 市道 　　 ガス 商業 準防

610,000   1:1   　　 下水     170m (  80, 400)
 　  5- 14 「仲町１－６－１」 ＲＣ5 　　

さいたま南 さいたま市南区 281,000 100 東 　    4.3m 水道
(県)  -  2 鹿手袋４丁目５３７番２ 市道 　　 ガス １住居

274,000   1:1   　　 下水     800m (  60, 200)
 　   - 13 「鹿手袋４－９－５」 Ｗ2

さいたま緑 さいたま市緑区 157,000 124 南 　      6m 水道
(県)  -  1 大字大間木字水深２３９番１内 区画街路　 ガス １低専

156,000   1:1   　　 下水       2km (  50, 100)
 　   -  1 （大間木水深４０街区７－１） Ｗ2 　 　　

さいたま緑 さいたま市緑区 171,000 104 西 　      5m 水道
(県)  -  9 原山４丁目２５２番３７ 私道 　　 ガス ２中専

168,000   1:1.2 　　 下水     2.2km (  60, 200)
 　   -  4 「原山４－２３－１２」 Ｗ2

さいたま岩槻 さいたま市岩槻区 113,000 231 南西     4.6m 水道
(県)  -  2 本町３丁目２７７１番２ 市道 　　 １住居

113,000   1:2   　　 下水     640m (  60, 200)
 　   -  1 「本町３－１９－１９」 Ｗ2

川越 川越市 154,000 177 南西       6m 水道
(県)  -  6 砂新田２丁目１９番２１外 市道 　　 ガス １中専

153,000   1:1   　　 下水       1km (  60, 200)
 　   -  7 Ｗ2 　 　　

川越 川越市 257,000 187 南 　      4m 水道
(県)  - 20 仙波町２丁目１７番２２ 市道 　　 ガス ２中専

255,000   1:1.5 　　 下水     500m (  60, 200)
 　   -  2 Ｗ2 　 　　

川越 川越市 355,000 105 西 　    5.8m 水道
(県) 5-  4 新富町１丁目１１番８ 市道 　　 ガス 商業 準防

351,000   1:2.5 　　 下水     260m (  80, 400)
 　  5-  4 ＲＣ3 　　

熊谷 熊谷市 72,000 156 南 　      6m 水道
(県)  - 13 赤城町３丁目３２番２外 市道 　　 ガス １住居

72,000   1:1   　　 下水     2.2km (  60, 200)
 　   - 12 Ｗ2 　 　　

熊谷 熊谷市 96,700 197 台形 東 　     36m 水道
(県) 5-  5 宮町２丁目１３２番２ 市道 　　 ガス 商業 準防

96,700   1:1   　　 下水     850m (  80, 400)
 　  5-  3 Ｓ6 　　

川口 川口市 193,000 200 北 　      8m 水道
(県)  -  8 朝日３丁目１８番２ 市道 　　 ガス ２住居

192,000   1:1.5 　　 下水     700m (  60, 200)
 　   - 51 「朝日３－１３－９」 ＬＳ2 　 　　

事務所 区画整理が進む店舗、事務
所が建つ駅前商業地域

南与野

浦和

北浦和

浦和

住宅 小規模一般住宅が建ち並ぶ
住宅地域

店舗兼事
務所

店舗、事務所等が建ち並ぶ
駅前商業地域

指扇

東大宮

 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

(㎡)

 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

土呂

大宮

大宮

大和田

東浦和住宅

住宅

店舗兼事
務所

住宅

浦和

武蔵浦和

店舗兼共
同住宅

住宅

中高層の店舗、事務所等が
多い駅前通り商業地域

中規模一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

川越

本川越

住宅

店舗

岩槻

新河岸

住宅

住宅

南鳩ヶ谷住宅

熊谷

熊谷

住宅

店舗兼事
務所

店舗のほかマンションも見ら
れる駅前の商業地域

一般住宅が建ち並ぶ公園に
近い既成住宅地域

事業所、諸官庁等が混在す
る幹線沿いの商業地域

一般住宅、アパート等が建ち
並ぶ既成住宅地域

中規模一般住宅が多い閑静
な住宅地域

中小規模の店舗ビルが建ち
並ぶ既成商業地域

小規模一般住宅が建ち並ぶ
住宅地域

一般住宅が見られる区画整
理中の住宅地域

小規模一般住宅が多い住宅
地域

中規模一般住宅が多い既成
住宅地域

住宅、アパート等が多い区画
整然とした住宅地域

中規模一般住宅が建ち並ぶ
住宅地域

中規模一般住宅等が多い区
画整然とした住宅地域

住宅

住宅 中規模一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

住宅

住宅

中規模一般住宅が多い既成
住宅地域
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 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

