
 

 

 

 

 

 

令和４年地価調査基準地価格 
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広  島  県 



地価調査結果の見方について 

 
１ ｢基準地番号｣の欄には，用途別に数字を付し，次のように表示した。 

  なお，＊は，地価公示の標準地(価格判定の基準日令和４年１月１日)と同一の地点である基準地(別表参照)

である。 

 

  (県)－１，(県)－２・・・住宅地 

    都市計画区域内の第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第

二種中高層住居専用地域，第一種住居地域及び第二種住居地域並びに用途指定のされていない都市計画区

域及び都市計画区域外において，居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。 

 

  (県)３－１,(県)３－２・・・宅地見込地 

    都市計画区域内の第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第

二種中高層住居専用地域，第一種住居地域及び第二種住居地域のうち，現に大部分の土地が農地，採草放

牧地，林地等として利用されており，かつ，将来において市街化されることが社会的に見て合理的と認め

られる地域内の宅地化されていない土地をいう｡ 

 

  (県)５－１，(県)５－２・・・商業地 

    都市計画区域内の準住居地域，近隣商業地域及び商業地域並びに用途指定のされていない都市計画区域

及び都市計画区域外において，商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。 

 

  (県)９－１，(県)９－２・・・工業地 

    都市計画区域内の工業地域及び工業専用地域内並びに用途指定のされていない都市計画区域及び都市計

画区域外において，工場等の敷地の用に供されている土地をいう。 

 

  (林)－１，(林)－２・・・林地 

    市街化区域外の地域において，次に掲げるそれぞれの林地をいう。 

     ア 都市近郊林地：市街地的形態をしている地域の近郊にある地域内の林地をいい，市街地の宅地化

の影響を受けている林地 

     イ 農村林地：農村集落の周辺に位置するいわゆる里林地に属する林地で，一般に農業を主とし，林

業を兼ねている地域内の林地 

     ウ 林業本場林地：林業の中心にある地域又は地方の有名林業地で，有名林業地としての銘柄又はこ

れに準ずる用材を生産している地域内の林地 

     エ 山村奥地林地：交通機関から判断して最も不便な山村奥地に属する地域内の林地 

 

２ ｢基準地の所在及び地番並びに住居表示｣の欄で，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となっている場合は，原則として，その場所の当該事業による整理前

の所在，地番を表示し，( )内にその場所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，基準地の地番が数筆にわたる場合は｢外｣と表示した。 

 

３ ｢基準地の地積｣欄には，原則として，土地登記簿に登記されている地積(土地区画整理事業の仮換地について

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，その｢地積｣欄には私道部分を含め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(正方形，長方形)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

に建物が撤去されている場合には，現況が一時的に建物の取り壊し等により更地になっている場合は｢空地｣，

建物が解体中で，建築が行われることが明確でない場合は｢取壊中｣とし，更地又は建物が解体中であるが建築

が行われることが明確な場合や建物が建築中の場合は｢建築中｣と表示している。 

   Ｗ・・・木   造     ＲＣ・・・・鉄筋コンクリート造 

   Ｂ・・・ブロック造     ＳＲＣ・・・鉄骨鉄筋コンクリート造 

   Ｓ・・・鉄 骨 造     ＬＳ・・・・軽量鉄骨 

 

６ ｢基準地の前面道路の状況｣欄には，基準地からみた前面道路の方位，幅員，道路の種別，舗装の状況及びそ

の他の接面道路の状況の順に表示してある。 

  なお，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。 

 

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｣欄は，次により表示した。 

  (１) 水道法による水道事業又は専用水道により基準地へ給水されている場合及び通常の工事費負担によっ

て，これらの水道から給水可能な場合には，｢水道｣と表示した。 

  (２) ガス事業法により，ガスが供給されている場合及び通常の工事費負担によって，ガス供給が可能な場

合には，「ガス」と表示した。 

  (３) 基準地が下水道法の処理区域内にある場合及び処理区域にはないが公共下水道に接続し，又は終末処

理場を有している場合には，｢下水｣と表示した。 

   

８ ｢基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況｣欄には，原則として最寄りの鉄道駅名及び基準地か

ら鉄道駅までの道路距離を表示し，５０ｍ未満の場合は｢近接｣と表示した。 

 

９ ｢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｣欄等においては，次により表示した。 

  (１) 用途地域等は,次の略号で表示した。なお,｢市街化区域｣は特に表示していない。 

   １低専・・第一種低層住居専用地域   工 業・・・工業地域 

   ２低専・・第二種低層住居専用地域   工 専・・・工業専用地域 

   １中専・・第一種中高層住居専用地域  ｢調区｣・・・市街化調整区域 

   ２中専・・第二種中高層住居専用地域  (都)・・・・市街化区域及び市街化調整区域 

   １住居・・第一種住居地域             以外の都市計画区域 

   ２住居・・第二種住居地域       ｢都計外｣・・都市計画区域以外の区域 

   準住居・・準住居地域         ｢準都計｣・・準都市計画区域 

   田園住・・田園住居地域        防 火・・・防火地域 

   近 商・・近隣商業地域        準 防・・・準防火地域 

   商 業・・商業地域          ｢地森計｣・・地域森林計画対象民有林 

   準 工・・準工業地域          

 

 （２） ｢１低専｣，｢２低専｣，｢１中専｣，｢２中専｣，「田園住」，｢工専｣，｢調区｣及び｢(都)｣(ただし用途地域

内を除く)については，( )内の左側に指定建蔽率を，右側に指定容積率をそれぞれパーセントで表示した。

また，その他の地域については( )内に指定容積率をパーセントで表示した。なお，指定容積率を上回る

容積率を使用することを前提に価格を決定した基準地は，指定容積率の次に★を表示した。 

 

１０ 表示は，基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日(令和４年７月１日)における状況により行った。 



目     次 

 

令和４年地価調査基準地価格等 

 １ 広島県告示                         － １ 

 ２ 宅地(市区町別目次は裏面)                  － ２ 

 ３ 林地                            －３７ 

 (別表) 地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧       －３８ 

 

令和４年地価調査のあらまし 

 第１ 地価調査制度の概要                    －４１ 

  １ 目的                           －４１ 

  ２ 基準地の設定対象区域                   －４１ 

  ３ 基準地の設定数                      －４１ 

  ４ 基準地の選定基準                     －４２ 

  ５ 標準価格の性格等                     －４２ 

  ６ 平均価格及び平均変動率                  －４２ 

 第２ 調査結果の概要                      －４３ 

  １ 基準地設定数                       －４３ 

  ２ 宅地価格の概要                      －４４ 

   (１) 住宅地                        －４６ 

   (２) 商業地                        －４９ 

  ３ 林地価格の概要                      －５２ 

 

参考資料 

 １ 用途別基準地数の推移                    －５３ 

 ２ 市区町基準地設定一覧表                   －５４ 

 ３ ｢用途｣別平均価格・平均変動率表(全地域)           －５５ 

 ４ 地価調査関係法令                      －５７ 

 (参考) 地価公示価格の用途別平均変動率の推移          －５８ 

 (参考) 公的土地評価の概要と種類                －５９ 



区  部

東 区 ３

南 区 ４

西 区 ５

安 佐 南 区 ６

安 佐 北 区 ８

安 芸 区 ９

佐 伯 区 １０

市  部 呉 市 １１

竹 原 市 １５

三 原 市 １５

尾 道 市 １６

福 山 市 １８

府 中 市 ２３

三 次 市 ２４

庄 原 市 ２５

大 竹 市 ２６

東 広 島 市 ２７

廿 日 市 市 ２９

安 芸 高 田 市 ３１

江 田 島 市 ３２

安芸郡 府 中 町 ３２

海 田 町 ３３

熊 野 町 ３３

坂 町 ３４

山県郡 安 芸 太 田 町 ３４

北 広 島 町 ３４

豊田郡 大 崎 上 島 町 ３５

世羅郡 世 羅 町 ３５

神石郡 神 石 高 原 町 ３６

２

－　地価調査基準地価格等（宅地）市区町別目次　－

広 島 市
中 区

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・



 

令和４年地価調査基準地価格等 

 

 

１ 広島県告示                       － １ 

 

２ 宅 地                         － ２ 

 

３ 林 地                         －３７ 

 

 (別表)地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧     －３８ 



  

広
島
県
告
示 

 

国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
を
判
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
一
日 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島
県
知
事 

 

湯 

﨑 

英 

彦 

 

一 

基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
価
格
判
定
の
基
準
日 

 
 

令
和
四
年
七
月
一
日 

 

二 

基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
価
格
等 

 
 

（
二
ペ
ー
ジ
以
降
記
載
の
と
お
り
） 



林地を除く

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

中 広島市中区 長方形 北　　      6m 水道
267,000 228    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 300)
(県)  -  1 Ｗ2     4.2km 準防 　　

中 広島市中区 長方形 南　　    6.4m 水道
215,000 145    1:1.5 市道 ガス ２住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     4.1km 準防 　　

中 広島市中区 長方形 東　　      7m 水道
170,000 208    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     6.2km 準防 　　

中 広島市中区 正方形 南　　      6m 水道
445,000 165    1:1   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 300)
(県)  -  4 Ｗ2     350m 準防 　　

中 広島市中区 長方形 南　　     40m 水道
2,180,000 528    1:1.2 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 900★)
(県) 5-  1 ＲＣ12F1B     1.1km 防火 　　

中 広島市中区 長方形 西　　     27m 水道
461,000 197    1:2   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ7     550m 準防 　　

中 広島市中区 長方形 北西　     25m 水道
266,000 164    1:2.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ6     4.7km 準防 　　

中 広島市中区 長方形 南　　     11m 水道
3,150,000 274    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  4 ＲＣ5       2km 防火 　　

中 広島市中区 長方形 南　　     30m 水道
275,000 323    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  5 ＲＣ4       5km 準防 　　

中 広島市中区 長方形 東　　     30m 水道
1,940,000 413  1.2:1   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  6 ＳＲＣ7F1B     1.7km 防火 　　

中 広島市中区 長方形 東　　     20m 水道
700,000 229    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  7 ＳＲＣ6     2.3km 防火 　　

中 広島市中区 長方形 北　　     40m 水道
647,000 413    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 700)
(県) 5-  8 ＳＲＣ10     2.9km 防火 　　

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
(㎡)

江波二本松１丁目１１６６番５１
広島

広島

住宅 広島中小規模一般住宅、共同住宅
の建ち並ぶ住宅地域吉島西１丁目６５０番２２

住宅 一般住宅、共同住宅等の混在
する住宅地域舟入幸町１３番２６

「舟入幸町１３－２８」

白島九軒町３番１５

「吉島西１－１７－３１」

幟町１４番８外

住宅 新白島
白島中町８番３外

「江波二本松１－１６－４」

一般住宅を中心に共同住宅等
が混在する住宅地域

住宅

「白島中町８－８」

一般住宅、中層共同住宅等が
混在する住宅地域

事務所 広島

「幟町１４－８」

中高層の店舗、事務所ビルが
建ち並ぶ商業地域

「白島九軒町３－１７」

店舗、店舗兼共同住宅等が混
在する県道沿いの商業地域

広島
大手町５丁目３番１０

広島

「大手町５－３－２０」

中高層の事務所ビル等が多い
商業地域

「国泰寺町１－１－３」

中低層店舗、事務所ビル等が
建ち並ぶ商業地域

事務所兼共同
住宅

事務所
国泰寺町１丁目１番６

店舗兼共同住
宅光南１丁目８７９番１３

「光南１－１６－２０」

店舗、店舗兼共同住宅等が混
在する路線商業地域

店舗兼共同住
宅

広島
本通５番８外

広島

「三川町２－３」

中高層店舗、事務所ビル等が
建ち並ぶ商業地域

店舗兼事務所 広島
三川町２番３外

店舗兼共同住
宅

広島
舟入南３丁目２１２番１外

「舟入南３－１９－９」

店舗、店舗兼共同住宅等が建
ち並ぶ路線商業地域

「本通５－９」

中層の店舗が建ち並ぶ中心的
商業地域

店舗

新白島



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 広島市東区 長方形 北　　    4.6m 水道
307,000 253    1:1.2 市道 ガス １住居

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

東 広島市東区 長方形 南東　    4.5m 水道
110,000 284    1:2.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     6.3km 　　 　　

東 広島市東区 長方形 東　　      6m 水道
142,000 175    1:1.2 市道 ガス ２中専

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

東 広島市東区 長方形 南西　      6m 水道
70,400 216    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     5.3km 　　 　　

東 広島市東区 正方形 南　　      4m 水道
32,500 330    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     440m 　　 　　

東 広島市東区 長方形 南西　      6m 水道
77,400 140    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     4.3km 　　 　　

東 広島市東区 長方形 西　　    4.5m 水道
90,200 103    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     4.5km 　　 　　

東 広島市東区 長方形 北東　      5m 水道
203,000 127    1:1.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     1.4km 　　 　　

東 広島市東区 長方形 南　　     25m 水道
380,000 487    1:1.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ6     1.4km 準防 　　

東 広島市東区 長方形 南西　     26m 水道
890,000 122    1:1.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ4     350m 準防 　　

東 広島市東区 台形 南西　     40m 水道
800,000 8336  1.2:1   県道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｓ6F1B 東     400m 準防 　　

側道
東 広島市東区 長方形 北西　      8m 水道

161,000 124    1:2   県道 ガス 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  4 Ｗ3     3.7km 準防 　　

店舗兼住宅 中低層の店舗、店舗兼住宅等
が建ち並ぶ県道沿いの近隣商
業地域

広島
温品４丁目１０２２番２６外

「温品４－６－１３」

事務所兼店舗 中高層大規模事務所ビル等が
見られる商業地域

広島
二葉の里３丁目３番２

「二葉の里３－３－１」

診療所、事務
所兼住宅

中層ビル、小売店舗等が建ち
並ぶ商業地域

広島
若草町１０８５番

「若草町１０－１１」

診療所、事務
所兼共同住宅

県道沿いに店舗が建ち並ぶ商
業地域

広島
曙２丁目３５番１

「曙２－８－１８」

住宅 一般住宅、共同住宅、事業所
等が混在する住宅地域

広島
曙４丁目４５番１６

「曙４－４－２２」

住宅 西向き傾斜の高台にある小規
模一般住宅が多い住宅地域

広島
温品３丁目５２９番４８

「温品３－１１－２０」

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区画整
然とした住宅地域

広島
中山上２丁目４２番１０

「中山上２－４２－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い高台の
郊外住宅地域

五月ヶ丘バス停
福田８丁目５番５９

「福田８－２４－８」

住宅 中規模一般住宅等が建ち並ぶ
閑静な住宅地域

広島
戸坂南１丁目２００番２０３

「戸坂南１－１４－１９」

住宅 住宅、マンション等が混在す
る高台の住宅地域

広島
牛田早稲田３丁目９１番２５４

「牛田早稲田３－１３－１４」

住宅 一般住宅の中に共同住宅等が
見られる既成住宅地域

広島
戸坂山根２丁目１３５７番５

「戸坂山根２－４－１１」

住宅 一般住宅の中に中層共同住宅
もある住宅地域

広島
牛田本町５丁目１４６０番１

「牛田本町５－３－２８」



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 広島市南区 長方形 北　　    4.5m 水道
280,000 190    1:1.5 市道 ガス １住居

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

南 広島市南区 長方形 北　　      4m 水道
343,000 150    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 300)
(県)  -  2 Ｗ3     1.2km 準防 　　

南 広島市南区 長方形 南　　      4m 水道
96,000 151  1.2:1   市道 ガス １住居

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

南 広島市南区 長方形 東　　      9m 水道
237,000 3071    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＲＣ15     4.7km 準防 　　

南 広島市南区 長方形 北　　      4m 水道
110,000 136    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     5.8km 準防 　　

南 広島市南区 正方形 北東　    5.4m 水道
193,000 130    1:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.7km 　　 　　

南 広島市南区 長方形 西　　    5.3m 水道
234,000 165    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     4.3km 準防 　　

南 広島市南区 長方形 北西　     26m 水道
685,000 610    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 ＳＲＣ10     440m 防火 　　

南 広島市南区 長方形 北西　     27m 水道
318,000 252    1:2   国道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ4     2.2km 準防 　　

南 広島市南区 長方形 西　　     20m 水道
300,000 123    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ4     4.2km 準防 　　

南 広島市南区 長方形 南　　     30m 水道
314,000 267    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 ＬＳ2     2.6km 準防 　　

