
林地を除く

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

北 岡山市北区 南　　      5m 水道
205,000 325    1:1   市道 ガス ２住居

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

北 岡山市北区 東　　      4m 水道
147,000 199    1:1.2 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.9km 　　 　　

北 岡山市北区 東　　      4m 水道
105,000 151    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     1.1km 　　 　　

北 岡山市北区 東　　      5m 水道
55,600 230  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.7km 　　 　　

北 岡山市北区 東　　      4m 水道
95,500 199  1.2:1   市道 ガス １中専

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

北 岡山市北区 南　　      6m 水道
131,000 208  1.2:1   市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.3km 　　 　　

北 岡山市北区 北　　      6m 水道
108,000 134    1:1   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.9km 　　 　　

北 岡山市北区 東　　      6m 水道
86,300 383    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 ＬＳ2     4.4km 　　 　　

北 岡山市北区 東　　      6m 水道
53,000 181    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 ＬＳ2     6.1km 　　 　　

北 岡山市北区 東　　      6m 水道
40,200 280    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     5.3km 　　 　　

北 岡山市北区 北東　    5.7m 水道
66,100 163  1.2:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     800m 　　 　　

北 岡山市北区 北西　      4m 水道
27,700 228    1:3   市道 １住居

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

「青江３－９－１９」

アパート、マンション等
が多い区画整理済の住宅
地域

共同住宅

足守
足守字中裏町１１５２番

備前一宮

一般住宅が多い古くから
の閑静な住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

住宅

住宅
一宮字上中沖４２１番１５

中規模一般住宅が整然と
立地する閑静な住宅地域

住宅 備前一宮
佐山２３０８番６

住宅 岡山
横井上５０７番１６９

国道背後の丘陵地にあっ
て戸建専用住宅が連たん
する分譲住宅地域

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

住宅
田中１５８番１１４

中規模一般住宅、共同住
宅の混在する区画整然と
した住宅地域

住宅

岡山
青江３丁目１２０４番８

北長瀬

大元
下中野７１０番１１３

「学南町１－１５－３５」

大安寺南町１丁目１０番１０１外

住宅 備前三門
万成西町１７１番１１

「津島東４－７－４７－３」

中規模一般住宅、共同住
宅が混在する住宅地域

住宅

「万成西町１３－１９」

北向緩傾斜地勢に位置す
る古くからの分譲住宅地
域

住宅 大安寺

「大安寺南町１－１０－３０」

一般住宅が多くアパート
等も混在する住宅地域

津島東４丁目２４４４番１
法界院

岡山

住宅 岡山中規模一般住宅、社宅等
の建ち並ぶ住宅地域学南町１丁目２１番６

住宅 中規模一般住宅が多い準
優良住宅地域伊福町３丁目８４６番２

「伊福町３－２７－５」

基準地について
の水道，ガス供
給施設及び下水
道の整備の状況

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

北 岡山市北区 北西　      5m 水道
37,000 330  1.2:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     550m 　　 　　

北 岡山市北区 南　　      6m 水道
76,000 197    1:1.2 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 ＬＳ2     2.2km 　　 　　

北 岡山市北区 北　　      6m 水道
67,500 181    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ2     130m 　　 　　

北 岡山市北区 台形 南東　   10.5m 水道 「都計外」
6,150 572    1:1   県道

　
(県)  - 16 Ｗ2     5.5km 　　 　　

北 岡山市北区 北東　      5m 水道 「都計外」
29,000 257    1:2   市道

　 下水
(県)  - 17 ＬＳ2     150m 　　 　　

北 岡山市北区 北西　      6m 水道 「都計外」
10,500 576    1:2   市道

　 下水
(県)  - 18 Ｗ2     300m 　　 　　

北 岡山市北区 台形 南　　    6.5m 水道 「都計外」
2,790 505    1:1.2 県道

　
(県)  - 19 Ｗ2 東     5.2km 　　 　　

側道
北 岡山市北区 北　　    4.5m 水道 「都計外」

23,100 426    1:1.2 市道
　 下水

(県)  - 20 Ｗ1     500m 　　 　　

北 岡山市北区 北　　      5m 水道 「調区」
17,000 320  1.2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  - 21 Ｗ1     2.1km 　　 　　