(㎡)

 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

川口 川口市 190,000 132 東 　      6m 水道
(県)  - 11 上青木西３丁目１０番１０ 市道 　　 ２住居

190,000   1:1.5 　　 下水     2.2km (  60, 200)
 　   - 33 「上青木西３－１０－２４」 Ｗ3 　 　　

川口 川口市 136,000 168 東 　      6m 水道
(県)  - 24 東本郷２丁目２番２０ 市道 　　 ガス １住居

136,000   1:2   　　 下水       6km (  60, 200)
 　   - 31 「東本郷２－２－２９」 Ｗ2 　 　　

川口 川口市 301,000 132 南 　      7m 水道
(県)  - 25 西青木１丁目３８９番４ 市道 　　 ガス ２住居 準防

301,000   1:2   　　 下水     720m (  60, 200)
 　   -  1 「西青木１－１９－６」 Ｓ2 　　

川口 川口市 191,000 117 南東       6m 水道
(県)  - 27 戸塚東２丁目１３番８内 市道 　　 ガス １中専

191,000   1:1.5 　　 下水     1.2km (  60, 200)
 　   - 28 「戸塚東２－１３－２０」 ＬＳ3 　 　　

川口 川口市 188,000 148 南西       4m 水道
(県)  - 28 坂下町３丁目５８６番２ 市道 　　 １住居

184,000   1:1.5 　　 下水     600m (  60, 200)
 　   - 74 「坂下町３－１２－１４」 Ｗ2 　 　　

行田 行田市 40,500 202 西 　    6.1m 水道
(県)  -  7 向町１４８番１ 市道 　　 ガス １住居

40,800   1:1   　　 下水     930m (  60, 200)
 　   -  6 「向町７－４０」 ＬＳ2 　 　　

行田 行田市 80,700 192 北西      18m 水道
(県) 5-  1 壱里山町１８番６ 県道 　　 商業

80,700   1:3   　　 下水     100m (  80, 400)
 　  5-  3 Ｓ5 　 　　

所沢 所沢市 184,000 158 北 　      4m 水道
(県)  -  7 大字北秋津字旧安松道２８２番７ 市道 　　 ガス １低専

182,000   1:1.2 　　 下水     770m (  60, 100)
 　   - 26 Ｗ2 　 　　

所沢 所沢市 172,000 126 北 　      6m 水道
(県)  - 16 上新井５丁目６７番２６ 市道 　　 ガス １低専 準防

171,000   1:2   　　 下水       1km (  60, 100)
 　   - 43 Ｗ2 　　

所沢 所沢市 205,000 139 南 　    5.5m 水道
(県)  - 20 緑町４丁目１８４２番１０ 市道 　　 ガス １中専

204,000   1:1.5 　　 下水     650m (  60, 200)
 　   -  1 「緑町４－３７－５」 Ｗ2 　 　　

所沢 所沢市 317,000 288 南東      16m 水道
(県) 5-  4 小手指町１丁目１５番７ 市道 　　 ガス 商業 防火

316,000   1:2   　　 下水     170m (  80, 300)
 　  5-  6 Ｓ5 　　

飯能 飯能市 115,000 166 北 　      6m 水道
(県)  -  9 緑町１４番３６ 市道 　　 ガス １中専

114,000   1:1.5 　　 下水     650m (  60, 200)
 　   -  3 Ｗ2 　 　　

飯能 飯能市 259,000 150 台形 東 　     15m 水道
(県) 5-  2 仲町１９７番６ 県道 　　 ガス 商業

261,000   1:1.2 　　 下水      80m (  80, 400)
 　  5-  1 「仲町１０－３」 ＲＣ5F1B 　 　　