南 広島市南区 長方形 北東　      9m 水道
239,000 214    1:1.5 市道 ガス 近商

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

店舗兼住宅 中低層の店舗兼住宅等が建ち
並ぶ近隣商業地域

広島
東本浦町１２０番２

「東本浦町７－３」

事務所 国道沿いに自動車関連事業所
等が建ち並ぶ商業地域

広島
東雲本町１丁目１５５番１

「東雲本町１－１６－９」

店舗兼共同住
宅

低中層の店舗兼住宅のほか、
マンション等も見られる商業
地域

広島
宇品神田４丁目３８２番５

「宇品神田４－９－２２」

事務所兼共同
住宅

中低層の店舗、事務所等が建
ち並ぶ商業地域

広島
皆実町１丁目１９０番１４外

「皆実町１－１１－１９」

ホテル 中高層のホテル、店舗併用ビ
ル等が建ち並ぶ駅近接の商業
地域

広島
西荒神町１６３番

「西荒神町１－４５」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在
する住宅地域

広島
宇品御幸３丁目３０１番６１

「宇品御幸３－１５－２２」

住宅 一般住宅、共同住宅等が多く
見られる住宅地域

広島
大州２丁目５８番６

「大州２－４－１７」

住宅 一般住宅のほかに店舗等も一
部見られる既成住宅地域

広島
日宇那町７０７番６

「日宇那町１１－９」

共同住宅 共同住宅、事業所、一般住宅
等が混在する住宅地域

広島
宇品西４丁目１３２２番６

「宇品西４－１－１１」

住宅 一般住宅、アパート等が混在
する高台の住宅地域

向洋
堀越３丁目７１１番４

「堀越３－１６－７」

住宅 中小規模住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

広島
段原３丁目８番３

「段原３－８－１９」

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ
住宅地域

広島
翠３丁目１４４８番４

「翠３－９－１８」



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 広島市南区 長方形 南東　     50m 水道
1,360,000 246    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 900)
(県) 5-  6 ＳＲＣ9F1B     300m 防火 　　

南 広島市南区 台形 北　　   12.5m 水道
206,000 361  1.2:1   県道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  7 ＲＣ4     430m 準防 　　

西 広島市西区 長方形 北西　      8m 水道
214,000 116    1:1.2 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 300)
(県)  -  1 Ｗ2     3.9km 準防 　　

西 広島市西区 正方形 南東　      4m 水道
118,000 220    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.5km 　　 　　

西 広島市西区 長方形 北東　      4m 水道
206,000 119  1.5:1   市道 ガス １住居

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

西 広島市西区 長方形 北　　      6m 水道
97,000 162    1:1.5 市道 ガス ２中専

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

西 広島市西区 長方形 南西　      6m 水道
239,000 162    1:1.5 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 300)
(県)  -  5 Ｗ2     4.5km 準防 　　

西 広島市西区 正方形 南　　      6m 水道
134,000 248    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     1.4km 　　 　　

西 広島市西区 長方形 南　　      6m 水道
192,000 161    1:2.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.7km 　　 　　

西 広島市西区 長方形 北東　      6m 水道
157,000 149    1:2   市道 ガス １住居

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

西 広島市西区 長方形 南東　      4m 水道
198,000 157    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 300)
(県)  -  9 Ｗ2     1.9km 準防 　　

西 広島市西区 正方形 北　　      4m 水道
101,000 238    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     1.4km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い高台の
住宅地域

西広島
己斐東２丁目１８番１８８

「己斐東２－１９－１６」

住宅 一般住宅の中に共同住宅等も
見られる既成住宅地域

横川
大芝３丁目４４番２

「大芝３－８－６」

住宅 中小規模一般住宅の多い緩傾
斜地状の住宅地域

西広島
古江西町７８６番８

「古江西町１０－３４」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在
する住宅地域

新井口
草津東２丁目１２番１４

「草津東２－９－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整
然とした高台の住宅地域

新井口
井口鈴が台２丁目１０９番２０

「井口鈴が台２－１２－１３」

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在
する住宅地域

広島
東観音町２５番４

「東観音町２５－９」

住宅 一般住宅が多い丘陵地の住宅
地域

新井口
田方１丁目２３１６番１５

「田方１－２０－２１－１８」

住宅 中小規模の一般住宅、共同住
宅等が混在する住宅地域

西広島
庚午南２丁目２番６１

「庚午南２－２５－１６」

住宅 一般住宅及び中層共同住宅が
混在する住宅地域

横川
山手町６１８番４

「山手町９－３」

住宅 一般住宅、共同住宅に事業所
が見られる住宅地域

広島
小河内町２丁目１０番１５外

「小河内町２－１０－１３」

店舗 中低層の店舗兼住宅等が建ち
並ぶ商業地域

向洋
青崎２丁目１４２番１外

「青崎２－８－２９」

店舗兼事務所 中高層のホテル、事務所等の
建ち並ぶ商業地域

広島
京橋町１番２

「京橋町１－３」



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
(㎡)

西 広島市西区 長方形 北　　     30m 水道
308,000 251  1.2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ5     3.5km 防火 　　

西 広島市西区 長方形 北西　     30m 水道
285,000 297  1.5:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｓ4     1.2km 準防 　　

西 広島市西区 長方形 西　　     22m 水道
240,000 290    1:1.2 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ5     5.4km 準防 　　

西 広島市西区 長方形 北西　     20m 水道
308,000 160    1:2.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 ＲＣ3     800m 準防 　　

西 広島市西区 長方形 東　　     10m 水道
394,000 152    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  5 ＲＣ7     230m 防火 　　

西 広島市西区 長方形 北　　    100m 水道
400,000 330    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  6 ＲＣ6     4.2km 防火 　　

西 広島市西区 長方形 南東　     20m 水道
251,000 254    1:3   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  7 ＲＣ7     2.4km 準防 　　

西 広島市西区 長方形 北西　      8m 水道
281,000 183    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 ＲＣ5     220m 準防 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 南　　      4m 水道
143,000 181    1:2   市道 ガス ２中専

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

安佐南 広島市安佐南区 南　　    3.8m 水道
160,000 117    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     350m 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 南東　      3m 水道
55,800 132    1:2   市道 １住居

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

安佐南 広島市安佐南区 長方形 南東　      6m 水道
66,000 190    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     1.6km 　　 　　

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ高台の
住宅地域

新交通上安
上安５丁目７５０番７０４

「上安５－４－８」

住宅 一般住宅、共同住宅等が散在
する住宅地域

新交通大原
伴東４丁目６３７８番７

「伴東４－２８－２１」

住宅 一般住宅、アパート等が混在
する住宅地域

古市橋
祇園７丁目２０４番６外

「祇園７－２１－９－１」

住宅 一般住宅の中にアパート等の
見られる住宅地域

安芸長束
長束西１丁目１９３８番

「長束西１－１８－３４」

店舗、共同住
宅兼住宅

中低層の店舗、事務所兼共同
住宅ビル等が立ち並ぶ商業地
域

西広島
己斐本町１丁目６番１１外

「己斐本町１－６－１４」

店舗兼共同住
宅

営業所、中層の店舗兼共同住
宅が建ち並ぶ路線商業地域

西広島
庚午中３丁目１０番２外

「庚午中３－８－２」

事務所兼共同
住宅

事務所、共同住宅等の中高層
ビルが建ち並ぶ商業地域

広島
西観音町１番１６

「西観音町１－２１」

店舗兼共同住
宅

店舗、店舗兼共同住宅等の建
ち並ぶ既成商業地域

横川
横川町２丁目５番９

「横川町２－５－６」

店舗兼共同住
宅

沿道立地型の各種店舗、営業
所等が建ち並ぶ路線商業地域

西広島
己斐本町２丁目１８番１５

「己斐本町２－１８－２６」

店舗兼共同住
宅

小売店舗を中心に各種店舗が
混在する商業地域

広島
南観音２丁目１２７７番１

「南観音２－８－２８」

店舗、事務所
兼住宅

中層の店舗ビル、営業所等が
建ち並ぶ国道沿いの路線商業
地域

横川
大芝１丁目１９番１４

「大芝１－１９－２２」

店舗兼共同住
宅

店舗、事務所、共同住宅等が
混在する商業地域

広島
上天満町１０番３２

「上天満町１０－３９」



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
(㎡)

安佐南 広島市安佐南区 長方形 西　　      4m 水道
61,800 185    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     450m 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 北西　      6m 水道
87,500 185    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     4.2km 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 北　　      6m 水道
62,700 246    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     750m 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 北　　      6m 水道
98,500 179    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     3.1km 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 北東　      4m 水道
135,000 193    1:1.5 市道 ガス １住居

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

安佐南 広島市安佐南区 南東　      4m 水道
123,000 124    1:1.2 市道 ２中専

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

安佐南 広島市安佐南区 南東　      6m 水道
60,100 163    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     700m 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 西　　      6m 水道
61,300 166    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     900m 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 正方形 南東　     10m 「都計外」
13,900 220    1:1   県道

　 下水
(県)  - 13 Ｗ2     110m 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 正方形 西　　      6m 水道
77,500 168    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  - 14 Ｗ2     2.3km 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 東　　    5.5m 水道
61,500 159    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 15 Ｗ2     1.5km 　　 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 北東　    3.2m 水道 「調区」
34,500 445    1:2.5 市道

　 (  50, 100)
(県)  - 16 Ｗ1     200m 　　 　　

住宅 農家住宅等が見られる県道背
後の住宅地域

新交通大塚
大塚西１丁目６０２番５外

「大塚西１－３２－２３」

住宅 低層の中規模一般住宅が建ち
並ぶ高台の住宅地域

安芸長束
長束西５丁目１７４番２６５

「長束西５－１０－３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高
台の住宅地域

新交通毘沙門台
毘沙門台３丁目５０２６番５

「毘沙門台３－２６－２６」

住宅 県道沿いに農家住宅、農地等
が混在する集落地域

大原バス停
沼田町大字吉山字中河原２８４６番１

住宅 中規模一般住宅の建ち並ぶ住
宅地域

新交通大原
伴東７丁目１７０番１２

「伴東７－７－２５」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした高台の住宅地域

上八木
八木７丁目４２４６番

「八木７－１０－７」

住宅 一般住宅の中に共同住宅も見
られる既成住宅地域

七軒茶屋
緑井７丁目２１９０番８外

「緑井７－２９－１１」

住宅 一般住宅、アパート等のほか
農地も見られる住宅地域

新交通中筋
川内３丁目６８４番５

「川内３－２４－８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

新交通大塚
伴南１丁目８００１番５９

「伴南１－９－２０」

住宅 中規模一般住宅の多い区画整
然とした住宅地域

新交通大原
伴東８丁目７００番２０４

「伴東８－９－２３」

住宅 低層一般住宅が建ち並ぶ高台
の住宅地域

安芸長束
山本新町２丁目２０７番２１

「山本新町２－７－３２」

住宅 一般住宅の中に農地等も見ら
れる谷合いの住宅地域

新交通安東
安東６丁目１４２０番１７

「安東６－６－１３」



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
(㎡)

安佐南 広島市安佐南区 長方形 北　　      9m 水道
121,000 158    1:1.5 県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     400m 準防 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 東　　     15m 水道
243,000 663    1:3   国道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ3     700m 準防 　　

安佐南 広島市安佐南区 長方形 東　　     50m 水道
245,000 297  1.5:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ7     100m 準防 　　

背面道
安佐南 広島市安佐南区 長方形 南東　    6.5m 水道

168,000 216    1:1.2 県道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  4 ＲＣ5     420m 準防 　　
三方路

安佐北 広島市安佐北区 長方形 東　　      4m 水道
29,800 160    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     2.3km 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 西　　      6m 水道
29,500 225    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     4.5km 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 正方形 南　　      6m 水道
73,000 231    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     900m 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 台形 南東　      4m 水道
84,500 101    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     500m 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 南東　      6m 水道
39,900 177    1:1.2 市道 １住居

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

安佐北 広島市安佐北区 長方形 北東　      4m 水道
64,000 187    1:1.2 市道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     650m 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 西　　      4m 水道 「都計外」
20,300 360    1:3   市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2     310m 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 北　　      5m 水道
27,800 124    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     3.9km 　　 　　

住宅 一般住宅が建ち並ぶ平地部を
開発した住宅地域

可部
三入南２丁目１３５番３２

「三入南２－３５－６－６」

住宅 一般住宅等の中に農地が見ら
れる県道背後の住宅地域

志和口
白木町大字秋山字堀越２３１４番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

可部
可部東２丁目１０２０番６外

「可部東２－１１－４」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ平地部を
開発した住宅地域

可部
三入南２丁目９１５番４７

「三入南２－８－８」

住宅 小規模一般住宅が建ち並び一
部に農地も見られる住宅地域

可部
可部１丁目１０４６番

「可部１－７－２４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑
静な住宅地域

下深川
真亀５丁目１４５番６

「真亀５－１６－１１」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静な住
宅地域

新交通上安
あさひが丘６丁目１８０８番

「あさひが丘６－１２－２３」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ傾斜地
の住宅地域

あき亀山
亀山６丁目４０６番２５

「亀山６－１７－２３」

店舗兼共同住
宅

中低層の店舗、店舗兼共同住
宅等が混在する商業地域

古市橋
古市２丁目１４５５番８

「古市２－１６－１」

店舗、事務所
兼共同住宅

中高層の店舗兼共同住宅が多
く立地する国道沿いの商業地
域

新交通中筋
中筋１丁目６６４番１

「中筋１－９－２０」

店舗 小売店舗、展示場、事業所等
が建つ路線商業地域

新交通西原
西原５丁目３８４番５外

「西原５－１３－１」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗、飲食店
等が建ち並ぶ県道沿いの商業
地域

新交通高取
高取北１丁目１番７

「高取北１－１－１２」



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
(㎡)

安佐北 広島市安佐北区 台形 北西　      5m 水道
73,800 198    1:1.2 県道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     130m 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 北東　      6m 水道 「都計外」
20,700 195    1:1.5 市道 ガス

　 下水
(県)  - 10 Ｗ2     5.5km 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 南　　      6m 水道 「都計外」
34,500 195    1:1.5 市道 ガス

　 下水
(県)  - 11 Ｗ2     5.6km 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 台形 北西　    8.5m 水道 「都計外」
19,800 231    1:1   県道

　
(県)  - 12 ＬＳ2     7.7km 　　 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 東　　      6m 水道
94,300 357    1:3   市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｗ2     1.1km 準防 　　

安佐北 広島市安佐北区 台形 南東　     25m 水道
136,000 236    1:1.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ4     1.3km 準防 　　

安佐北 広島市安佐北区 長方形 南西　      9m 水道
32,500 11077  1.2:1   市道 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1     4.2km 　　 　　

安芸 広島市安芸区 長方形 南東　      4m 水道
49,300 116  1.5:1   私道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.1km 　　 　　

安芸 広島市安芸区 正方形 南　　      4m 水道
56,500 115    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     600m 　　 　　

安芸 広島市安芸区 長方形 南東　      5m 水道
49,800 140    1:1.2 市道 ２中専

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

安芸 広島市安芸区 台形 北西　      5m 水道
49,000 256    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2       1km 　　 　　

安芸 広島市安芸区 長方形 北西　      4m 水道
94,000 240    1:1.5 市道 ガス ２中専

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

住宅 中小規模な一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

海田市
船越２丁目３８番７

「船越２－５１－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い丘陵部
の住宅地域

海田市
船越６丁目１３６９番６

「船越６－３５－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い丘陵部
高台の住宅地域

中野東
中野東５丁目１１０８番１６

「中野東５－２９－５」

住宅 小規模住宅地が多く見受けら
れる中に農家住宅も混在する
住宅地域

瀬野
瀬野３丁目１０７０番１１

「瀬野３－１１－９」

住宅 一般住宅、小規模分譲住宅等
が混在する住宅地域

安芸中野
中野東２丁目７４３１番４

「中野東２－２２－２３－６」

倉庫 幹線背後に工場、倉庫等が建
ち並ぶ工業地域

可部
三入５丁目５３番１外

「三入５－１３－１０」

店舗兼共同住
宅

店舗、事務所が建ち並ぶ県道
沿いの商業地域

安芸矢口
口田４丁目５１番３

「口田４－６－１７」

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ国道背後
の近隣商業地域

可部
可部３丁目３２２番外

「可部３－１８－４」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ県道沿
いの住宅地域

新交通大原
安佐町大字久地字金山４０５０番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ郊外の区
画整然とした住宅地域

可部
三入東１丁目２５２０番５

「三入東１－２０－８」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

新交通大原
安佐町大字くすの木台２０番６

住宅 一般住宅が建ち並ぶ県道沿い
の住宅地域

あき亀山
亀山南２丁目２４６番５

「亀山南２－９－９」



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
(㎡)