北 岡山市北区 台形 南東　      4m 水道 「調区」
6,650 267    1:1.5 市道

　 (  60, 200)
(県)  - 22 Ｗ2     9.7km 　　 　　

北 岡山市北区 台形 西　　    0.3m 水道
23,100 1373  1.2:1   市道 １住居

未舗装 (  60, 200)
(県) 3-  1     2.8km 　　 　　

北 岡山市北区 南　　      8m 水道
181,000 138    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ3     1.7km 準防 　　

住宅 区画整理済地区で中規模
一般住宅が建ち並ぶ住宅
地域

北長瀬
花尻ききょう町５番１１２

住宅 中規模住宅や共同住宅な
どが所在する国道背後の
住宅地域

備中高松
高松原古才字池田５９８番３

住宅 中規模農家住宅の見られ
る基幹集落の県道沿い住
宅地域

金川
御津平岡西字下河内１０６９番１

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

庭瀬
庭瀬字河口９６８番５２

住宅 一般住宅に共同住宅、店
舗等が混在し、周囲には
農地が多い住宅地域

建部
建部町中田字旧邸３２９番１外

住宅 中規模一般住宅が多く、
駅に近接する分譲住宅地
域

野々口
御津野々口字中田１１５７番７

住宅 中小規模の一般住宅、店
舗兼住宅の建ち並ぶ混在
地域

福渡
建部町福渡字上之町１０５３番外

住宅 旭川沿いの県道に住宅等
が散在する農家集落地域

福渡
建部町三明寺字林屋敷４８番

住宅 農家が散在している古く
からの農村集落地域

足守
下高田字横路１３３３番２外

住宅 郊外田園地帯にあって農
家が偏在し一般住宅も散
見される農家集落地域

備中高松
平山字槙ノ元５９４番３

店舗兼住宅 低層の店舗や事務所のほ
か中層ビルも見られる商
業地域

岡山
内山下１丁目５番１０８外

「内山下１－５－１４」

田 周辺の開発が活発な熟成
度の高い地域

北長瀬
今保字中之町６５１番１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

北 岡山市北区 西　　     36m 水道
1,720,000 585    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  2 ＳＲＣ8 北     430m 防火 　　

側道
北 岡山市北区 北　　      8m 水道

206,000 334    1:1   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  3 Ｓ3     900m 準防 　　

北 岡山市北区 西　　      8m 水道
325,000 217    1:4.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  4 Ｓ3     1.4km 防火 　　

背面道
北 岡山市北区 北　　      8m 水道

174,000 278    1:2   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  5 ＲＣ6     1.5km 準防 　　

北 岡山市北区 東　　      8m 水道
177,000 226    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  6 Ｓ3F1B       1km 準防 　　

北 岡山市北区 北　　     50m 水道
526,000 247    1:2   県道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  7 ＲＣ5     950m 防火 　　

北 岡山市北区 南東　      8m 水道
145,000 301    1:1.5 市道 ガス 商業

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

北 岡山市北区 東　　     11m 水道
99,200 187    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  9 Ｓ5     2.2km 準防 　　

北 岡山市北区 東　　     22m 水道
184,000 236    1:1   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 10 ＲＣ6     1.4km 準防 　　

北 岡山市北区 台形 西　　      8m 水道
170,000 99    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5- 11 Ｓ3     1.2km 準防 　　

北 岡山市北区 東　　     23m 水道
631,000 101    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5- 12 Ｓ5     280m 防火 　　

北 岡山市北区 南　　     22m 水道
104,000 554    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5- 13 ＲＣ5 西     550m 準防 　　