加須 加須市 48,100 184 南西       6m 水道
(県)  -  6 諏訪２丁目２番１５ 市道 　　 ガス １中専

48,100   1:2   　　 下水     850m (  60, 150)
 　   -  2 「諏訪２－２－２３」 Ｗ2 　 　　

本庄 本庄市 65,600 215 南 　      6m 水道
(県)  -  6 緑１丁目２８９１番 市道 　　 ガス １低専

65,600   1:1.5 　　 下水     1.3km (  50,  80)
 　   -  3 「緑１－９－７」 ＬＳ2 　 　　

東松山 東松山市 100,000 201 北 　    4.5m 水道
(県)  -  7 箭弓町１丁目５４３４番２ 市道 　　 ガス ２住居

100,000   1:2   　　 下水     350m (  60, 200)
 　   -  1 「箭弓町１－１９－５」 Ｗ2 　 　　

東松山 東松山市 164,000 124 西 　      9m 水道
(県) 5-  1 箭弓町１丁目５２３９番３ 市道 　　 ガス 商業

164,000   1:1.5 　　 下水     250m (  80, 400)
 　  5-  1 「箭弓町１－４－１５」 Ｗ2 　 　　

春日部 春日部市 86,800 148 北 　      6m 水道
(県)  -  3 本田町１丁目９８番３ 市道 　　 ガス １中専

86,800   1:1   　　 下水     1.5km (  60, 200)
 　   - 21 Ｗ2 　 　　

春日部 春日部市 130,000 130 北東       6m 水道
(県)  -  6 谷原２丁目１０番２ 市道 　　 ガス １中専

130,000   1:1.5 　　 下水     1.4km (  60, 200)
 　   -  4 Ｗ2 　 　　

春日部 春日部市 283,000 330 南 　      8m 水道
(県) 5-  3 中央１丁目９番４外 市道 　　 ガス 商業

283,000   1:1.5 　　 下水     180m (  80, 400)
 　  5-  2 ＲＣ5 　 　　

西川口住宅

東川口住宅

川口

西川口

住宅

住宅

一般住宅が多い区画整理済
の住宅地域

一般住宅、アパート等が混在
する住宅地域

一般住宅が多い区画整理済
の住宅地域

行田市

行田

住宅

店舗、事
務所兼住
宅

鳩ヶ谷住宅 一般住宅のほかにアパート
等が見られる住宅地域

一般住宅や事業所併用住宅
等が混在する住宅地域

小売店舗、駐車場等が混在
する駅に近い商業地域

新所沢

小手指

住宅

店舗兼住
宅

所沢

小手指

住宅

住宅

一般住宅、アパート等が見ら
れる住宅地域

一般住宅のほか空地も残る
区画整理済の住宅地域

加須

本庄

住宅

住宅

東飯能

飯能

住宅

店舗 中層店舗ビル、銀行等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

一般住宅等が多い区画整然
とした住宅地域

東松山

東松山

住宅

店舗

中規模住宅の建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

小売店舗、飲食店舗等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

一ノ割

春日部

住宅

住宅

一般住宅等が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

店舗兼事
務所

一般住宅の中にアパート等も
見られる住宅地域

一般住宅等が建ち並ぶ区画
整理済の住宅地域

中規模一般住宅が建ち並ぶ
閑静な住宅地域

一般住宅の中に空地等が見
られる住宅地域

店舗、事務所ビル等が建ち並
ぶ駅前の商業地域

小売店舗、事務所等が集積
する中心的商業地域

春日部
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狭山 狭山市 141,000 157 南西     6.8m 水道
(県)  -  2 入間川１丁目３３３８番４ 市道 　　 ガス ２住居