安芸 広島市安芸区 正方形 北東　    5.5m 水道
142,000 185    1:1   市道 ガス １住居

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

安芸 広島市安芸区 長方形 北　　      5m 水道
64,500 164    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     900m 　　 　　

安芸 広島市安芸区 長方形 北　　      5m 水道 「都計外」
15,200 266    1:1.5 市道

　 下水
(県)  -  8 ＬＳ2      10km 　　 　　

安芸 広島市安芸区 長方形 東　　      4m 水道 「都計外」
13,600 313    1:1.2 道路

　 下水
(県)  -  9 Ｗ1      10km 　　 　　

安芸 広島市安芸区 正方形 北東　    2.5m 水道 「調区」
20,600 416    1:1   市道

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2       3km 　　 　　

安芸 広島市安芸区 長方形 南　　     10m 水道
78,200 87  1.5:1   国道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｓ3      50m 準防 　　

安芸 広島市安芸区 台形 西　　      8m 水道 「都計外」
21,700 292    1:1   県道

　 下水
(県) 5-  2 Ｗ2 南     9.2km 　　 　　

側道
佐伯 広島市佐伯区 正方形 西　　      6m 水道

73,000 297    1:1   市道 ガス １低専
　 下水 (  50, 100)

(県)  -  1 Ｗ2     5.8km 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 東　　    6.2m 水道 「準都計」
13,200 235    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     200m 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 北　　      7m 水道
193,000 229    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     950m 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 正方形 北西　      6m 水道
143,000 189    1:1   市道 ガス １住居

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

佐伯 広島市佐伯区 台形 東　　     10m 「都計外」
6,330 682  1.5:1   県道

　
(県)  -  5 Ｗ2 近接 　　 　　

住宅 一般住宅、農家等が散在する
県道沿いの住宅地域

打尾谷農協バス停
湯来町大字多田字下打尾谷３０７２番１外

住宅 中規模一般住宅、共同住宅等
が混在する区画整然とした住
宅地域

五日市
五日市中央５丁目３０番外

「五日市中央５－１２－１４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

五日市
海老園２丁目３４３番２４

「海老園２－１２－３２」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵部の
住宅地域

杉並台団地下バス停
杉並台１３番１２

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高
台の住宅地域

西広島
五月が丘３丁目１８番１６

「五月が丘３－１８－３１」

店舗兼住宅 県道沿いに店舗、事業所、住
宅等が点在する地域

瀬野
阿戸町字長戸路２６０７番８

店舗兼住宅 店舗、事務所等が混在する国
道沿いの商業地域

瀬野
瀬野１丁目９４０番９

「瀬野１－４－１５」

住宅 農地の中に農家が散在する住
宅地域

安芸中野
畑賀町字植垣内筋１０３６番３外

住宅 谷間の農地の中に農家が点在
する住宅地域

瀬野
阿戸町字弓張松１９２７番１外

住宅 中規模一般住宅が多い郊外の
閑静な住宅地域

瀬野
阿戸町字旭浦１１６０６番２２

住宅 一般住宅、アパート等が混在
する住宅地域

矢野
矢野西３丁目６３１０番３

「矢野西３－１５－１５」

住宅 一般住宅、アパート等の混在
する住宅地域

矢野
矢野東２丁目３９７４番５

「矢野東２－３０－３９」



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
(㎡)

佐伯 広島市佐伯区 長方形 南　　    6.5m 水道
106,000 145    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     1.7km 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 南　　      4m 水道
109,000 159    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     2.2km 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 北西　      8m 水道
42,400 197    1:1.5 市道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     6.7km 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 北西　      6m 水道
96,000 165  1.2:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 ＬＳ2     2.8km 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 正方形 南東　      6m 水道
39,200 190    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     6.8km 　　 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 東　　     11m 水道
128,000 637    2:1   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     3.2km 準防 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 北　　     16m 水道
137,000 804    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｓ1     2.3km 準防 　　

佐伯 広島市佐伯区 長方形 南東　     16m 水道 「準都計」
17,100 492    1:2   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 ＲＣ1      60m 　　 　　

呉 呉市 台形 東　　      8m 水道
119,000 167  1.2:1   市道 ガス １住居

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

呉 呉市 正方形 西　　    4.1m 水道 （都）
19,900 238    1:1   市道

　 (  70, 400)
(県)  -  2 Ｗ2     190m 　　 　　

呉 呉市 長方形 東　　    5.6m 水道
47,400 175  1.2:1   市道 ガス １中専

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

呉 呉市 長方形 北東　    5.5m 水道 「都計外」
15,400 307    2:1   市道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ2     480m 　　 　　

住宅 一般住宅の中に農地等が見ら
れる住宅地域

営農センターバス停
蒲刈町大浦字宮田新開５４１５番

住宅 一般住宅の多い丘陵地の住宅
地域

呉
西惣付町１９９番６

「西惣付町２２－５９」

住宅 一般住宅が多い県道背後の住
宅地域

早瀬大橋北バス停
音戸町早瀬１丁目５２７７番３４

「音戸町早瀬１－１０－１２」

住宅 古くからの一般住宅が多い河
川沿いの住宅地域

呉
山手１丁目２８番

「山手１－３－１８」

事務所兼車庫 温泉施設や低層店舗、住宅等
が混在する小規模な商業地域

湯来ロッジ前バス停
湯来町大字多田字湯来２５７５番２

店舗 駐車場併設型飲食店、店舗等
の建ち並ぶ商業地域

五日市
八幡東２丁目７８１番７外

「八幡東２－２８－８－４」

銀行 県道沿いに小売店舗、銀行、
中層ビル等が建ち並ぶ商業地
域

五日市
八幡２丁目３３８番７外

「八幡２－２３－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高
台の住宅地域

五日市
河内南２丁目２６番４

「河内南２－２６－７」

住宅 中小規模一般住宅が多い住宅
地域

五日市
八幡東２丁目６５６番１０

「八幡東２－１８－１７」

住宅 一般住宅、農家、倉庫等が混
在する住宅地域

五日市
五日市町大字上河内字神明６８０番６

住宅 新旧一般住宅の中にマンショ
ン等の見られる住宅地域

五日市
千同１丁目１０５６番４

「千同１－１９－２０」

住宅 一般住宅を中心にアパート等
も見られる緩傾斜地の住宅地
域

五日市
五日市町大字美鈴園２２番１２



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
(㎡)

呉 呉市 長方形 南　　    4.5m 水道 「都計外」
20,500 267    1:2   市道

　 下水
(県)  -  5 Ｗ2      90m 　　 　　

呉 呉市 正方形 南東　    4.5m 水道
68,200 208    1:1   市道 ガス １住居

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

呉 呉市 長方形 東　　      5m 水道
52,400 112    1:2   市道 １住居

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

呉 呉市 長方形 南　　      3m 水道 「都計外」
10,100 185    1:2   市道

　
(県)  -  8 Ｗ2     700m 　　 　　

呉 呉市 長方形 東　　      6m 水道 「都計外」
17,700 280  1.5:1   市道

　 下水
(県)  -  9 Ｗ2     360m 　　 　　

呉 呉市 長方形 南西　    5.4m 水道
34,700 166    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     5.5km 　　 　　

呉 呉市 長方形 北　　      5m 水道 （都）
19,100 189    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 11 Ｗ1     1.2km 　　 　　

呉 呉市 長方形 北西　    7.5m 水道
110,000 1057    3:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 ＲＣ5 南西     800m 　　 　　

側道
呉 呉市 長方形 南東　      5m 水道

76,600 146    1:1.2 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  - 13 Ｗ2       5km 　　 　　

呉 呉市 長方形 南西　      6m 水道
61,600 194    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 ＲＣ2     550m 　　 　　

呉 呉市 正方形 南　　      6m 水道
35,100 258    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 15 ＬＳ2     6.5km 　　 　　

呉 呉市 長方形 東　　    3.7m 水道 「調区」
20,300 240    1:1.5 市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｗ2      10km 　　 　　

住宅 一般住宅、農家等が散在する
一般住宅地域

広
郷原町字西神田２２０８番４

住宅 中規模の一般住宅が建ち並ぶ
住宅地域

呉
焼山政畝２丁目８２７番２２

「焼山政畝２－７－２」

住宅 一般住宅等の利用を中心とす
る国道背後の住宅地域

吉浦
吉浦潭鼓町１１２番２

「吉浦潭鼓町３－１４」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

呉
警固屋４丁目３１１番４８

「警固屋４－１９－４」

共同住宅 国道背後の一般住宅、共同住
宅が多い住宅地域

広
広大新開１丁目１０５２７番５

「広大新開１－１２－５」

住宅 中規模戸建住宅の建ち並ぶ高
台の住宅地域

安登
安浦町安登西１０丁目３１５番４２

「安浦町安登西１０－１５－２０」

住宅 一般住宅が多い区画整然とし
た住宅地域

安芸阿賀
阿賀南９丁目４２７１番１８

「阿賀南９－３０－２４」

住宅 一般住宅、農家住宅等が混在
する住宅地域

大谷橋バス停
倉橋町字草卸５９１９番１９外

住宅 農家住宅等が多い古くからの
住宅地域

団地センターバス停
豊町大長字草露明５６７５番２

住宅 県道背後に一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

広
広長浜４丁目１６７２０番３２２

「広長浜４－５－１２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑
静な住宅地域

川原石
晴海町１番３６

「晴海町１０－１５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑
静な住宅地域

才の木バス停
倉橋町字幸野浜７５２番



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

呉 呉市 長方形 北東　      3m 水道
84,900 178    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     420m 　　 　　

呉 呉市 長方形 南東　      4m 水道
123,000 149    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 ＲＣ3     1.8km 準防 　　

呉 呉市 長方形 西　　    2.5m 水道
25,700 126  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 19 Ｗ2     1.4km 　　 　　

呉 呉市 台形 西　　    4.5m 水道
55,500 199  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 20 ＲＣ2     200m 　　 　　

呉 呉市 正方形 北西　      6m 水道
86,000 141    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 21 Ｗ2     2.4km 準防 　　

呉 呉市 正方形 西　　    8.7m 水道 「都計外」
17,600 248    1:1   市道

　 下水
(県)  - 22 Ｗ2 北 近接 　　 　　

側道
呉 呉市 長方形 北　　    4.5m 水道 （都）

33,400 127  1.5:1   市道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  - 23 ＬＳ2     700m 　　 　　

呉 呉市 正方形 南西　     11m 水道 「都計外」
14,700 250    1:1   県道

　 下水
(県)  - 24 Ｂ2 近接 　　 　　

呉 呉市 長方形 北　　      7m 水道 「都計外」
19,100 126  1.5:1   県道

　 下水
(県)  - 25 Ｗ2      80m 　　 　　

呉 呉市 長方形 南　　      4m 水道 （都）
20,300 200    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 26 Ｗ2     2.4km 　　 　　

呉 呉市 長方形 東　　    2.7m 水道 「都計外」
8,400 222  1.2:1   市道

　 下水
(県)  - 27 Ｗ2     440m 　　 　　

呉 呉市 長方形 南東　    4.5m 水道 （都）
18,500 298    1:1.5 市道

　 (  70, 400)
(県)  - 28 Ｗ2     220m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

畑バス停
音戸町畑３丁目６９８０番６２

「音戸町畑３－１１－５」

住宅 農家住宅、一般住宅等が混在
する住宅地域

久比バス停
豊町久比字西郷２２８１番１外

住宅 中規模な一般住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

安芸川尻
川尻町小用１丁目２６８０番２７

「川尻町小用１－６－７」

住宅 中小規模住宅等が建ち並ぶ海
岸沿いの漁村集落地域

保育所バス停
下蒲刈町下島字丸谷２２２９番６

住宅 中規模住宅のほか倉庫等の見
られる農漁村集落地域

大地蔵中央バス停
下蒲刈町下島字大地蔵３２９８番

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在
する住宅地域

安芸川尻
川尻町東３丁目２３３６番３

「川尻町東３－５－１２」

住宅 一般住宅が多く、選果場等も
見られる住宅地域

田戸東谷バス停
蒲刈町田戸字東谷１９６６番３

住宅 幹線道路背後に戸建住宅等が
建ち並ぶ住宅地域

呉
吾妻２丁目２６番２２

「吾妻２－４－４－２」

住宅 丘陵地に一般住宅等の建ち並
ぶ住宅地域

川原石
西川原石町１４１番

「西川原石町９－７」

住宅 中規模一般住宅の建ち並ぶ高
台の住宅地域

呉
両城２丁目１０１番６９

「両城２－２１－１２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

呉
和庄登町５番７

「和庄登町５－１５」

住宅 国道背後の中規模一般住宅の
多い住宅地域

安芸阿賀
阿賀中央３丁目２９４６番５外

「阿賀中央３－７－１０」



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
(㎡)

呉 呉市 長方形 南西　     40m 水道
360,000 193    1:3.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 ＲＣ5     150m 防火 　　

呉 呉市 長方形 南東　     10m 水道 「都計外」
15,000 134  1.5:1   県道

　 下水
(県) 5-  2 ＲＣ3     200m 　　 　　

呉 呉市 長方形 南西　      7m 水道 「都計外」
26,500 154    2:1   県道

　 下水
(県) 5-  3 ＲＣ3 近接 　　 　　

呉 呉市 長方形 南東　    5.5m 水道
79,800 111    1:2   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 ＲＣ5      70m 準防 　　

呉 呉市 長方形 北　　      6m 水道 「都計外」
22,700 136    1:1.5 県道

　 下水
(県) 5-  5 Ｓ3     650m 　　 　　

呉 呉市 長方形 南西　     24m 水道
135,000 399    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  6 ＲＣ3     180m 準防 　　

呉 呉市 正方形 南東　     36m 水道
262,000 128    1:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  7 ＲＣ4     1.2km 防火 　　

呉 呉市 長方形 南西　     18m 水道
176,000 1090    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  8 Ｓ2     330m 準防 　　

呉 呉市 長方形 南東　     12m 水道
98,000 252    1:1.2 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  9 ＲＣ5     500m 　　 　　

呉 呉市 長方形 西　　     18m 水道
164,000 233    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 10 Ｓ3     450m 準防 　　

呉 呉市 長方形 西　　     30m 水道
52,000 165    1:1.5 県道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 11 Ｗ2     5.7km 準防 　　

背面道
呉 呉市 長方形 南東　     15m 水道

28,500 40737    1:2   市道 ガス 工専
　 (  60, 200)

(県) 9-  1     3.8km 　　 　　

工場 大規模な重工業工場が建ち並
ぶ工業地域

呉
昭和町９番１

「昭和町９－１」

店舗 店舗、事業所等が建ち並ぶ県
道沿いの路線商業地域

呉
焼山此原町６９７番３６

「焼山此原町２１－２３」

店舗兼住宅 中低層の店舗、事業所、共同
住宅が多い商業地域

新広
広古新開１丁目５５番

「広古新開１－８－３６」

店舗、事務所
兼住宅

事業所、店舗、共同住宅等が
混在する近隣商業地域

川原石
海岸４丁目３７番４外

「海岸４－１５－２」

店舗 事務所、店舗等が混在する国
道沿いの商業地域

広
広大新開１丁目１０７１５番１外

「広大新開１－１－５」

店舗兼共同住
宅

中層の店舗ビルが建ち並ぶ国
道沿いの商業地域

呉
本通４丁目１番２１

「本通４－１－１２」

事務所兼駐車
場

店舗、営業所等が混在する幹
線国道沿いの商業地域

安芸阿賀
阿賀中央３丁目３８８９番１外

「阿賀中央３－２－１０」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗等が見られ
る県道沿いの商業地域

向小市の浜バス停
蒲刈町向字南側１３００番６

店舗兼共同住
宅

店舗利用を中心とするアー
ケードのある商業地域

吉浦
吉浦本町１丁目６番１

「吉浦本町１－３－２１」

銀行 銀行、小規模小売店舗等の見
られる県道沿いの商業地域

吉川回漕店バス停
下蒲刈町三之瀬字南町２７３番２外

店舗兼住宅 店舗、一般住宅が混在する商
業地域

豊浜支所前バス停
豊浜町大字豊島字札場口３５６５番外

ホテル ホテル、事務所ビル等が多い
駅前の商業地域

呉
中央１丁目４番２

「中央１－４－２５」



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
(㎡)

竹原 竹原市 長方形 東　　    5.8m 水道 （都）
31,800 380    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     230m 　　 　　