側道

事務所 低層の事務所、店舗、住
宅を中心に一部中層ビル
もある商業地域

岡山
柳町１丁目６番１０６外

「柳町１－６－７」

事務所 駅に近く、中層業務ビル
が多い幹線街路沿いの商
業地域

岡山
錦町６番１０１外

「錦町６－１」

店舗兼共同住
宅

飲食店ビルが主体の歓楽
街の商業地域

岡山
中央町４番１０９外

「中央町４－５」

店舗 百貨店、専門店が軒を連
ねる中心的アーケード商
店街

岡山
表町２丁目２番１１３

「表町２－２－８０」

店舗兼事務所 事務所ビルや高層マン
ションが建ち並ぶ商業地
域

岡山
中山下１丁目２番１０７

「中山下１－２－８」

事務所 中層ビルが増えつつある
司法関連事務所の多い商
業地域

岡山
富田町１丁目７番１１１外

「富田町１－７－１４」

事務所兼共同
住宅

店舗、一般住宅、事務所
兼共同住宅等が混在する
商業地域

岡山
岡町４番１０６

「岡町４－７」

空地 事務所、共同住宅、一般
住宅等が混在する商業地
域

岡山
大供表町２番１０６外

事務所兼住宅 司法関係官庁に近接した
事務所、店舗、住宅の混
在する地域

岡山
南方１丁目６番１０３外

「南方１－６－３」

店舗兼共同住
宅

店舗、事務所、営業所が
建ち並ぶ路線商業地域

岡山
南方２丁目３５５番２

「南方２－８－２３」

店舗兼共同住
宅

国道沿いに店舗、営業所
等が建ち並ぶ路線商業地
域

備前三門
三門東町３４５番２外

「三門東町２－１１」

店舗兼住宅 中低層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ駅西口の商業
地域

岡山
駅元町３０番１１１

「駅元町３０－１３」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

北 岡山市北区 台形 南西　     18m 水道
155,000 658  1.2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5- 14 Ｓ2       3km 準防 　　

北 岡山市北区 西　　     36m 水道
191,000 817    1:3   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 15 Ｓ2     1.1km 準防 　　

背面道
北 岡山市北区 南東　     27m 水道

168,000 330    1:1.5 国道 近商
＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5- 16 ＬＳ2     4.1km 準防 　　

北 岡山市北区 台形 北東　      9m 水道
54,000 1333    1:1.5 国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5- 17 Ｓ1     100m 準防 　　

三方路
北 岡山市北区 台形 東　　     12m 水道 「都計外」

34,300 302    1:1.2 県道
　 下水

(県) 5- 18 Ｗ2     140m 　　 　　

北 岡山市北区 台形 南東　     22m 水道
149,000 643    1:1   県道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5- 19 ＲＣ2     2.1km 　　 　　

北 岡山市北区 台形 南東　     13m 水道
77,700 330    1:1   市道 準工

　 (  60, 200)
(県) 5- 20 Ｗ2     4.7km 　　 　　

中 岡山市中区 東　　    3.5m 水道
121,000 555    1:2.5 市道 ガス １中専

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

中 岡山市中区 西　　    7.5m 水道
51,600 352  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     5.2km 　　 　　

中 岡山市中区 北　　      6m 水道
58,100 167  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 ＬＳ2     6.6km 　　 　　

中 岡山市中区 東　　      6m 水道
55,400 150    1:1   私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     6.4km 　　 　　

中 岡山市中区 南　　      5m 水道
117,000 244    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     3.9km 　　 　　

店舗 各種店舗、営業所が混在
する幹線街路沿いの商業
地域

大元
西古松西町９番１０２

「西古松西町９－２９」

店舗 店舗、営業所が建ち並ぶ
幹線市道沿いの路線商業
地域

岡山
津島西坂２丁目２２９番５外

「津島西坂２－４－７」

店舗 小売店舗と住宅が混在す
る国道沿いの商業地域

備中高松
高松字沼田１３７番１外

店舗 小売店舗、営業所等が建
ち並ぶ路線商業地域

岡山
青江１丁目３０３番４

「青江１－１１－８」

店舗 各種店舗、営業所等が立
ち並ぶ路線商業地域

岡山
高柳西町１５番１１３外

「高柳西町１５－１１」

店舗兼住宅 旧来の小規模店舗、営業
所等の連たんする県道沿
いの近隣商業地域

金川
御津金川字高溝下３００番１０外

住宅 画地規模の大きい住宅が
多い旧来からの優良住宅
地域

岡山
門田屋敷１丁目１６７番２外

「門田屋敷１－５－１５」

店舗 店舗、沿道サービス施設
が建ち並ぶ路線商業地域

岡山
津高字横田７５２番

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

岡山
山崎字下本林３０１番２６

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の閑静な既成住宅
地域

岡山
湊字操陽南山１３４５番５４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理された閑静な住宅
地域