141,000   1:1   　　 下水     500m (  60, 200)
 　   -  2 「入間川１－２３－９」 Ｗ2 　 　　

羽生 羽生市 43,100 171 南東       6m 水道
(県)  -  2 南２丁目１２３２番２ 市道 　　 ２中専

43,600   1:2   　　 下水     700m (  60, 200)
 　   -  7 「南２－７－９」 Ｗ2 　 　　

鴻巣 鴻巣市 108,000 128 北東     5.5m 水道
(県)  -  5 本町３丁目２３９９番４外 市道 　　 ガス １住居

108,000   1:2   　　 下水     600m (  60, 200)
 　   -  1 「本町３－６－１７」 Ｗ2 　 　　

深谷 深谷市 66,000 166 南西       6m 水道
(県)  - 11 上柴町西４丁目６番２３外 市道 　　 １中専

66,000   1:1   　　 下水     2.1km (  60, 200)
 　   -  8 Ｗ2 　 　　

上尾 上尾市 120,000 210 南東       6m 水道
(県)  -  6 浅間台３丁目３３番１１ 市道 　　 ガス １低専

120,000   1:2   　　 下水     1.5km (  60, 100)
 　   - 11 Ｗ2 　 　　

上尾 上尾市 158,000 200 北西     5.8m 水道
(県)  -  7 上町１丁目７０番２４６ 市道 　　 ガス ２住居

158,000   1:2   　　 下水     580m (  60, 200)
 　   -  1 「上町１－１０－１３」 Ｗ2 　 　　

上尾 上尾市 206,000 319 南西      16m 水道
(県) 5-  1 仲町１丁目２４６番１３外 県道 　　 ガス 商業 準防

206,000   1:1   　　 下水     400m (  80, 400)
 　  5-  2 「仲町１－８－２６」 ＲＣ3 　　

草加 草加市 177,000 240 西 　    5.5m 水道
(県)  -  2 栄町３丁目９８７番１６ 市道 　　 ガス ２住居

174,000   1:1.2 　　 下水     550m (  60, 200)
 　   - 17 「栄町３－１１－４」 Ｗ2 　 　　

草加 草加市 153,000 100 南西       6m 水道
(県)  - 13 谷塚町字谷際１４４６番３８ 市道 　　 ガス １中専

151,000 1.2:1   　　 下水     600m (  60, 200)
 　   - 25 Ｗ2 　 　　

越谷 越谷市 202,000 132 南 　      6m 水道
(県)  -  4 南越谷５丁目６番４１外 市道 　　 ガス １中専

198,000   1:1   　　 下水     600m (  60, 200)
 　   -  4 Ｗ2 　 　　

越谷 越谷市 147,000 148 北西       6m 水道
(県)  - 11 千間台西２丁目２０番２ 市道 　　 ガス １中専

146,000   1:1.2 　　 下水     850m (  60, 200)
 　   - 20 Ｗ2 　 　　

越谷 越谷市 231,000 529 南 　     20m 水道
(県) 5-  5 千間台西１丁目１０番１１外 市道 　　 ガス 商業

231,000   1:1   　　 下水     200m (  80, 400)
 　  5-  2 Ｓ3 　 　　

戸田 戸田市 250,000 189 北 　      6m 水道
(県)  -  1 上戸田２丁目３０番８ 市道 　　 ガス ２中専 準防

246,000   1:2   　　 下水       1km (  60, 200)
 　   -  4 「上戸田２－３０－１４」 ＬＳ3 　　

入間 入間市 120,000 165 南西       6m 水道
(県)  -  9 久保稲荷１丁目３番１２ 市道 　　 ガス １低専

119,000   1:1.5 　　 下水     1.8km (  50,  80)
 　   -  6 Ｗ2 　 　　

朝霞 朝霞市 253,000 103 西 　      5m 水道
(県)  -  4 本町１丁目１７５２番９ 市道 　　 ガス １中専

249,000   1:2   　　 下水     800m (  60, 200)
 　   -  7 「本町１－１７－１９」 Ｗ3 　 　　

志木 志木市 244,000 129 東 　      5m 水道
(県)  -  4 柏町４丁目２６８２番７ 市道 　　 ガス １中専