背面道
竹原 竹原市 長方形 南西　    6.3m 水道 （都）

24,400 173    1:1.2 市道 １中専
　 (  60, 200)

(県)  -  2 Ｗ2     470m 　　 　　

竹原 竹原市 長方形 北西　     20m 水道 （都）
57,500 208  1.5:1   国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ4 南西     440m 準防 　　

側道
三原 三原市 長方形 南西　    4.7m 水道

66,400 167    1:2   市道 ガス １住居
＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 　　 　　

三原 三原市 南　　      4m 水道 「都計外」
31,800 183    1:1.5 県道

　
(県)  -  2 Ｓ2     160m 　　 　　

三原 三原市 長方形 北西　    5.8m 水道 「都計外」
4,450 319  1.2:1   市道

　
(県)  -  3 Ｗ1     1.8km 　　 　　

三原 三原市 長方形 南西　      9m 「都計外」
7,950 441    2:1   国道

　
(県)  -  4 Ｗ2 近接 　　 　　

三原 三原市 長方形 西　　      7m 水道 「都計外」
9,400 259    1:1.5 国道

　 下水
(県)  -  5 Ｗ2     130m 　　 　　

三原 三原市 正方形 北西　      4m 水道 （都）
14,300 258    1:1   市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  -  6 ＬＳ2     3.5km 　　 　　

三原 三原市 正方形 東　　      6m 水道 「都計外」
28,700 218    1:1   市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2     3.6km 　　 　　

三原 三原市 長方形 東　　      7m 水道
54,700 223  1.2:1   市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｓ3     650m 　　 　　

三原 三原市 長方形 南　　      4m 水道
46,400 132    1:1.5 市道 １住居

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

住宅 中小規模一般住宅の多い既成
住宅地域

三原
西野１丁目１５１２番１８

「西野１－７－３５」

住宅兼作業場 中規模な一般住宅が多い住宅
地域

糸崎
糸崎３丁目７７番１

「糸崎３－７－２１」

住宅 中規模一般住宅が多い区画整
然とした高台の住宅地域

須波
須波ハイツ２丁目７６５番５２８

「須波ハイツ２－１８－５」

住宅 農家住宅、一般住宅が散見さ
れる地域

本郷
本郷町船木字中筋１９０２番２

住宅 一般住宅の中に店舗等が混在
する住宅地域

和木局バス停
大和町和木１５８４番４

住宅 国道沿いの農地の中に農家住
宅、店舗等が散在する住宅地
域

坂井原バス停
久井町坂井原字清水頭２７６９番２外

住宅 農地の中に農家住宅等の散在
する住宅地域

東側バス停
久井町土取字定末４１８番４

住宅 中小規模一般住宅の多い郊外
の住宅地域

安芸幸崎
幸崎能地３丁目２９５８番３

「幸崎能地３－１１－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ店
舗もある住宅地域

三原
宮沖１丁目７４番２

「宮沖１－１３－９」

事務所 中低層の事務所、店舗等が建
ち並ぶ国道沿いの商業地域

竹原
中央４丁目１３８１番４外

「中央４－６－１３」

住宅 中規模一般住宅等が建ち並ぶ
閑静な住宅地域

吉名
吉名町字上郷附４８１９番１０

住宅 小規模店舗も点在する古くか
らの住宅地域

忠海
忠海中町１丁目５６３２番１９外

「忠海中町１－３－５」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

三原 三原市 長方形 東　　     18m 水道
132,000 215    1:2.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ4 北     340m 　　 　　

側道
三原 三原市 正方形 東　　     12m 水道

74,200 218    1:1   市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  2 ＲＣ2     1.3km 　　 　　

三原 三原市 不整形 南　　     19m 水道
60,000 797  1.2:1   国道 ガス 近商

　 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＬＳ1     100m 　　 　　

三原 三原市 台形 南　　     22m 水道 （都）
30,200 853    1:1.2 国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｓ1       2km 　　 　　

三原 三原市 長方形 西　　     11m 水道 「都計外」
14,400 551    1:1.2 県道

　
(県) 5-  5 ＬＳ2 近接 　　 　　

三原 三原市 長方形 西　　     16m 水道
26,600 51441  1.2:1   市道 工専

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

四方路
尾道 尾道市 台形 南　　      5m 水道

55,000 187    1:1.5 市道 １住居
　 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2       1km 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 北東　     12m 水道 （都）
17,400 257    1:1.5 国道

　 (  70, 400)
(県)  -  2 Ｗ2     100m 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 北　　      4m 水道
35,400 177    1:1.2 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     6.8km 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 西　　    5.6m 水道
42,400 109    1:1.2 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     2.1km 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 東　　      4m 水道
66,200 71    1:2.5 市道 ガス １住居

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

側道
尾道 尾道市 台形 北東　    3.5m 水道 （都）

8,700 504  1.5:1   市道
　 (  70, 400)

(県)  -  6 Ｗ2     200m 　　 　　

住宅 一般住宅、農家住宅等が混在
する住宅地域

南支所バス停
瀬戸田町宮原字前田６２５番２外

住宅 店舗、アパート等が点在する
古くからの住宅地域

尾道
桜町８０７番３外

「桜町１－２８」

住宅 山腹に一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

尾道
西久保町１５０５番９

「西久保町２４－８」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

尾道
向東町字天女浜９１９７番２７

住宅 国道沿いに一般住宅、農家住
宅等が混在する住宅地域

大浜東町バス停
因島大浜町字東町２２６３番

住宅 中規模一般住宅が散在する中
に医院等も見られる住宅地域

東尾道
高須町字原田３６９７番１

工場 中規模工場を中心として、事
業所等が介在する工業地域

三原
古浜３丁目２０番

店舗 県道沿いに店舗、医院等が混
在する商業地域

公立くい診療所前バ
ス停久井町江木字中ノ坪１１６２番３

店舗 店舗、事業所等が散在する国
道沿いの商業地域

本郷
南方３丁目６１９１番７外

「南方３－５－１６」

店舗 国道沿いに小売店舗等が建つ
商業地域

糸崎
糸崎４丁目２９０７番５

「糸崎４－４－１２」

店舗 各種店舗が建ち並ぶ近隣商業
地域

三原
円一町３丁目１８６８番６外

「円一町３－１０－３」

店舗兼共同住
宅

店舗、事務所ビル等の混在す
る県道沿いの商業地域

三原
城町１丁目２番５０

「城町１－１５－１」



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
(㎡)

尾道 尾道市 長方形 東　　      4m 水道
55,400 91    1:2.5 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  7 ＬＳ2       1km 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 北西　      3m 水道 （都）
13,500 213    1:2   市道

　 (  70, 400)
(県)  -  8 Ｗ2     550m 　　 　　

尾道 尾道市 台形 北東　    3.5m 水道
59,700 145  1.2:1   市道 ガス １住居

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

尾道 尾道市 長方形 東　　    6.5m 水道
68,000 290  1.2:1   市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     2.9km 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 南東　      6m 水道
71,300 266    1:2.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｓ3     290m 　　 　　

尾道 尾道市 台形 南西　      6m 水道 「都計外」
17,100 142  1.5:1   市道

　
(県)  - 12 Ｗ2     240m 　　 　　

尾道 尾道市 台形 北　　      4m 水道 （都）
18,700 310    6:1   市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  - 13 Ｗ2       9km 　　 　　

尾道 尾道市 台形 西　　      3m 水道 （都）
14,400 414    1:1   市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  - 14 Ｗ2 北西       7km 　　 　　

側道
尾道 尾道市 長方形 北　　      4m 水道

48,700 148    1:1.2 市道 １住居
　 (  60, 200)

(県)  - 15 ＬＳ2     7.4km 　　 　　

尾道 尾道市 正方形 南　　    4.5m 水道 「調区」
18,700 271    1:1   市道

　 (  70, 400)
(県)  - 16 Ｗ2      10km 　　 　　

尾道 尾道市 台形 東　　      7m 水道 （都）
30,200 165    1:1.5 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     700m 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 南東　    8.5m 水道
104,000 125    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ3     770m 準防 　　

店舗兼住宅 店舗が建ち並ぶアーケードの
商業地域

尾道
土堂１丁目３４１番６外

「土堂１－５－１６」

住宅 中規模一般住宅のほか空地も
見られる住宅地域

因島総合支所前バス
停因島田熊町字弁才天５９１番５

住宅 中規模一般住宅、農家住宅等
が混在する住宅地域

尾道
向島町字大平新開１３２３６番２外

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

尾道
向島町字五軒島５６１４番２

住宅 山際沿いに農家住宅等が所在
する集落地域

下川辺
御調町貝ケ原字蜈蚣岩山口５８２番１

住宅 農地の中に一般住宅が散在す
る集落地域

下川辺
御調町大田字花之木４８６番１

住宅 一般住宅、農家住宅の混在す
る住宅地域

木門田バス停
木ノ庄町木門田字門田平１４６５番２

住宅 中規模一般住宅やアパ－トを
中心とする区画整理済の住宅
地域

東尾道
高須町字東新涯２丁目４７７５番９

住宅 一般住宅の中に駐車場等が見
られる住宅地域

尾道
栗原町字亀川５９８５番３外

住宅 一般住宅の中にアパ－トが混
在する既成住宅地域

尾道
栗原東２丁目２１１８番１

「栗原東２－２－４２」

住宅 一般住宅、農家住宅等が混在
する住宅地域

耕三寺バス停
瀬戸田町鹿田原字中谷３６１番３

住宅 小規模な一般住宅の建ち並ぶ
住宅地域

尾道
日比崎町１５９４番７

「日比崎町６－２５」



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
(㎡)

尾道 尾道市 長方形 北東　      6m 水道
62,000 128    1:3   県道 ガス 近商

　 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｗ2     1.5km 準防 　　

尾道 尾道市 長方形 西　　     15m 水道
73,300 647  1.2:1   国道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ2       1km 　　 　　

尾道 尾道市 台形 西　　     30m 水道
107,000 766    1:1.5 国道 ガス 近商

　 (  80, 300)
(県) 5-  4 Ｓ2     3.3km 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 北東　    5.5m 水道
51,000 157    1:2.5 県道 近商

　 (  80, 300)
(県) 5-  5 ＬＳ3       6km 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 南　　      5m 水道 （都）
32,800 96    1:2.5 市道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  6 Ｗ2     230m 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 北　　     16m 水道
79,800 1034    1:1.5 国道 ガス 準工

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

尾道 尾道市 長方形 北西　     12m 水道 （都）
43,200 397    1:2   国道 近商

　 (  80, 300)
(県) 5-  8 Ｗ1     140m 　　 　　

尾道 尾道市 長方形 北東　    6.5m 水道 （都）
26,600 300    1:3.5 市道

　 下水 (  70, 400)
(県) 5-  9 Ｓ3     7.9km 　　 　　

福山 福山市 正方形 南西　      4m
23,200 294    1:1   市道 １住居

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

福山 福山市 長方形 東　　     16m 水道
42,900 230  1.2:1   県道 ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     1.8km 　　 　　

福山 福山市 長方形 西　　      4m 水道
41,000 303    1:1.5 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     800m 　　 　　

福山 福山市 正方形 南西　      9m 水道
41,900 128    1:1   市道 １住居

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

住宅 一般住宅を中心に農地等の混
在する住宅地域

備後赤坂
瀬戸町大字地頭分字立屋坂８０４番６

住宅 一般住宅を中心にアパート、
事業所等が混在する住宅地域

上戸手
新市町大字戸手６６７番６外

住宅 一般住宅が増加しつつある郊
外の住宅地域

万能倉
加茂町大字下加茂字古川２３９番９外

住宅 農家住宅、一般住宅等が混在
する住宅地域

新市
新市町大字相方３７４番３

店舗兼住宅 小規模の小売店舗、一般住宅
等が混在する商業地域

下川辺
御調町市字市１２０５番

店舗 店舗、事業所等が建ち並ぶ国
道沿いの商業地域

大川橋バス停
因島中庄町字前新開３３１４番２

倉庫 事務所、倉庫等が建ち並ぶ路
線商業地域

尾道
新浜２丁目９番３９

「新浜２－５－２９」

店舗兼住宅 土産品店、飲食店等が建ち並
ぶ商業地域

耕三寺バス停
瀬戸田町瀬戸田字中塚５４４番５

事業所 小売店舗等が建ち並ぶ古くか
らの商業地域

尾道
向島町字鷹向５７９番５外

銀行 国道沿いに店舗等が建ち並ぶ
路線商業地域

尾道
栗原町字艮前５９２９番１外

銀行 国道沿いに、店舗、事務所等
が連たんする商業地域

東尾道
高須町字砂畑１３３６番６

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ古くか
らの商業地域

尾道
長江１丁目９０番１

「長江１－２５－１８」



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
(㎡)

福山 福山市 長方形 西　　      6m 水道
38,000 198    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.4km 　　 　　

福山 福山市 長方形 西　　      6m 水道
81,800 332    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.2km 　　 　　

福山 福山市 長方形 北西　    4.8m 水道
38,300 167  1.2:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 ＬＳ2     650m 　　 　　

福山 福山市 長方形 西　　      3m 水道 「調区」
17,400 295    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     4.5km 　　 　　

福山 福山市 台形 南　　    3.3m 水道
29,200 194    1:1   市道 １住居

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

福山 福山市 長方形 北西　      4m 水道
49,700 157    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     1.9km 　　 　　

福山 福山市 長方形 西　　      6m 水道
64,800 118    1:1.2 市道 ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     550m 　　 　　

福山 福山市 長方形 南東　    4.5m 水道
40,100 156    1:1.2 県道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     850m 　　 　　

福山 福山市 長方形 北　　      3m 水道 「都計外」
10,100 279    1:1.2 市道

　 下水
(県)  - 13 Ｗ2     2.9km 　　 　　

福山 福山市 台形 北　　      5m 水道 「調区」
23,900 474    1:1.2 市道

　 (  70, 200)
(県)  - 14 Ｗ2 東     5.2km 　　 　　

側道
福山 福山市 長方形 東　　    5.5m 水道 「都計外」

13,200 209  1.5:1   県道
　 下水

(県)  - 15 Ｗ3     3.6km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南東　    3.3m 水道
29,000 168    1:1.5 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｗ2     6.2km 　　 　　

住宅 一般住宅の中にアパートが散
見される古くからの住宅地域

福山
水呑町字皆口北甲１９０７番１

住宅 県道沿いの古くからの一般住
宅が建ち並ぶ地域

駅家
駅家町大字服部永谷２７１番３

住宅 農家住宅、一般住宅等が混在
する住宅地域

福山
郷分町字境１４６８番１

住宅 農家住宅等が建ち並び空家も
見られる住宅地域

天満バス停
内海町字内ノ浦イ１７８８番１

住宅 農家、一般住宅が混在する古
くからの住宅地域

備後赤坂
赤坂町大字赤坂字馬場１４８９番３

住宅 一般住宅のほかアパートも見
られる住宅地域

松永
松永町３丁目２６３番１８

「松永町３－１４－１８」

住宅 中規模な一般住宅が多い住宅
地域

松永
松永町２丁目１０番

「松永町２－２７－２０」

住宅 一般住宅、アパートのほか空
地も見られる住宅地域

松永
本郷町字天神前２８５６番１外

住宅 農地の中に農家、一般住宅等
が散在する住宅地域

万能倉
加茂町字芦原字尾中５３３番４

住宅 中小規模一般住宅等が建ち並
ぶ古くからの住宅地域

神辺
神辺町大字川北字小屋１８０番８

住宅 一般住宅を主体にアパート等
も見られる住宅地域

福山
草戸町４丁目２１９５番

「草戸町４－２０－３」

住宅 一般住宅、空地が混在する住
宅団地

大門
城興ケ丘１２３番

「城興ケ丘２１－３１」



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
(㎡)

福山 福山市 長方形 南　　      6m 水道
38,500 247    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     7.3km 　　 　　

福山 福山市 長方形 東　　     11m 水道
34,100 154    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     320m 　　 　　

福山 福山市 長方形 南東　      8m 水道
47,500 199    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 19 Ｗ2     600m 　　 　　

福山 福山市 長方形 南西　      6m 水道
83,800 191    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 20 ＬＳ2     3.1km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　      6m 水道
86,200 126    1:1.2 市道 ガス １住居

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

福山 福山市 長方形 南　　      6m 水道
57,900 155    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 22 Ｗ2     2.5km 　　 　　

福山 福山市 正方形 北西　      6m 水道
35,000 225    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 23 Ｗ2     1.1km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南東　    6.6m 水道
74,500 148  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 24 Ｗ2     3.9km 　　 　　