岡山
国富３丁目５３９番７

「国富３－６－２６」

住宅 中規模一般住宅が連たん
する市街地近郊の分譲住
宅地域

岡山
平井７丁目１２１７番１１

「平井７－２０－４１」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

中 岡山市中区 東　　    4.5m 水道
64,300 150    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     850m 　　 　　

中 岡山市中区 北西　      6m 水道
100,000 158    1:1.5 私道 ガス １中専

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

中 岡山市中区 東　　      6m 水道
49,700 177    1:1.2 私道 １住居

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

中 岡山市中区 東　　      6m 水道
70,800 167    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 Ｗ2     1.1km 　　 　　

中 岡山市中区 南東　      4m 水道 「調区」
36,800 185  1.2:1   市道 ガス

　 (  60, 200)
(県)  - 10 ＬＳ2     8.2km 　　 　　

中 岡山市中区 南東　      6m 水道
119,000 241    1:3   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2       3km 準防 　　

中 岡山市中区 北西　     12m 水道
71,000 994    1:1.2 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ1       6km 準防 　　

東 岡山市東区 北　　      6m 水道
37,000 193    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     3.5km 　　 　　

東 岡山市東区 東　　      4m 水道
47,400 219    1:2   私道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     950m 　　 　　

東 岡山市東区 東　　      4m 水道
47,700 215    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ1     1.8km 　　 　　

東 岡山市東区 南東　      4m 水道
26,800 194    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     2.2km 　　 　　

東 岡山市東区 南東　      6m 水道
41,300 159    1:1.5 市道 ガス １住居

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

住宅 中規模一般住宅が多い新
興住宅地域

西川原
東川原字尾島道東３５４番１４

住宅 一般住宅が建ち並ぶやや
古い分譲住宅地域

西川原
竹田字本村５９番３

住宅 一般住宅の多い小学校に
隣接する住宅地域

高島
国府市場字シビライチ１４２番１３

住宅 幹線街路の直背後に位置
し、一般住宅が建ち並ぶ
小規模分譲住宅地域

東岡山
下字八ノ坪４８０番８

店舗、住宅兼
倉庫

店舗兼住宅とマンション
等が混在する既成商業地
域

岡山
中納言町３２番外

「中納言町７－２２」

住宅 平坦な農地の中に中規模
一般住宅が多く建ち並ぶ
やや古い分譲住宅地域

岡山
藤崎字東四割３１７番２７

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

西大寺
金岡東町３丁目１９００番１９３

「金岡東町３－２－１１－３」

店舗 低層店舗が建ち並ぶ県道
沿いの路線商業地域

岡山
円山字外開７７番５

住宅 中規模一般住宅が連たん
する郊外住宅地域

大多羅
益野町２９５番３７

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

西大寺
西大寺中野字西ノ端１６番４外

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした分譲住宅地
域

上道
鉄３０８番５外

住宅 一般住宅の立地する中規
模の分譲住宅地域

西大寺
西大寺射越字新開３６５番４５



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

東 岡山市東区 東　　      6m 水道
41,000 221  1.2:1   市道 １住居

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

東 岡山市東区 北東　      6m 水道
36,200 256    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2       2km 　　 　　

東 岡山市東区 台形 南西　      4m 水道 「調区」
16,300 570  1.2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     3.7km 　　 　　

東 岡山市東区 南　　   10.8m 水道
60,200 1225    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ2     1.4km 準防 　　

東 岡山市東区 台形 北東　   11.5m 水道
55,600 1351  1.2:1   県道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ1     3.4km 準防 　　

東 岡山市東区 台形 北東　      7m 水道
29,500 573    1:2   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2     100m 　　 　　

南 岡山市南区 東　　      6m 水道
58,200 248    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     5.4km 　　 　　

南 岡山市南区 南　　      6m 水道
77,900 331  1.5:1   市道 ガス １住居

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

南 岡山市南区 西　　      6m 水道
66,200 262    1:1.2 私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     750m 　　 　　

南 岡山市南区 南　　    4.5m 水道
59,600 161    1:1   私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     6.4km 　　 　　