243,000   1:1   　　 下水       1km (  60, 200)
 　   -  2 「柏町４－８－４０」 Ｗ2 　 　　

和光 和光市 257,000 102 北東     4.5m 水道
(県)  -  1 新倉１丁目４０２８番１２ 市道 　　 ガス １中専

251,000   1:1.2 　　 下水     750m (  60, 200)
 　   -  1 「新倉１－２２－９６」 Ｗ2 　 　　

新座 新座市 154,000 102 南西     6.2m 水道
(県)  -  8 片山２丁目２８３４番５ 市道 　　 １低専

154,000   1:1.2 　　 下水     3.1km (  60, 100)
 　   -  3 「片山２－１１－１６」 Ｗ2 　 　　

新座 新座市 222,000 120 北西       6m 水道
(県)  - 11 野火止６丁目１２７８番 市道 　　 ガス １中専

221,000   1:1.2 　　 下水     750m (  60, 150)
 　   - 16 「野火止６－５－１０」 ＬＳ2 　 　　

新座 新座市 634,000 1,617 南西      16m 水道
(県) 5-  1 東北２丁目３６番１０９外 県道 　　 ガス 商業 防火

627,000   1:1.5 南東 側道 下水     130m (  80, 400)
 　  5-  1 「東北２－３６－２４」 ＲＣ4 　　

一般住宅のほかに農地が見
られる住宅地域

一般住宅の中にアパートが
見られる住宅地域

一般住宅、アパート等が見ら
れる住宅地域

店舗

中規模一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

中規模一般住宅が多い交通
至便な住宅地域

中規模一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

中規模一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

中小規模一般住宅が多く見ら
れる住宅地域

住宅

住宅

店舗兼事
務所

中規模一般住宅が建ち並ぶ
区画整理済の住宅地域

住宅

住宅

住宅

中層店舗ビルが多い駅に近
い県道沿いの商業地域

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

中規模一般住宅が多い閑静
な住宅地域

一般住宅中心の利便性の良
い既成住宅地域

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

中規模一般住宅の多い区画
整然とした住宅地域

住宅、アパート等が混在する
住宅地域

中小規模の店舗、銀行等の
見られる商業地域

中規模一般住宅が建ち並ぶ
環境の良い住宅地域

一般住宅が建ち並ぶ区画整
然とした住宅地域

朝霞

志木

和光市

大泉学園

新座

中高層の店舗ビル等が建ち
並ぶ駅前商業地域

一般住宅のほか空地等も見
られる住宅地域

店舗

一般住宅が建ち並ぶ高台の
環境の良い住宅地域

志木

住宅

住宅

獨協大学
前

谷塚

新越谷

せんげん
台

せんげん
台

戸田

入間市

狭山市

羽生

鴻巣

深谷

北上尾

上尾

上尾
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桶川 桶川市 122,000 152 南東       5m 水道
(県)  -  6 寿２丁目１３４１番１ 市道 　　 ガス １住居

122,000   1:1.5 　　 下水     750m (  60, 200)
 　   -  1 「寿２－１３－２１」 Ｗ2 　 　　

久喜 久喜市 95,000 185 南東     5.5m 水道
(県)  -  6 本町３丁目２５８番３ 市道 　　 ガス ２中専

94,500   1:1   　　 下水     1.3km (  60, 200)
 　   -  4 「本町３－１６－１１」 Ｗ2 　 　　

北本 北本市 121,000 158 南東     5.3m 水道
(県)  -  4 中央４丁目１９８番 市道 　　 ガス ２住居

121,000   1:1.2 　　 下水     350m (  60, 200)
 　   - 12 ＬＳ2 　 　　

八潮 八潮市 135,000 157 台形 南 　      6m 水道
(県)  -  3 中央１丁目２１番２３ 市道 　　 １中専

135,000   1:1   　　 下水     2.2km (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ2