福山 福山市 長方形 北　　    2.5m 水道 「都計外」
14,900 273    1:2.5 市道

　 下水
(県)  - 25 Ｗ2     160m 　　 　　

福山 福山市 台形 南東　      6m 水道
18,700 513    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 26 Ｗ2     800m 　　 　　

三方路
福山 福山市 長方形 東　　      4m 水道

76,400 111    1:1.5 市道 ガス １中専
　 下水 (  60, 200)

(県)  - 27 Ｗ2     2.6km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南西　      6m 水道
59,100 188    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 28 Ｗ2     3.7km 　　 　　

住宅 一般住宅が区画整然と建ち並
ぶ丘陵地の住宅団地

福山
明王台３丁目７９番

「明王台３－９－３０」

住宅 一般住宅、アパートが混在す
る住宅地域

福山
西深津町４丁目８４番５

「西深津町４－７－１７」

住宅 中規模一般住宅、農家住宅の
ほか店舗等が見られる海岸沿
いの住宅地域

千年橋バス停
沼隈町大字常石字敷名中２７２２番１外

住宅 中規模一般住宅が密集する既
存の住宅地域

町バス停
内海町字町ロ２６５９番１外

住宅 一般住宅が多いが空地も散見
される住宅地域

福山
西新涯町２丁目ハ２１５番１０

「西新涯町２－４－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ丘
陵地の住宅地域

近田
駅家町大字弥生ケ丘１０番５１０

住宅 一般住宅が建ち並ぶ高台の住
宅団地

東福山
日吉台２丁目７００番

「日吉台２－３－２６」

住宅 一般住宅のほかアパート、駐
車場等が混在する住宅地域

福山
北吉津町３丁目１６番７

「北吉津町３－２０－１４」

住宅 一般住宅のほかにアパート等
が混在する住宅地域

福山
多治米町４丁目７３２番１１

「多治米町４－３０－８」

住宅 中規模一般住宅等が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

横尾
横尾町二丁目１７１番２

「横尾町２－１３－６」

住宅 中規模の一般住宅が多い住宅
地域

鞆車庫前バス停
鞆町後地字中島４９２番３

住宅 一般住宅が多く、空地も見ら
れる住宅団地

福山
水呑町字日之出丘４８９９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
(㎡)

福山 福山市 長方形 東　　    6.3m 水道
74,600 133    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 29 Ｗ2     1.5km 　　 　　

福山 福山市 長方形 西　　      4m 水道
47,000 148    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 30 Ｗ2     1.3km 　　 　　

福山 福山市 長方形 北西　    4.3m 水道
43,200 160    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 31 ＬＳ2     1.6km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南東　    5.5m 水道
74,600 252    1:3.5 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 32 Ｗ2       2km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　      6m 水道
81,900 215    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 33 Ｗ2     1.3km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　     12m 水道
41,100 135    1:2   県道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 34 Ｗ2     4.2km 　　 　　

福山 福山市 台形 東　　    4.4m 水道
39,200 256    2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 35 Ｗ2     350m 　　 　　

福山 福山市 台形 南西　    3.6m 水道
85,000 114    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 36 Ｗ2     1.4km 　　 　　

福山 福山市 台形 南東　    3.6m 水道 「調区」
13,900 502  1.5:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 37 Ｗ2 北東     300m 　　 　　

側道
福山 福山市 長方形 南西　    6.4m 水道 「調区」

31,100 266  1.2:1   市道
　 (  70, 200)

(県)  - 38 Ｗ2     4.3km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　      4m 水道 「調区」
23,900 144  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 39 Ｗ2     5.7km 　　 　　

福山 福山市 長方形 北東　      4m 「調区」
19,600 403  1.5:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 40 Ｗ2       3km 　　 　　

住宅 農家、一般住宅のほか作業所
も見られる住宅地域

新市
新市町大字宮内１７７０番３外

住宅 農地の中に小規模一般住宅等
が所在する住宅地域

大門
坪生町字仁井前４３７番１７

住宅 中規模な一般住宅が多い住宅
地域

松永
藤江町字四番浜６３９７番１４

住宅 農地の中に農家住宅が散在す
る郊外の住宅地域

中学校入口バス停
沼隈町大字上山南字稲木１０６６番１外

住宅 一般住宅のほかアパート等が
混在する住宅地域

福山
木之庄町１丁目３４２番７

「木之庄町１－１３－１８」

住宅 中規模一般住宅のほか農地も
混在する住宅地域

大門
大門町大字大門字古新涯１１０番２外

住宅 一般住宅のほかに農地等も見
られる住宅地域

大門
坪生町２丁目６４番

「坪生町２－８－２０」

住宅 一般住宅、アパートのほか店
舗等が混在する住宅地域

東福山
東深津町３丁目９０番

「東深津町３－１０－２１」

住宅 一般住宅、アパートのほか事
業所等が見られる住宅地域

東福山
春日町６丁目１７２番

「春日町６－１０－２３」

住宅 在来の兼業農家住宅と一般住
宅が混在し、農地もみられる
郊外住宅地域

東尾道
高西町川尻字築出３８７６番５

住宅 一般住宅、事業所、農地が混
在する住宅地域

横尾
御幸町大字中津原字片山１６２５番６

住宅 一般住宅を中心に店舗等が介
在する住宅地域

東福山
手城町３丁目９６２番４

「手城町３－５－１３」



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
(㎡)

福山 福山市 ほぼ長方形 北　　    1.8m
14,700 849  3.5:1   道路 １住居

　 (  60, 200)
(県) 3-  1     1.9km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　     16m 水道
70,200 291    1:2.5 国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     550m 　　 　　

福山 福山市 長方形 西　　      8m 水道
121,000 126    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｓ3     1.1km 準防 　　

福山 福山市 長方形 北　　     12m 水道
106,000 146    1:2.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｓ4     800m 準防 　　

福山 福山市 長方形 北西　      6m 水道
97,700 287    1:3   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 Ｓ3     1.9km 準防 　　

福山 福山市 長方形 北東　     14m 水道
97,400 183    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  5 Ｓ2     2.3km 　　 　　

福山 福山市 長方形 北　　     36m 水道
201,000 492    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  6 ＳＲＣ9     600m 準防 　　

福山 福山市 長方形 西　　     15m 水道
135,000 142    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  7 Ｗ2     800m 準防 　　

福山 福山市 長方形 北　　     22m 水道
82,500 991  1.2:1   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  8 Ｓ1     850m 　　 　　

福山 福山市 長方形 東　　     15m 水道
113,000 172    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  9 ＲＣ3     700m 　　 　　

福山 福山市 長方形 東　　     55m 水道
380,000 1182    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5- 10 ＲＣ3     400m 防火 　　

福山 福山市 長方形 南　　      8m 水道
124,000 190    1:2   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(県) 5- 11 Ｓ4     550m 防火 　　

店舗兼住宅 店舗、飲食店等が多いアー
ケードのある商業地域

福山
船町２８番外

「船町１－２５」

店舗兼事務所 中層ビル、銀行等が建ち並ぶ
駅前の商業地域

福山
東桜町２０番

「東桜町３－３」

診療所兼住宅 事務所、店舗のほかに一般住
宅も散見される商業地域

福山
西町２丁目１２１番２外

「西町２－１２－３２」

店舗 国道沿いに店舗、事務所等が
所在する路線商業地域

道上
神辺町大字十九軒屋字兼近２番４

店舗兼住宅 小売店舗のほかマンション等
が見られる商業地域

福山
御船町１丁目１８番

「御船町１－２－１７」

事務所 国道沿いに中高層事務所ビル
等が建ち並ぶ商業地域

福山
霞町１丁目７１番外

「霞町１－２－３」

店舗兼住宅 小売店舗のほか住宅等が見ら
れる商業地域

福山
沖野上町６丁目１３１９番６

「沖野上町６－８－７」

事務所、作業
場兼住宅

事務所、小規模小売店舗、一
般住宅等が混在する商業地域

福山
御門町３丁目１２４番外

「御門町３－１０－８」

店舗兼住宅 店舗、事務所、一般住宅等が
混在する商業地域

福山
胡町６３番

「胡町４－１４」

店舗兼住宅 店舗の中に一般住宅等が混在
する商業地域

福山
光南町１丁目１１５番

「光南町１－６－３１」

店舗 国道沿いに店舗、事務所等が
混在する商業地域

松永
宮前町２丁目５４番

「宮前町２－４－２４」

田 農地、一般住宅等が混在する
地域

万能倉
御幸町大字下岩成字川落１３３３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
(㎡)

福山 福山市 正方形 南　　     12m 水道
83,000 198    1:1   市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 12 Ｗ2     200m 　　 　　

福山 福山市 長方形 東　　     20m 水道
58,300 1035  1.5:1   市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 13 Ｗ1     400m 　　 　　

福山 福山市 長方形 北東　     12m 水道
41,400 269    1:2   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5- 14 Ｗ2     130m 　　 　　

福山 福山市 台形 南西　     12m 水道
122,000 250    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 15 Ｓ4     1.2km 準防 　　

福山 福山市 長方形 北東　     20m 水道
66,000 595    1:1.5 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5- 16     1.8km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　     25m 水道
102,000 1052  1.5:1   国道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5- 17 Ｓ2     1.3km 　　 　　

福山 福山市 長方形 北西　   12.3m 水道
22,200 4233    1:2   市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     8.8km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　    5.8m 水道
62,100 1197  1.5:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  2 Ｓ2     950m 　　 　　

福山 福山市 長方形 南東　     12m 水道
53,600 694    1:1.2 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  3 Ｓ2     3.5km 　　 　　

福山 福山市 長方形 南　　      7m 水道
31,600 3229  1.2:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  4     1.2km 　　 　　

備後府中 府中市 不整形 北東　    4.5m
15,400 232  2.5:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     2.3km 　　 　　

備後府中 府中市 長方形 東　　    4.5m 水道
21,400 330    1:1.2 市道 １住居

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

住宅 中規模の一般住宅、事業所等
が混在する住宅地域

府中
目崎町字菅谷１０１番３

住宅 山麓の耕地部に、一般住宅、
農家が散在する住宅地域

下川辺
三郎丸町字段ヶ市３３５番３外

工場 工場、社宅等が混在している
工場地域

大門
大門町４丁目１４６番外

「大門町４－１９－３４」

事務所兼倉庫 中小規模の工場、一般住宅が
混在する工業地域

東福山
曙町４丁目５９番２

「曙町４－８－２」

事務所兼工場 事務所、営業所、作業場、一
般住宅等が混在する工業地域

東福山
明神町２丁目４８番１外

「明神町２－３－２６」

倉庫兼事務所 大中規模工場、倉庫等が建ち
並ぶ臨海工業地域

福山
箕沖町１２７番５

店舗兼工場 国道沿いに店舗のほかに工場
等も見られる路線商業地域

福山
南本庄１丁目２２８番１外

「南本庄１－４－１３」

工場 住宅、事業所等が混在する幹
線道路沿い地域

松永
南松永町１丁目３２番２

「南松永町１－２３－８」

店舗兼共同住
宅

店舗、病院、一般住宅等の混
在する商業地域

福山
明治町１４２番外

「明治町１４－２４」

店舗兼住宅 小売店舗、事務所、店舗併用
住宅が増えつつある路線商業
地域

浜組バス停
沼隈町大字草深字金堀１９２７番２

店舗 幹線市道沿いに店舗、事業所
等が見られる商業地域

大門
大門町１丁目２５０番外

「大門町１－３６－８」

店舗兼住宅 店舗、事務所のほかに共同住
宅、アパート等が混在する商
業地域

東福山
引野町１丁目１２４番１

「引野町１－１４－３２」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

備後府中 府中市 長方形 西　　    4.5m 水道
27,900 158    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     1.5km 　　 　　

備後府中 府中市 不整形 南　　    4.5m 水道 「都計外」
4,140 585    1:2   市道

　
(県)  -  4 Ｗ2     2.9km 　　 　　

備後府中 府中市 長方形 東　　      4m 水道 「調区」
14,400 436    1:2   市道

　 (  70, 400)
(県)  -  5 Ｗ2     2.5km 　　 　　

備後府中 府中市 台形 北西　      8m 水道
39,400 284    1:2   市道 １住居

＊ 　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     800m 　　 　　

備後府中 府中市 長方形 南西　    7.5m 水道 （都）
20,700 160  1.2:1   市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｗ2     200m 　　 　　

備後府中 府中市 台形 南西　     16m 水道
68,400 743    1:1.2 国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＳＲＣ2     750m 　　 　　

備後府中 府中市 長方形 北西　      8m 水道
30,200 1097    1:3   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ4     340m 　　 　　

三次 三次市 台形 北　　      4m 水道 「都計外」
3,290 707    1:1.2 市道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2     4.8km 　　 　　

三次 三次市 台形 南西　    4.2m 水道 「都計外」
3,960 484  1.5:1   市道

　
(県)  -  2 Ｗ1     9.7km 　　 　　

三次 三次市 台形 西　　      6m 水道 「都計外」
3,640 604    1:1.2 市道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ2     7.9km 　　 　　

三次 三次市 正方形 南西　      4m 水道 （都）
24,600 235    1:1   市道 １低専

　 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｓ2       2km 　　 　　

三次 三次市 台形 東　　    6.5m 水道 「都計外」
4,440 168    1:1   市道

　
(県)  -  5 Ｗ2 北     3.1km 　　 　　

側道

住宅 農家住宅が散在するほか店舗
等も見られる集落地域

甲奴
甲奴町小童字欠ケ戸２９４２番２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

八次
畠敷町１０２９番４３

住宅 農家住宅を中心に店舗兼住宅
も見られる集落地域

甲立
三和町下板木字信原２８４番５

住宅 農地の中に農家住宅が散在す
る住宅地域

三次
君田町東入君字松ヶ瀬１３８番１

住宅 農地の中に、農家住宅が散在
する住宅地域

三良坂
三良坂町仁賀字仮屋迫１４６６番

事務所兼倉庫 事務所、工場、アパート等が
混在する地域

鵜飼
高木町字宮ヶ坪１９０番１外

銀行 国道沿いに店舗、事務所等が
建ち並ぶ商業地域

府中
府川町字大坪１６２番７

店舗 各種小売店舗が建ち並ぶ商業
地域

上下
上下町上下字切田尻８８７番４５

住宅 中規模一般住宅、店舗等が混
在する住宅地域

鵜飼
高木町字古川１４２０番３外

住宅 丘陵地に農家住宅、一般住宅
等が所在する集落地域

府中
本山町字中谷１０１０番

住宅 農地地域内に農家が散在する
住宅地域

上下
上下町二森字上蔭地６２番１

住宅 中規模一般住宅、アパ－ト等
が混在する住宅地域

府中
出口町字窪田８２２番６外



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

三次 三次市 長方形 南　　    9.5m 水道 「都計外」
3,230 403    1:1.2 県道

　
(県)  -  6 Ｗ2 西 近接 　　 　　

側道
三次 三次市 長方形 東　　   12.5m 水道 「都計外」

5,740 607  1.5:1   国道
　 下水

(県)  -  7 Ｗ2     350m 　　 　　

三次 三次市 正方形 南東　    9.2m 水道 「都計外」
3,990 489    1:1   市道

　 下水
(県)  -  8 Ｗ2 近接 　　 　　

三次 三次市 台形 南西　    6.7m 水道 「都計外」
8,540 394    1:2   市道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ1     300m 　　 　　

三方路
三次 三次市 台形 北　　     10m 水道 （都）

42,500 526    1:1.5 県道 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  2 ＲＣ2       2km 　　 　　

三次 三次市 長方形 北東　     12m 水道 （都）
13,300 8844    1:1.2 市道 工業

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     4.3km 　　 　　

庄原 庄原市 台形 東　　     11m 水道 「都計外」
2,550 290  1.2:1   県道

　
(県)  -  1 Ｗ2 近接 　　 　　

庄原 庄原市 長方形 南　　      4m 「都計外」
2,550 617    3:1   県道

　
(県)  -  2 Ｗ1       1km 　　 　　

庄原 庄原市 長方形 南東　      4m 水道 （都）
6,500 434  1.2:1   市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  -  3 Ｗ2       1km 　　 　　

庄原 庄原市 長方形 南西　     13m 水道 「都計外」
6,450 486    2:1   国道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ2 北西     100m 　　 　　