背面道
南 岡山市南区 南　　      6m 水道

71,100 169    1:1.2 市道 ガス １中専
＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     8.3km 　　 　　

南 岡山市南区 北東　      6m 水道
45,900 172    1:1.2 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     900m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地の区画整然とし
た住宅地域

瀬戸
瀬戸町旭ヶ丘３丁目１番１３

住宅 中規模一般住宅が立地す
る小学校近くの住宅地域

瀬戸
東平島字高柳１２３５番６

店舗 店舗、事務所、銀行等が
見られる路線商業地域

西大寺
西大寺中野字東田升１６４番１外

住宅 平坦な水田地帯に農家等
が散在する住宅地域

西大寺
西大寺新字三ツ屋６６７番

店舗兼住宅 店舗併用住宅と一般住宅
が混在する駅前の古くか
らの近隣商業地域

万富
瀬戸町万富字大王寺３３２番６

店舗、事務所
兼工場

県道沿いに大規模店舗、
小規模店舗、事業所等が
立地する路線商業地域

上道
東平島字山崎１１８番

住宅 一般住宅、事務所、共同
住宅等が混在する区画整
理済みの住宅地域

備前西市
新保６８２番１６

住宅 一般住宅のほかに中小事
業所、アパート等が混在
する住宅地域

岡山
浜野３丁目６９６番１１

「浜野３－１７－１４」

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等が見られる住宅地域

岡山
洲崎３丁目２１８番１０外

「洲崎３－４－３２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

備前西市
万倍字西大前３０番１２

住宅 小規模建売住宅が多い分
譲住宅地域

備中箕島
箕島字丸島１６５番１０

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

岡山
あけぼの町９番４

「あけぼの町２１－１６」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

南 岡山市南区 台形 北西　      3m 水道
21,300 473    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     550m 　　 　　

南 岡山市南区 南　　    2.5m 水道 「調区」
13,200 137    1:2   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2      18km 　　 　　

南 岡山市南区 北東　      4m 水道 「調区」
21,600 468  1.2:1   市道

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

南 岡山市南区 台形 北西　     22m 水道
77,400 715    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     6.7km 準防 　　

南 岡山市南区 南東　     12m 水道
46,800 200    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＬＳ2     1.7km 　　 　　

南 岡山市南区 不整形 北西　     25m 水道
65,400 1285  1.5:1   国道 準工

　 (  60, 200)
(県) 5-  3 Ｓ2 南西     3.3km 　　 　　

側道
南 岡山市南区 北　　      6m 水道

61,900 499    1:1.2 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  4 Ｓ1     5.9km 　　 　　

南 岡山市南区 台形 北　　     32m 水道
78,500 1955    2:1   国道 準工

　 (  60, 200)
(県) 5-  5 Ｓ1     2.3km 　　 　　

南 岡山市南区 北西　     12m 水道
49,300 4662  1.5:1   市道 工業

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     3.6km 　　 　　

四方路

住宅 漁港背後の狭い道路沿い
に住宅等が建ち並ぶ古く
からの住宅地域

岡山
小串字和田３４５２番外

住宅 農家住宅と一般住宅が混
在し空地も見られる住宅
地域

備前片岡
川張字落ノ田９２４番２

銀行 店舗、営業所、銀行等が
建ち並ぶ路線商業地域

岡山
福浜町１６番１２外

「福浜町１６－３６」

住宅 水田が多く農家住宅が点
在する農村住宅地域

備中箕島
内尾５０番６

ショールーム
兼工場

流通センターを中心に店
舗、工場等の建ち並ぶ国
道沿いの路線商業地域

妹尾
藤田字錦２００４番１

店舗兼住宅 スーパー、小売店舗等の
集まる大規模住宅団地内
の商業地域

迫川
西紅陽台２丁目５８番５５０

店舗兼工場 国道沿いに沿道サービス
施設や店舗等が立地する
路線商業地域

備前西市
古新田字大野１３９５番１

事務所兼倉庫 営業所のほかに小工場、
住宅等が混在する商業地
域

岡山
福富中１丁目６番１０５外

「福富中１－６－１２」

工場兼倉庫 工場、配送センター、営
業所等の建ち並ぶ国道直
背後の工業団地

妹尾
藤田字錦５６６番１５８外