富士見 富士見市 199,000 227 南東       6m 水道
(県)  -  2 水谷２丁目７番８ 市道 　　 ガス １中専

197,000   1:1.2 　　 下水     850m (  60, 200)
 　   -  8 Ｗ2 　 　　

三郷 三郷市 134,000 121 東 　      6m 水道
(県)  -  3 早稲田３丁目１７番１３ 市道 　　 ガス １中専

134,000 1.2:1   　　 下水     1.2km (  60, 200)
 　   - 12 Ｗ2 　 　　

蓮田 蓮田市 121,000 261 南西     7.2m 水道
(県)  -  5 東５丁目６０７番１外 市道 　　 ガス １住居

120,000   1:2.5 　　 下水     420m (  60, 200)
 　   -  2 「東５－７－１４」 Ｗ2 　 　　

幸手 幸手市 62,700 134 南東     5.5m 水道
(県)  -  2 中２丁目７４２番２ 市道 　　 ガス １住居

62,800   1:1   　　 下水     500m (  60, 200)
 　   -  1 「中２－７－３７」 Ｗ2 　 　　

幸手 幸手市 68,900 562 西 　   10.5m 水道
(県) 5-  1 中２丁目６２５９番２外 県道 　　 ガス 商業

69,000   1:3   　　 下水     400m (  80, 400)
 　  5-  1 「中２－２－６」 ＲＣ2 　 　　

鶴ヶ島 鶴ヶ島市 108,000 131 西 　      6m 水道
(県)  -  4 脚折町１丁目１１番１６ 市道 　　 ガス ２中専

108,000   1:1.2 　　 下水     750m (  60, 200)
 　   -  6 「脚折町１－１１－１８」 ＬＳ2 　 　　

ふじみ野 ふじみ野市 171,000 111 北西     5.3m 水道
(県)  -  1 駒西２丁目４２３番２２ 市道 　　 ガス １低専

169,000   1:1.5 　　 下水       1km (  60, 100)
 　   -  5 「駒西２－９－２５」 Ｗ2 　 　　

毛呂山 入間郡毛呂山町 44,400 112 東　　      6m 水道
(県)  -  1 中央３丁目３番３外 町道　　　 ガス １中専

44,700    1:1   　　　 下水     650m (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ2 　　 　　

滑川 比企郡滑川町 60,500 147 西　　      6m 水道
(県)  -  4 月の輪７丁目２３番８ 町道　　　 ガス １中専

60,200    1:2   　　　 下水     800m (  60, 150)
 　   -  4 Ｗ2 　　 　　

嵐山 比企郡嵐山町 46,700 160 南東　      4m 水道
(県)  -  2 大字菅谷字東原２４９番４６ 町道　　　 １住居

46,900    1:1   　　　 下水     700m (  60, 200)
 　   -  1 Ｗ2 　　 　　

ときがわ 比企郡ときがわ町 19,700 262 台形 北西　    4.3m 水道 （都）
(県)  -  1 大字玉川字伊勢台１１６９番１ 町道　　　

19,900    2:1   　　　       2km (  60, 200)
 　   -  2 ＬＳ2 　　 　　

宮代 南埼玉郡宮代町 60,500 145 北　　      6m 水道
(県)  -  5 字道佛５３７番１ 区画街路　 ガス １中専 準防

60,500    1:1.5 　　　 下水     1.5km (  60, 150)
 　   -  9 （道仏５７街区５－１） Ｗ2  　　

杉戸 北 飾郡杉戸町 63,100 172 西　　    4.6m 水道
(県)  -  1 杉戸１丁目１８５１番１１ 町道　　　 １住居

63,100    1:1   　　　 下水     900m (  60, 200)
 　   -  4 「杉戸１－３－２９」 Ｗ1 　　 　　

住宅 一般住宅が多い土地区画整
理事業中の住宅地域

東武動物
公園

住宅 一般住宅の中に空地等が見
られる住宅地域

東武動物
公園

一般住宅の中に空地等が見
られる住宅地域

つきのわ

住宅 小規模の一般住宅が多い住
宅地域

武蔵嵐山

住宅 一般住宅のほか農地、空地
等も多い住宅地域

明覚

住宅 一般住宅の中にアパート等
が見られる住宅地域

武州長瀬

住宅

幸手

 田

幸手

ふじみ野小規模一般住宅に共同住宅
が見られる住宅地域

住宅

一般住宅を中心に駐車場等
も混在する住宅地域

中規模一般住宅が多い既成
住宅地域

住宅

坂戸一般住宅の中に空地等が見
られる住宅地域

小売店舗、事務所等が建ち
並ぶ既成商業地域

一般住宅の中に空地が見ら
れる住宅地域

中規模一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

中規模一般住宅が多い閑静
な住宅地域

桶川

久喜

北本

住宅

住宅

住宅

住宅

八潮

みずほ台

三郷中規模一般住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

一般住宅が多く店舗等も見ら
れる既成住宅地域

一般住宅が多く団地に隣接
する住宅地域

住宅

住宅

住宅

住宅

事務所
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◎ 記載内容の説明 

  以下に説明する記載内容は、特記しない限り平成２９年７月１日現在のものである。 

 

Ⅰ 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ている。また、＊印は、平成２９年 

地価公示（基準日：平成２９年１月１日）の標準地と同一地点であることを示す。 

    １．２．３････････････････････････････住宅地 

５－１．５－２．５－３････････････････商業地 

９－１．９－２．９－３････････････････工業地 

２ 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」欄において、基準地に住居表示がある場合は、「 」内に表示 

した。また、基準地が土地区画整理事業による仮換地又は土地改良事業による一時利用地となっている場合 

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）等を表示した。なお、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、一筆の一部である場合には「内」とそれぞれ表示し、また、 