側道
庄原 庄原市 不整形 南　　    7.5m 「都計外」

2,520 757    1:1   県道
　

(県)  -  5 Ｗ2     1.1km 　　 　　

庄原 庄原市 長方形 南西　     10m 「都計外」
1,740 485  1.2:1   市道

　
(県)  -  6 Ｗ2 南東     500m 　　 　　

側道

住宅 農地の中に、農家が散在する
農村集落地域

和南原集会所バス停
高野町和南原字隣組５１０番

住宅 県道沿いに農家住宅等が散在
する住宅地域

土居バス停
総領町亀谷字五良丸１４７６番２

住宅 一般住宅等が建ち並び、農地
も多く見られる住宅地域

新市バイパスバス停
高野町新市字町裏６７９番１

住宅 一般住宅、農家住宅が混在
し、農地も多く見られる住宅
地域

七塚
七塚町字中原８４６番２

住宅 農家住宅が散在する農村集落
地域

備後八幡
東城町菅字土居上４８１番外

住宅 県道沿いに農家住宅の散在す
る住宅地域

下宮内バス停
口和町宮内字市場３番４

倉庫 貨物集配基地等が多く中規模
工場等も混在する流通業務地
域

三次
東酒屋町３０６番２５

診療所 県道沿いに店舗、診療所、作
業所が混在する商業地域

三次
畠敷町２４番１外

事務所 小売店舗、事務所、一般住宅
等が混在する近隣商業地域

上布野バス停
布野町上布野字小原１４１９番１０

住宅 一般住宅と農家住宅が散在す
る集落中心部地域

板木保育所バス停
三和町羽出庭字市１２６９番３

住宅 国道沿いに農家住宅が点在す
る住宅地域

下布野バス停
布野町下布野字大伴４６０番２

住宅 県道沿いを中心に農家等が散
在する住宅地域

中野郷バス停
作木町下作木字中野郷１００２番７外



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

庄原 庄原市 長方形 東　　      4m 水道 「都計外」
3,900 132    1:1.2 市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2     200m 　　 　　

庄原 庄原市 正方形 東　　      8m 水道 （都）
7,720 304    1:1   市道 １住居

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

庄原 庄原市 長方形 南　　    7.5m 水道 「都計外」
5,560 219    1:2   県道

　 下水
(県)  -  9 Ｗ2     8.2km 　　 　　

庄原 庄原市 長方形 東　　   12.5m 水道 （都）
37,700 177    1:3   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ3F1B     700m 　　 　　

庄原 庄原市 台形 北西　     22m 水道 （都）
50,800 1278  2.5:1   国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  2 ＲＣ6     1.6km 　　 　　

大竹 大竹市 長方形 北西　      6m 水道
56,600 161    1:2.5 市道 １住居

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

大竹 大竹市 正方形 南東　      6m 水道
53,400 179    1:1   市道 １住居

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

大竹 大竹市 長方形 南西　      6m 水道
45,200 214    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     600m 　　 　　

大竹 大竹市 長方形 南東　    4.8m 水道
47,200 232    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｓ2     2.4km 　　 　　

大竹 大竹市 長方形 北　　    5.5m 水道
49,000 102    1:1.5 市道 準工

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

大竹 大竹市 長方形 北東　    9.5m 水道
76,900 76    1:1.2 市道 商業

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

大竹 大竹市 長方形 南西　      5m 水道
55,500 96    1:1.5 市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｗ2     250m 　　 　　

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅等が混在
する旧来の商業地域

玖波
玖波２丁目２０５２番

「玖波２－１２－２」

店舗兼住宅 各種小売店舗が建ち並ぶ商業
地域

大竹
新町１丁目２２６２番１２

「新町１－１０－９」

住宅 一般住宅のほか、工場、事業
所等の見られる国道背後の住
宅地域

大竹
立戸４丁目２５１８番６

「立戸４－２－１９」

住宅 中小規模一般住宅等が建ち並
ぶ住宅地域

玖波
御園２丁目５３９番１

「御園２－２－１２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑
静な住宅地域

玖波
玖波４丁目１２８５番５４

「玖波４－１１－３４」

住宅 一般住宅を中心とした閑静な
住宅地域

大竹
元町１丁目２７０１番８

「元町１－７－２」

住宅 中規模一般住宅を中心に農地
も見られる住宅地域

大竹
西栄３丁目６４７番

「西栄３－７－４」

店舗事務所兼
共同住宅

低層店舗や共同住宅のほか大
型商業施設等が集積する路線
商業地域

備後庄原
新庄町字五斗田３８８番２

店舗兼住宅 小規模の店舗兼住宅等が見ら
れる路線商業地域

東城
東城町川東字大渡り１４７２番２

住宅 県道沿いに一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

備後安田
総領町稲草字下市１３１２番４

住宅 一般住宅、農家住宅が散在す
る住宅地域

備後西城
西城町中野字亀崎６８８番７外

住宅 古くからの一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

比和バイパスバス停
比和町比和字流田７０６番３



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
(㎡)

東広島 東広島市 正方形 西　　      5m 水道
86,700 334    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｓ2     850m 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 北西　      6m 水道
46,500 211    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     6.3km 　　 　　

東広島 東広島市 正方形 北西　    5.6m 水道
59,700 349    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2 北東     380m 　　 　　

側道
東広島 東広島市 長方形 北東　      6m 水道

107,000 165    1:1.2 市道 ガス ２中専
＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     1.6km 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 北東　     10m 水道
68,300 403    1:1.5 市道 ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2 南東       4km 　　 　　

側道
東広島 東広島市 長方形 南　　      6m 水道

28,000 197    1:1.5 市道 １低専
　 下水 (  50, 100)

(県)  -  6 Ｗ2     950m 　　 　　

東広島 東広島市 台形 南　　    9.5m （都）
3,170 376    2:1   県道

　 (  70, 400)
(県)  -  7 Ｗ2     6.8km 　　 　　

東広島 東広島市 正方形 南西　      5m 水道
92,700 156    1:1   市道 ガス １住居

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

東広島 東広島市 長方形 南東　    4.2m 水道 「調区」
17,200 449    1:1.2 市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  -  9 Ｗ2     650m 　　 　　

東広島 東広島市 不整形 西　　      4m 水道 （都）
10,800 424    1:1.5 市道

　 (  70, 400)
(県)  - 10 Ｗ2     2.7km 　　 　　

東広島 東広島市 正方形 南西　    6.5m （都）
6,740 645    1:1   県道

　 下水 (  70, 400)
(県)  - 11 Ｗ2 北西     2.4km 　　 　　

側道
東広島 東広島市 長方形 南西　      6m 水道

54,900 244  1.2:1   市道 ガス １低専
　 下水 (  40,  80)

(県)  - 12 ＬＳ2     2.1km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が区画整然と
建ち並ぶ高台の住宅地域

西高屋
高屋高美が丘４丁目２４番１１

「高屋高美が丘４－２４－１１」

住宅 一般住宅、農家等が混在する
住宅地域

河内
河内町上河内字郷２３２番１外

住宅 農地の中に農家住宅が見られ
る住宅地域

安芸津
安芸津町三津字祇園廻り１５２６番１

住宅 農地の中に一般住宅や農家住
宅が見られる住宅地域

小多田バス停
黒瀬町宗近柳国字中間２８８番２

住宅 一般住宅、アパート等が混在
する住宅地域

寺家
西条町寺家字有吉５４７４番５

住宅 農家住宅、店舗等が混在する
県道沿いの住宅地域

河内
河内町小田字都中２９７９番２

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

白市
高屋町小谷３２４８番５０

住宅 一般住宅、共同住宅及び営業
所が混在している混在住宅地
域

西条
西条下見５丁目４３８１番２外

「西条下見５－５－２４」

住宅 一般住宅、共同住宅の建ち並
ぶ住宅地域

西条
西条中央７丁目１５番１５

「西条中央７－１５－１６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

西高屋
高屋町中島２５７番１１

住宅 一般住宅等が見られる区画整
理済の住宅地域

西条
三永２丁目１４番７

「三永２－１４－７」

住宅 農家住宅、一般住宅、共同住
宅等が混在する住宅地域

西条
西条土与丸２丁目１２０番６外

「西条土与丸２－６－９２」



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
(㎡)

東広島 東広島市 台形 東　　    6.5m 水道
31,200 291    1:2   市道 ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 ＬＳ2      70m 　　 　　

東広島 東広島市 台形 北西　    4.5m 水道 「都計外」
8,500 469    2:1   市道

　 下水
(県)  - 14 Ｗ2     130m 　　 　　

東広島 東広島市 不整形 南　　      5m 水道 「調区」
14,700 879    2:1   市道

　 (  70, 400)
(県)  - 15 Ｗ1     6.7km 　　 　　

東広島 東広島市 不整形 南東　      7m 「都計外」
2,920 916    1:3   県道

　
(県)  - 16 Ｗ2      50m 　　 　　

三方路
東広島 東広島市 正方形 北　　      8m 水道 （都）

24,000 339    1:1   市道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  - 17 Ｗ2     550m 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 北東　      4m 「都計外」
6,000 342    1:1.5 市道

　 下水
(県)  - 18 Ｗ2      80m 　　 　　

東広島 東広島市 台形 南東　     12m 「都計外」
2,340 317    2:1   県道

　
(県)  - 19 Ｗ2 近接 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 北西　    5.5m 水道 「調区」
16,400 794  1.5:1   市道

　 (  70, 400)
(県)  - 20 Ｗ2     8.2km 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 南西　      5m 水道 「調区」
34,700 480    1:1.5 市道

　 (  70, 400)
(県)  - 21 Ｗ2       1km 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 南西　    4.5m 水道 「調区」
65,300 286    1:1.5 道路

　 (  70, 400)
(県)  - 22 Ｗ2     1.7km 　　 　　

東広島 東広島市 正方形 西　　      7m 「都計外」
11,100 402    1:1   国道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ2 南 近接 　　 　　

側道
東広島 東広島市 長方形 南西　     12m 水道

88,900 639  2.5:1   県道 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  2 ＲＣ2 北西     140m 　　 　　
側道

店舗 県道沿いに店舗、銀行等が建
ち並ぶ商業地域

西高屋
高屋町中島４３５番２

店舗兼住宅 店舗兼住宅が多い国道沿いの
小規模近隣商業地域

久芳バス停
福富町久芳字円明寺３８０７番１

住宅 一般住宅を中心としてアパー
ト等の混在する住宅地域

西条
西条町土与丸字寒作１１５９番２

住宅 農家住宅、一般住宅の中に空
地も見られる住宅地域

八本松
八本松町飯田字椿６００番３外

住宅 農地の中に農家住宅が見られ
る住宅地域

西条
西条町郷曽字柏原３９６４番１外

住宅 農家住宅が散在する県道沿い
の住宅地域

敷地バス停
豊栄町吉原１０２４番４

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ古
くからの住宅地域

乃美森川バス停
豊栄町乃美２９２０番１

住宅 中規模一般住宅が多い既成住
宅地域

安芸津
安芸津町三津字上河原４３５９番１

住宅 農家住宅が散在する県道沿い
の住宅地域

東谷西バス停
福富町久芳字喜呂沢６１６番１外

住宅 小規模な工場や農家住宅がみ
られる住宅地域

八本松
志和町冠字延末１３８４番１外

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ古くか
らの住宅地域

久芳バス停
福富町久芳字円明寺３７９４番１外

住宅 一般住宅、農地等が混在する
住宅地域

楢原バス停
黒瀬町楢原字梶屋田５８１番８



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

東広島 東広島市 台形 北　　     16m 水道
155,000 139    2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｓ5     500m 　　 　　

東広島 東広島市 台形 北　　     12m 水道
101,000 1051  1.2:1   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｓ2     1.4km 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 西　　     38m 水道
250,000 564    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  5 ＲＣ5F1B     600m 　　 　　

東広島 東広島市 正方形 南　　     24m 水道
87,300 380    1:1   市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  6 ＲＣ4     4.3km 　　 　　

東広島 東広島市 長方形 東　　    4.2m 水道 （都）
16,700 118    1:2   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  7 Ｗ2     120m 　　 　　

東広島 東広島市 台形 南西　     13m 水道
31,000 21319    1:1.2 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     1.7km 　　 　　

三方路
廿日市 廿日市市 長方形 南東　    4.5m 水道

143,000 326    1:1.5 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     800m 　　 　　

廿日市 廿日市市 台形 南東　      8m 水道
49,300 332    3:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     750m 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 西　　      4m 水道
83,300 198  2.5:1   市道 ガス ２低専

　 (  60, 150)
(県)  -  3 ＬＳ2     370m 　　 　　

廿日市 廿日市市 正方形 北　　      6m 水道
44,000 200    1:1   市道 ガス １低専

　 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2F1B     2.3km 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 西　　    4.3m 水道 （都）
70,100 92    1:4   市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  -  5 Ｗ2     1.2km 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 南東　      5m 水道
143,000 233    1:3   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2     800m 　　 　　

背面道

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

廿日市
桜尾本町１８５番１３

「桜尾本町６－１２」

住宅 一般住宅のほか店舗も混在す
る住宅地域

宮島桟橋
宮島町字大西町２９番

住宅 中小規模一般住宅が建ち並ぶ
傾斜地状の住宅地域

宮内串戸
六本松２丁目８８４番２３３

「六本松２－２６－１８」

住宅 一般住宅を主体として農地等
が見られる住宅地域

阿品
阿品２丁目２１３６番７

「阿品２－１０－３９」

住宅 中規模一般住宅が多い既成住
宅地域

大野浦
林が原２丁目７５５７番１

「林が原２－７－７」

住宅 中規模な一般住宅が建ち並ぶ
住宅地域

廿日市
本町５１５番２

「本町６－２０」

工場 中規模の工場が建ち並ぶ工業
団地

寺家
八本松飯田２丁目１４８４番５２

「八本松飯田２－１５－１」

店舗兼住宅 小規模な店舗兼住宅が見られ
る駅に近い商業地域

河内
河内町中河内字槙風呂１２６１番５外

店舗兼共同住
宅

店舗兼共同住宅や事務所等が
建ち並ぶ商業地域

西条
西条下見６丁目３５１番１５

「西条下見６－１１－４４」

事務所兼店舗 店舗、銀行等が集まる県道沿
いの商業地域

西条
西条昭和町１２１４番３６外

「西条昭和町１３－３７」

店舗兼事務所 国道沿いに小売店舗等が建ち
並ぶ路線商業地域

寺家
八本松東３丁目２８４０番８

「八本松東３－５－５」

事務所 店舗、事務所、一般住宅が混
在する商業地域

西条
西条朝日町１２９５番８

「西条朝日町７－３」



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
(㎡)

廿日市 廿日市市 長方形 南東　      6m 水道
70,500 202    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     2.8km 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 北西　    3.7m 水道 （都）
78,500 122    1:3   市道

　 下水 (  70, 400)
(県)  -  8 Ｗ2     300m 　　 　　

廿日市 廿日市市 台形 北西　    5.5m 水道
128,000 298    1:2.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     500m 　　 　　

廿日市 廿日市市 正方形 北西　      6m 水道
164,000 174    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     400m 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 南東　     12m 水道 （都）
8,270 567    2:1   県道

　 (  70, 400)
(県)  - 11 Ｗ2     1.5km 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 北　　    4.3m 水道 （都）
8,330 198    2:1   市道

　 (  70, 400)
(県)  - 12 Ｗ2     150m 　　 　　

廿日市 廿日市市 台形 北　　      6m 水道 「都計外」
3,460 135  1.5:1   市道

　 下水
(県)  - 13 Ｗ1     250m 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 南東　      6m 水道
58,500 236    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 14 Ｗ2     550m 　　 　　

廿日市 廿日市市 台形 西　　    5.5m 「調区」
31,900 165  1.2:1   市道

　 (  70, 400)
(県)  - 15 Ｗ2     3.3km 　　 　　

廿日市 廿日市市 台形 南　　     17m 水道
153,000 649    1:2   県道 近商

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

廿日市 廿日市市 長方形 北西　     16m 水道
162,000 661    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｗ2     750m 　　 　　

廿日市 廿日市市 台形 南　　    7.5m 水道 （都）
27,100 646    1:1.2 県道 近商

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

店舗兼住宅 日用品店舗等が建ち並ぶ県道
沿いの商業地域

友和公民館前バス停
友田字橋桁４２９番２外

店舗 国道沿いに店舗、事務所等が
建ち並ぶ路線商業地域

宮内串戸
地御前１丁目１０８１番６５

「地御前１－２３－２７」

店舗 大型小売店舗、金融機関及び
自動車関連店舗等の見られる
路線商業地域

宮内串戸
宮内字北山１０７０番１

住宅 農家住宅を中心に一般住宅も
散在する谷あいの住宅地域

宮内串戸
宮内字東畑口２２８１番

住宅 中規模一般住宅が多い区画整
然とした高台の住宅地域

前空
前空４丁目９０８番２８４

「前空４－４－２４」

住宅 農家住宅、一般住宅に農地が
介在する住宅地域

中津谷バス停
吉和字大向細里１０２７番１

住宅 一般住宅、日用品店舗等が混
在する既存の住宅地域

玖島バス停
玖島字楢原４３８０番４

住宅 農家住宅が散在する県道沿い
の住宅地域

玖波分れバス停
友田字乙丸１５５２番外

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区画整
理済の住宅地域

廿日市
城内２丁目２０５１番

「城内２－９－１９」

住宅 一般住宅、アパ－ト等が混在
する国道背後の住宅地域

宮内串戸
串戸２丁目１６５番２

「串戸２－１０－３２」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静な既
成住宅地域

宮島桟橋
宮島町字西連町７０９番

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高
台の閑静な住宅地域

宮内串戸
宮園５丁目５番６



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

廿日市 廿日市市 長方形 北　　      9m 水道 「都計外」
5,920 416  1.2:1   国道

　 下水
(県) 5-  4 Ｓ2 近接 　　 　　

廿日市 廿日市市 正方形 西　　    3.5m 水道 （都）
123,000 174    1:1   市道

　 下水 (  70, 400)
(県) 5-  5 Ｗ1     750m 　　 　　

廿日市 廿日市市 長方形 南東　     30m 水道
82,200 1633    1:1.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     1.5km 　　 　　

安芸高田 安芸高田市 長方形 北　　     12m 水道 「都計外」
9,780 386    2:1   県道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2 西       2km 　　 　　

側道
安芸高田 安芸高田市 台形 南東　    3.6m 水道 「都計外」

10,000 307    3:1   市道
　 下水

(県)  -  2 Ｗ2     480m 　　 　　

安芸高田 安芸高田市 不整形 西　　     10m 水道 「都計外」
4,530 724  1.5:1   県道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ1     100m 　　 　　

安芸高田 安芸高田市 長方形 南　　      9m 水道 「都計外」
4,500 436    2:1   県道

　
(県)  -  4 Ｗ2 西 近接 　　 　　

側道
安芸高田 安芸高田市 台形 南　　      4m 水道 「都計外」

10,000 439    2:1   市道
　

(県)  -  5 Ｗ2     250m 　　 　　

安芸高田 安芸高田市 台形 北　　      9m 水道 「都計外」
13,400 490  1.5:1   市道

　 下水
(県)  -  6 Ｗ1     220m 　　 　　

安芸高田 安芸高田市 長方形 東　　    4.5m 水道 「都計外」
3,320 239    1:1.5 市道

　 下水
(県)  -  7 Ｗ2     300m 　　 　　

安芸高田 安芸高田市 台形 南東　    8.2m 水道 「都計外」
24,500 329    1:2   県道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ2     420m 　　 　　

安芸高田 安芸高田市 長方形 北西　      7m 水道 「都計外」
25,400 1013  1.5:1   県道

　 下水
(県) 5-  2 ＲＣ2 南西     100m 　　 　　

側道

銀行 県道沿いに店舗、店舗併用住
宅等が建ち並ぶ商業地域

甲立
甲田町高田原字堂ノ口１６３７番２外

店舗兼住宅 県道沿いに中規模の店舗等が
建ち並ぶ近隣商業地域

向原
向原町坂字梨之木１７４番１外

住宅 一般住宅、農家住宅等が建ち
並ぶ既成住宅地域

生田市バス停
美土里町生田字市１８２４番

住宅 旧国道沿いに住宅が建ち並ぶ
住宅地域

入江バス停
吉田町上入江字下市７０番１４外

住宅 水田地帯に農家住宅等が散在
する住宅地域

畑入口バス停
八千代町上根字北裏９９０番３

住宅 県道沿いに農家住宅等が散在
する農村住宅地域

敬覚寺前バス停
美土里町横田字寺川２９６２番１

住宅 住宅を中心に店舗も混在する
県道沿いの住宅地域

佐々部バス停
高宮町佐々部字森川６１５番

住宅 県道背後の農地の中に農家、
一般住宅等の見られる住宅地
域

甲立
甲田町高田原字末広１１６４番６外

住宅 一般住宅、農家住宅、店舗等
が見られる農村住宅地域

向原
向原町坂字松田２１６２番３

倉庫 各種倉庫、事務所、中小工場
が建ち並ぶ地域

廿日市
木材港北１０６９番１４

「木材港北６－５６」

店舗 土産物店、飲食店等が建ち並
ぶ商業地域

宮島桟橋
宮島町字大町４０５番

店舗兼住宅 国道沿いに店舗や併用住宅が
見られる近隣商業地域

花原バス停
吉和字花原道山１５５２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
(㎡)

安芸高田 安芸高田市 不整形 北　　      6m 水道 （都）
5,800 8315    2:1   市道

　 (  70, 400)
(県) 9-  1       2km 　　 　　

江田島 江田島市 台形 東　　      4m 水道 「都計外」
17,700 298    1:1.5 市道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ2     2.3km 　　 　　

江田島 江田島市 長方形 南西　    6.5m 水道 （都）
26,300 148    1:1.5 市道

　 (  70, 400)
(県)  -  2 Ｗ2     4.2km 　　 　　

江田島 江田島市 長方形 南東　    2.5m 水道 「都計外」
10,000 417  1.2:1   市道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ1     5.4km 　　 　　

江田島 江田島市 長方形 南東　      8m 水道 （都）
10,300 290    1:1.5 国道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     6.9km 　　 　　

江田島 江田島市 長方形 北　　      5m 水道 「都計外」
15,600 162  1.5:1   市道

　 下水
(県)  -  5 Ｓ2     600m 　　 　　

江田島 江田島市 長方形 東　　     10m 水道 「都計外」
28,900 695    1:2   国道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ1     250m 　　 　　

江田島 江田島市 台形 東　　     11m 水道 （都）
46,300 852  1.5:1   県道

　 下水 (  70, 400)
(県) 5-  2 ＬＳ1     4.8km 　　 　　

安芸府中 安芸郡府中町 長方形 南　　      4m 水道
178,000 165  1.2:1   町道 ガス １住居

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

安芸府中 安芸郡府中町 長方形 北東　      5m 水道
149,000 187    1:1.2 町道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     900m 　　 　　

安芸府中 安芸郡府中町 長方形 東　　    5.5m 水道
142,000 151    1:1.5 町道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     2.1km 　　 　　

安芸府中 安芸郡府中町 長方形 東　　      6m 水道
167,000 196    1:1.5 町道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     1.4km 　　 　　

住宅 一般住宅、共同住宅等が混在
する住宅地域

向洋
浜田２丁目６１３０番２

「浜田２－１３－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高
台の住宅地域

天神川
山田３丁目７番７

「山田３－７－７」

住宅 中小規模一般住宅等が建ち並
ぶ住宅地域

向洋
緑ケ丘１５９８番

「緑ケ丘１７－１１」

住宅 中小規模のアパートや一般住
宅等が混在する住宅地域

矢賀
鶴江２丁目６１８番４

「鶴江２－９－８」

店舗 低層店舗のほか、一般住宅等
も見られる商業地域

中町桟橋
大柿町飛渡瀬字大新開２８９番１

店舗 国道沿いに店舗、事業所等が
多い商業地域

中町桟橋
能美町中町字黒張４８６８番１外

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

三高桟橋
沖美町高祖字宝原１０９番１１

住宅 国道沿いに中規模一般住宅等
が建ち並ぶ住宅地域

小用桟橋
江田島町津久茂３丁目２７９番３

「津久茂３－１４－１」

住宅 一般住宅の密集する高台の住
宅地域

中町桟橋
沖美町岡大王字王城６８１番

住宅 一般住宅等の建ち並ぶ県道背
後の住宅地域

中町桟橋
大柿町飛渡瀬字原２４４５番７

住宅 中規模な一般住宅が建ち並ぶ
住宅地域

中町桟橋
能美町鹿川字郷２４０９番１

工場 山林を開発した起伏のある工
業地域

西浦入口バス停
吉田町西浦字日南山８３５番１８外



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の地
積
内私道分
(㎡)

安芸府中 安芸郡府中町 台形 西　　   12.5m 水道
175,000 176    1:1.5 県道 ガス １中専

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

安芸府中 安芸郡府中町 台形 北　　     31m 水道
220,000 159    1:1.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｗ2       1km 　　 　　

安芸府中 安芸郡府中町 長方形 北西　     16m 水道
250,000 428    2:1   町道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 ＲＣ4     800m 　　 　　

海田 安芸郡海田町 長方形 北　　    4.6m 水道
97,500 229  1.2:1   町道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     2.7km 　　 　　

海田 安芸郡海田町 台形 南東　      8m 水道
76,100 425  2.5:1   町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｓ3     3.2km 　　 　　

海田 安芸郡海田町 長方形 南　　      4m 水道
157,000 166    1:1.5 町道 ガス １住居

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

海田 安芸郡海田町 長方形 北東　    7.5m 水道
203,000 273    1:1.2 町道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     400m 　　 　　

海田 安芸郡海田町 台形 北西　   16.5m 水道
173,000 902    1:1   国道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｓ3     1.3km 　　 　　

海田 安芸郡海田町 長方形 南東　     11m 水道
99,800 1679    1:1.5 町道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     2.4km 　　 　　

熊野 安芸郡熊野町 長方形 西　　      6m 水道
59,300 241  1.2:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     6.2km 　　 　　

熊野 安芸郡熊野町 長方形 西　　      6m 水道
21,800 224  1.5:1   町道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     350m 　　 　　

熊野 安芸郡熊野町 正方形 南西　      5m 水道
20,300 189    1:1   町道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     470m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊
外の住宅地域

西新宮バス停
新宮５丁目１２５８２番８５

「新宮５－２３－６」

住宅 中規模な一般住宅が多い傾斜
地の住宅地域

下庄賀地バス停
萩原１０丁目２９９８番７４

「萩原１０－１９－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ環
境の良い住宅地域

矢野
貴船６２番

「貴船１２－１１」

工場 中小規模工場、倉庫等が混在
する工場地域

海田市
畝２丁目１３１２番１外

「畝２－１６－７」

事務所 事務所、店舗、共同住宅等が
多い路線商業地域

海田市
蟹原１丁目１５２３番

「蟹原１－３－１５」

店舗兼住宅 小売店舗、医院等が混在する
近隣商業地域

海田市
稲荷町２０８０番１

「稲荷町９－１８」

住宅 一般住宅、アパート、倉庫等
の混在する住宅地域

海田市
南本町９０２番８

「南本町７－６」

住宅 農家住宅と一般住宅が混在す
る住宅地域

海田市
東２丁目４９６２番１外

「東２－１－２０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並ぶ高
台の住宅地域

海田市
三迫１丁目１０８４番１７

「三迫１－１５－１６」

店舗兼共同住
宅

店舗、事業所、一般住宅等が
混在する路線商業地域

矢賀
本町４丁目５４４番１外

「本町４－５－３１」

店舗兼共同住
宅

店舗、事業所等が混在する県
道沿いの路線商業地域

天神川
浜田２丁目４６２０番９

「浜田２－２－１８」

住宅 県道沿いに一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

向洋
柳ケ丘５３１０番４

「柳ケ丘３７－２０」



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
(㎡)

熊野 安芸郡熊野町 台形 北東　      4m 水道 「調区」
13,100 352  1.2:1   町道

　 (  70, 400)
(県)  -  4 Ｗ2     850m 　　 　　

熊野 安芸郡熊野町 長方形 北西　      6m 水道
55,500 158    1:2   町道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ2     7.2km 　　 　　

坂 安芸郡坂町 長方形 北西　    4.5m 水道
66,600 165    1:1.5 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     950m 　　 　　

坂 安芸郡坂町 正方形 北東　    3.5m 水道
88,500 139    1:1   町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     700m 　　 　　

坂 安芸郡坂町 台形 南西　     27m 水道
138,000 18931    2:1   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｓ2     100m 　　 　　

三方路
坂 安芸郡坂町 台形 南西　     12m 水道

84,000 8264    1:1   町道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 9-  1 Ｓ2       1km 　　 　　

安芸太田 山県郡安芸太田町 台形 南東　      9m 水道 「都計外」
8,950 250  1.5:1   国道

　
(県)  -  1 Ｗ2     200m 　　 　　

安芸太田 山県郡安芸太田町 台形 南　　      5m 水道 「都計外」
4,800 553  1.2:1   県道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2     350m 　　 　　

安芸太田 山県郡安芸太田町 長方形 南東　      7m 水道 「都計外」
11,500 363  1.5:1   町道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ2 南西     200m 　　 　　

側道
安芸太田 山県郡安芸太田町 長方形 北東　      7m 水道 「都計外」

11,700 180    1:3   町道
　 下水

(県) 5-  1 Ｗ3     260m 　　 　　

安芸太田 山県郡安芸太田町 長方形 南西　      8m 水道 「都計外」
18,300 103    1:2   国道

　 下水
(県) 5-  2 Ｓ3      70m 　　 　　

北広島 山県郡北広島町 正方形 南東　   10.3m 水道 「都計外」
2,670 289    1:1   県道

　
(県)  -  1 Ｗ1 近接 　　 　　

住宅 県道沿いに農家、一般住宅等
が建ち並ぶ住宅地域

八幡出張所前バス停
西八幡原字愛宕山１０４０４番５

店舗兼住宅 国道沿いに小規模な店舗、事
務所等が連たんする商業地域

加計中央バス停
大字加計字神田３４５５番

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ古くか
らの商業地域

安芸太田町役場バス
停大字戸河内字本郷７１４番１外

住宅 農家住宅、一般住宅等が見ら
れる住宅地域

戸河内ＩＣバスセン
ターバス停大字上殿字孝哉河内５１１番１

住宅 農地の中に農家住宅が散在す
る農家集落地域

上山の廻バス停
大字中筒賀字山之廻７５９番１

住宅 国道沿いに農家、一般住宅等
が散在する住宅地域

附地バス停
大字坪野字附ケ地４３番１外

作業所、事務
所兼倉庫

物流倉庫等が建ち並ぶ流通業
務地域

坂
平成ヶ浜４丁目１３０６２番

「平成ヶ浜４－２－２０」

店舗 低層の各種小売店、飲食店等
の集積する商業地域

坂
平成ヶ浜２丁目１３０３５番外

「平成ヶ浜２－１－４８」

住宅 中小規模の一般住宅が密集す
る古くからの住宅地域

坂
横浜中央３丁目６５８２番３

「横浜中央３－３－１３」

住宅 高台の一般住宅が建ち並ぶ住
宅地域

坂
横浜東２丁目８５０番５６外

「横浜東２－１１－１１」

店舗兼住宅 店舗、郵便局、住宅等が混在
する既成商業地域

矢野
中溝３丁目３６５１番１

「中溝３－１１－１７」

住宅 農地の中に農家住宅が散在す
る住宅地域

下初神バス停
初神４丁目１０１４５番１

「初神４－８－１３」



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
(㎡)

北広島 山県郡北広島町 長方形 西　　    4.8m 水道 「都計外」
7,990 329    1:1.5 町道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2     440m 　　 　　

北広島 山県郡北広島町 長方形 南　　   10.5m 「都計外」
6,430 485    3:1   県道

　
(県)  -  3 Ｗ2     150m 　　 　　

北広島 山県郡北広島町 台形 南東　     10m 水道 「都計外」
4,150 613    2:1   国道

　 下水
(県)  -  4 Ｗ2     120m 　　 　　

北広島 山県郡北広島町 長方形 南西　    6.8m 水道 「都計外」
10,100 395    1:3   町道

　 下水
(県) 5-  1 ＲＣ2     260m 　　 　　

北広島 山県郡北広島町 長方形 北西　    7.8m 水道 「都計外」
8,390 282    1:3.5 町道

　 下水
(県) 5-  2 Ｗ2 近接 　　 　　

大崎上島 豊田郡大崎上島町 長方形 北　　    6.4m 水道 「都計外」
15,500 517    1:1.5 県道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ1     300m 　　 　　

大崎上島 豊田郡大崎上島町 長方形 北東　      3m 水道 「都計外」
13,200 155    1:2   町道

　
(県)  -  2 Ｂ2     150m 　　 　　

大崎上島 豊田郡大崎上島町 不整形 南西　     12m 水道 「都計外」
11,100 256    1:1.5 県道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ1     200m 　　 　　