同一の郡、市、区、町又は村にある基準地については、それぞれ最初の基準地についてのみ当該郡、市、区、

町又は村名を表示し、他は省略した。 

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（土地区画整理事業による仮換 

地又は土地改良事業による一時利用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、右側に奥行の順で表示し 

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。）を表示している。ただし、価格判 

定の基準日に新しい建物が建築中の場合は「建築中」、建物が解体中の場合は「取壊中」とし、また、建物 

が撤去されている場合（仮設建物が存している場合等も含む。）には、「空地」と表示している。 

    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 

軽量鉄骨造････････････････････････････ＬＳ 

    ブロック造････････････････････････････Ｂ 

    木造･･････････････････････････････････Ｗ 

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（昭和２７年法律第１８０号）の道路は、「国道」、「県道」及び「市町村道」等 

 (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、「区画街路」 

 (3) 私人が管理する道路で、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（昭和３２年法律第１７７号）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 
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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は、「水道」と表示した。 

 (2) ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）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」と表示した。 

 (3) 基準地が下水道法（昭和３３年法律第７９号）に基づく処理区域内にある場合及び公共下水道に接続 

し又は終末処理場を有している場合は、「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。ただし、一部の工業地については、駅名に代えて主たる幹線道路の名称を表示し 

た。 

９ 「基準地にかかる都市計画法その他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。ただし、市街化区域は特に表示していない。 

     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」 

     市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域･････････（都） 

     都市計画の定めのない区域･･･････････････････････････････「都計外」 

 (2) 用途地域及び都市計画区域内で用途地域の指定のない区域については、（ ）内の左側に指定建ぺい 

率、右側に指定容積率をそれぞれパーセントで表示した。 

 

Ⅱ 林地 

１ 「基準地番号」欄には、（林）を冠した一連番号により表示した。 

２ 「基準地の利用の現況」欄には、林地の現況及び樹種を表示した。 

３ 「基準地の周辺の土地の利用の現況」欄には、標高、傾斜度、方位等を表示した。 

４ 交通接近条件は、次の区分により表示した。 

 (1) 「基準地から搬出地点までの搬出方法及び距離」欄には、人力、集材機、鉄索、林（公）道隣接のう 

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、基準地に林（公）道隣接の場合は、０ｍと表示した。 

 (2) 「搬出地点の道路の状況」欄は、道路の幅員及び種類を表示した。 

    なお、基準地に林（公）道が隣接している場合には、その隣接道路の幅員及び種類を表示した。 
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 (3) 「最寄り駅及び距離」欄は、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。 

５ 「公法上の規制」欄には、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、自然公園法（昭和３２年法律第 

 １６１号）及び森林法（昭和２６年法律第２４９号）に基づく公法上の規制を次の区分により表示した。 

 (1) 都市計画法 

    市街化調整区域････････････････････････････････「調区」 

    線引対象外の都市計画区域･･････････････････････（都） 

    都市計画の定めのない区域･･････････････････････「都計外」 

 (2) 自然公園法 

    国立公園普通地域･･････････････････････････････国立公普通 

    県立公園普通地域･･････････････････････････････県立公普通 

    県立公園特別地域･･････････････････････････････県立公特別 

 (3) 森林法 

      地域森林計画対象民有林･･･････････････････････「地森計」 

６ 「地域の特性」欄には、地域の特性を次の区分により分類し表示した。 

  都市近郊林地 

  農村林地 

  林業本場林地 

  山村奥地林地 

 

Ⅲ 地価公示の標準地と同一地点である基準地 

１ 「基準地番号」の欄において、上段は本地価調査の基準地番号を示し、下段は平成２９年地価公示の標準 

地番号を示す。また、一連番号の前に付されている５の見出し数字は当該基準地が商業地であることを示し、 

見出し数字を付していないものは住宅地であることを示す。 

２ 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」、「基準地の地積」、「基準地の形状」、「基準地の利用の現 

況」、「基準地の前面道路の状況」、「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」の各欄については、「Ⅰ 宅地」と同様である。 

３ 「基準地の１平方メートル当たりの価格」の欄には、上段に本地価調査の標準価格、下段に平成２９年地 

価公示の公示価格を表示した。 
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