大崎上島 豊田郡大崎上島町 台形 北　　    2.5m 水道 「都計外」
11,400 306    1:1   町道

　
(県)  -  4 Ｗ2     4.8km 　　 　　

大崎上島 豊田郡大崎上島町 正方形 北　　     11m 水道 「都計外」
22,500 586    1:1   県道

　 下水
(県) 5-  1 ＲＣ2     1.2km 　　 　　

大崎上島 豊田郡大崎上島町 長方形 南東　     13m 水道 「都計外」
20,200 336    1:1.5 県道

　
(県) 5-  2 Ｓ2     200m 　　 　　

世羅 世羅郡世羅町 長方形 西　　     12m 水道 「都計外」
3,560 564  1.2:1   県道

　
(県)  -  1 Ｗ2     330m 　　 　　

住宅 農地の中に農家住宅等が散在
する住宅地域

真野バス停
大字安田字五反平５０４番

店舗兼住宅 県道沿いに店舗、一般住宅が
混在する近隣商業地域

白水桟橋
東野字多賀浜１６２１番１９

店舗 店舗のほかに一般住宅等も見
られる県道沿いの商業地域

大西桟橋
中野字笹ケ浜沖５５７７番３

住宅 県道背後の中規模一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

白水桟橋
木江字東側５０７６番

住宅 中規模の一般住宅が多い農漁
村の住宅地域

明石桟橋
明石字東浜２６９５番２外

住宅 中規模一般住宅のなかに空地
も見られる住宅地域

垂水桟橋
東野字咽口６３４番４８

住宅 中規模一般住宅の中に事業所
等も見られる住宅地域

大西桟橋
中野字加淵４５９６番１２

店舗兼住宅 公共施設や小規模な店舗のほ
か一般住宅等が混在する商業
地域

豊平支所バス停
戸谷字中之河内１０８９番２外

店舗 小規模店舗、個人商店等が建
ち並ぶ近隣商業地域

大朝駅バス停
大朝字桑原２４８６番１２

住宅 国道沿いに一般住宅、小売店
舗等が混在する住宅地域

下川小田バス停
川小田字落合１９３番１

住宅 農家住宅等が散在する県道沿
いの住宅地域

上都志見バス停
都志見字神田３５９０番

住宅 農家住宅が散在する国道背後
の住宅地域

新庄上市バス停
新庄字郷崎１１２１番２



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
(㎡)

世羅 世羅郡世羅町 長方形 北東　    7.5m 水道 「都計外」
5,110 492  1.2:1   県道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2     5.8km 　　 　　

世羅 世羅郡世羅町 長方形 北　　      7m 「都計外」
4,510 476    1:1.2 町道

　
(県)  -  3 Ｗ2     120m 　　 　　

世羅 世羅郡世羅町 台形 北西　     10m 水道 （都）
18,500 294  1.5:1   県道 商業

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｗ2 北東     250m 　　 　　

側道
世羅 世羅郡世羅町 長方形 北　　    6.5m 水道 「都計外」

6,460 220    1:2   町道
　 下水

(県) 5-  2 Ｗ2 東     6.3km 　　 　　
側道

神石高原 神石郡神石高原町 不整形 南西　      4m 水道 「都計外」
3,540 594    1:3   町道

　
(県)  -  1 Ｗ2      90m 　　 　　

背面道
神石高原 神石郡神石高原町 台形 南東　      3m 水道 「都計外」

2,650 914  2.5:1   町道
　

(県)  -  2 Ｗ2      90m 　　 　　

神石高原 神石郡神石高原町 長方形 西　　      4m 水道 「都計外」
5,070 519  2.5:1   町道

　 下水
(県)  -  3 Ｗ1     400m 　　 　　

神石高原 神石郡神石高原町 台形 南東　      8m 「都計外」
2,440 422    1:1.5 県道

　
(県)  -  4 Ｗ2     250m 　　 　　

神石高原 神石郡神石高原町 長方形 南東　      7m 水道 「都計外」
15,500 389  1.2:1   県道

　 下水
(県) 5-  1 Ｗ2 北東     110m 　　 　　

側道

店舗兼住宅 店舗、事業所、一般住宅等が
所在する商業地域

小畠局前バス停
小畠２０８４番７外

住宅 県道沿いに農地、一般住宅等
が所在する住宅地域

田頭局前バス停
田頭字寺谷尾崎３２９番５外

住宅 農地の中に、農家住宅が散在
する集落地域

上井関バス停
井関２１６５番

住宅 町道沿いに農家住宅等が散在
する住宅地域

有賀バス停
上豊松字有賀谷７６７番外

住宅 国道背後に農家等が点在する
住宅地域

平井バス停
油木字岡甲２７６番１

店舗兼住宅 店舗、一般住宅等が建ち並ぶ
旧来からの商店街

下津田バス停
大字小国字太平地４５２６番５

店舗 小売店舗等の見られる県道沿
いの商業地域

本郷川口バス停
大字東神崎字大田３６８番１５

住宅 農家住宅が散在する国道背後
の住宅地域

宇津戸上バス停
大字宇津戸字山桑沖２８１６番３

住宅 県道に沿って一般住宅と店舗
が混在する住宅地域

下津田バス停
大字小国字中島４７１９番７外



林地のみ

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件  (８)  (９)

広島（林） 三次市 雑木林地 集材機 市道 「都計外」
62,900 29484 ナラ       4m

杉
　  -  1  

    200m     5.9km     500m
広島（林） 山県郡北広島町 雑木林地 集材機 県道 「都計外」

27,000 19250 赤松       7m
ナラ

　  -  2 林(公)道  
     50m     450m     500m

広島（林） 呉市 雑木林地 市道 「調区」
420,000 10710 赤松       6m

　  -  3 林(公)道  
      0m     1.8km     400m

広島（林） 尾道市 雑木林地 市道 「都計外」
189,000 1983 赤松       5m

　  -  4 林(公)道  
      0m       3km       2km

基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の10
アール当た
りの価格
(円)

基準地の
地積(㎡)

御調町津蟹字小石２０７２２番２８

君田町櫃田字御所ヶ原１０１６３番

川小田字苅蔵１００７４番４２

下津川崎バス
停

今津野開拓標高４５０ｍ、約１７度の東
傾斜地で松、雑木の混在する
自然林地域

地域の特性基準地の利用の
現況

基準地の周辺の土地の利用の
現況

基準地から搬
出地点までの
搬出方法及び
距離

搬出地点の道
路の状況

最寄駅及び距
離

公法上の規制最寄集落及び
距離

標高４００ｍ、約２５度の北
東傾斜地で杉、雑木の混在す
る自然林地域

櫃田口バス停

苗代西条バス
停

押込６丁目集
落

標高３５０ｍ、約２５度の北
傾斜地で松、雑木等が混在す
る自然林地域

松原分れバス
停

標高６３０ｍ、約３０度の北
西傾斜地で松、雑木の混在す
る自然林地域

奥中原

御所ヶ原

押込町字小谷迫甲１０４番７３

山村奥地林地

都市近郊林地
「地森計」

林業本場林地

「地森計」

「地森計」

農村林地
「地森計」



（別表）地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

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

中 広島市中区 長方形 南　　    6.4m 水道
215,000 145    1:1.5 市道 ガス ２住居

(県)  -  2 　 下水 (  60, 200)
広島中 Ｗ2     4.1km 準防 　　

214,000
 　   -  8
中 広島市中区 長方形 東　　     30m 水道

1,940,000 413  1.2:1   市道 ガス 商業
(県) 5-  6 　 下水 (  80, 800)
広島中 ＳＲＣ7F1B     1.7km 防火 　　

1,830,000
 　  5-  7
中 広島市中区 長方形 東　　     20m 水道

700,000 229    1:1.5 市道 ガス 商業
(県) 5-  7 　 下水 (  80, 500)
広島中 ＳＲＣ6     2.3km 防火 　　

677,000
 　  5-  9
東 広島市東区 長方形 東　　      6m 水道

142,000 175    1:1.2 市道 ガス ２中専
(県)  -  3 　 下水 (  60, 200)
広島東 Ｗ2     2.9km 　　 　　

142,000
 　   - 14
東 広島市東区 長方形 南西　      6m 水道

77,400 140    1:1.5 市道 ガス １低専
(県)  -  6 　 下水 (  50, 100)
広島東 Ｗ2     4.3km 　　 　　

77,000
 　   -  3
東 広島市東区 台形 南西　     40m 水道

800,000 8336  1.2:1   県道 ガス 近商
(県) 5-  3 　 下水 (  80, 300)
広島東 Ｓ6F1B 東     400m 準防 　　

789,000 側道
 　  5-  6
南 広島市南区 長方形 北西　     27m 水道

318,000 252    1:2   国道 ガス 近商
(県) 5-  2 　 下水 (  80, 300)
広島南 ＲＣ4     2.2km 準防 　　

312,000
 　  5-  4
安佐南 広島市安佐南区 正方形 西　　      6m 水道

77,500 168    1:1   市道 ガス １低専
(県)  - 14 　 下水 (  50, 100)
広島安佐南 Ｗ2     2.3km 　　 　　

77,000
 　   - 10
安佐南 広島市安佐南区 長方形 東　　     15m 水道

243,000 663    1:3   国道 ガス 近商
(県) 5-  2 　 下水 (  80, 300)
広島安佐南 ＲＣ3     700m 準防 　　

235,000
 　  5-  1

「二葉の里３－３－１」

「中山上２－４２－１６」

広島
皆実町１丁目１９０番１４外

中山上２丁目４２番１０

中低層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ商業地域

「皆実町１－１１－１９」

事務所兼共同
住宅

広島
二葉の里３丁目３番２

中高層大規模事務所ビル
等が見られる商業地域

「牛田早稲田３－１３－１４」

住宅 広島

三川町２番３外

「三川町２－３」

事務所兼店舗

住宅 住宅、マンション等が混
在する高台の住宅地域

中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

広島

吉島西１丁目６５０番２２

「吉島西１－１７－３１」

住宅 中小規模一般住宅、共同
住宅の建ち並ぶ住宅地域

広島
牛田早稲田３丁目９１番２５４

国泰寺町１丁目１番６

「国泰寺町１－１－３」

事務所 中低層店舗、事務所ビル
等が建ち並ぶ商業地域

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

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表
示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の前面道
路の状況

基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の
地積内私
道分(㎡)

基準地の形
状

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

広島

店舗兼事務所 広島中高層店舗、事務所ビル
等が建ち並ぶ商業地域

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

新交通毘沙門台
毘沙門台３丁目５０２６番５

「毘沙門台３－２６－２６」

店舗 小売店舗、展示場、事業
所等が建つ路線商業地域

新交通西原
西原５丁目３８４番５外

「西原５－１３－１」



（別表）地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧

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

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表
示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の前面道
路の状況

基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の
地積内私
道分(㎡)

基準地の形
状

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

安芸 広島市安芸区 正方形 北東　    5.5m 水道
142,000 185    1:1   市道 ガス １住居

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

140,000
 　   -  7
佐伯 広島市佐伯区 長方形 北西　      6m 水道

96,000 165  1.2:1   市道 ガス １住居
(県)  -  9 　 下水 (  60, 200)
広島佐伯 ＬＳ2     2.8km 　　 　　

95,300
 　   - 11
三原 三原市 長方形 南西　    4.7m 水道

66,400 167    1:2   市道 ガス １住居
(県)  -  1 　 下水 (  60, 200)
三原 Ｗ2     1.2km 　　 　　

66,400
 　   -  6
尾道 尾道市 台形 北東　    3.5m 水道

59,700 145  1.2:1   市道 ガス １住居
(県)  -  9 　 (  60, 200)
尾道 Ｗ2     2.5km 　　 　　

59,700
 　   -  8
福山 福山市 長方形 南　　      8m 水道

124,000 190    1:2   市道 ガス 商業
(県) 5- 11 　 下水 (  80, 500)
福山 Ｓ4     550m 防火 　　

122,000
 　  5-  2
備後府中 府中市 台形 北西　      8m 水道

39,400 284    1:2   市道 １住居
(県)  -  6 　 (  60, 200)
備後府中 Ｗ2     800m 　　 　　

39,400
 　   -  1
東広島 東広島市 長方形 北東　      6m 水道

107,000 165    1:1.2 市道 ガス ２中専
(県)  -  4 　 下水 (  60, 200)
東広島 ＬＳ2     1.6km 　　 　　

105,000
 　   - 10
廿日市 廿日市市 長方形 南東　      5m 水道

143,000 233    1:3   市道 ガス １住居
(県)  -  6 　 下水 (  60, 200)
廿日市 ＬＳ2     800m 　　 　　

142,000 背面道
 　   -  1
安芸府中 安芸郡府中町 長方形 東　　      6m 水道

167,000 196    1:1.5 町道 ガス １中専
(県)  -  4 　 下水 (  60, 200)
広島府中 ＬＳ2     1.4km 　　 　　

164,000
 　   -  3

住宅 一般住宅、アパート等の
混在する住宅地域

矢野
矢野東２丁目３９７４番５

「矢野東２－３０－３９」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

五日市
八幡東２丁目６５６番１０

「八幡東２－１８－１７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ店舗もある住宅地域

三原
宮沖１丁目７４番２

「宮沖１－１３－９」

住宅 一般住宅の中にアパ－ト
が混在する既成住宅地域

尾道
栗原東２丁目２１１８番１

「栗原東２－２－４２」

店舗兼住宅 店舗、飲食店等が多い
アーケードのある商業地
域

福山
船町２８番外

「船町１－２５」

住宅 中規模一般住宅、店舗等
が混在する住宅地域

鵜飼
高木町字古川１４２０番３外

住宅 一般住宅、共同住宅の建
ち並ぶ住宅地域

西条
西条中央７丁目１５番１５

「西条中央７－１５－１６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

廿日市
桜尾本町１８５番１３

「桜尾本町６－１２」

住宅 一般住宅、共同住宅等が
混在する住宅地域

向洋
浜田２丁目６１３０番２

「浜田２－１３－４」
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令和４年地価調査のあらまし 

 

 

 国土利用計画法施行令第９条の規定により，都道府県知事は，土地の利用状況，環境等が通常と認めら

れる画地(以下「基準地」という。)を選定し，基準地について毎年１回，１人以上の不動産鑑定士の鑑定

評価を求め，適正な地価を把握することとされている。 

 なお，評価基準日は７月１日と定められている。 

 本県も，昭和５０年から地価調査を実施しており，令和４年は公益社団法人広島県不動産鑑定士協会に

鑑定評価を委託し，不動産鑑定士の行った鑑定評価を審査して，単位面積当たりの標準価格(注１)を判定

した。 

 

       注１：標準価格とは，市場性を有する不動産について，合理的な 

          自由市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な 

          価格をいい，売り手にも買い手にも偏らない客観的交換価 

          値を表すものである。 

 

 

第１ 地価調査制度の概要 

 

１ 目 的 

  国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するとともに，一般の土地の取引

価格の指標となることを目的とする。 

  なお，土地取引の指標として，国が地価公示法で毎年１月１日現在の標準地の単位面積当たり

の正常な価格を公示している。ただし，都市計画区域内の地域が中心であり，取引価格に対して

指標を与えるには十分ではない。 

  このため，県が行う地価調査で地価公示を補完するとともに，県内における適正な地価の形成

を図るものである。 

  なお，平成元年地価調査から，地価公示の標準地と地価調査の基準地の一部を，同一地点(共通

地点)とし，６か月ごとに価格を把握して，両調査の結果をより有効に活用できることとしている。 

 

２ 基準地の設定対象区域 

  基準地は，県内８区２２市町の全域を対象に設定している。 

 

３ 基準地の設定数 

 (１) 宅地(含む宅地見込地) 

    県は,市街化区域，市街化調整区域及びその他の区域別に，基準地の地点数を配分する。 

  ア 市街化区域の地点数は，次の区分に応じ，市区町ごとに定める。 

    ① 住居地域等  ② 商業地域等  ③ 工業地域等 

  イ 市街化調整区域 

    市街化調整区域のある市区町には，原則として最低１地点を配分する。 

 (２) 林地 

    市街化区域以外の地域にある林地(国公有林地を除く)の価格水準を的確に把握しうるよう，地域

的特性ごとに基準地の地点数を適切に配分する。 

 

 



４ 基準地の選定基準 

  基準地の標準価格は，県の行う国土利用計画法の土地取引規制事務において，土地価格審査の規準と

される。 

  さらに，一般の取引価格に対して指標となるため，基準地は，次の点に留意して選定している。 

 (１) 基準地の代表性 

    基準地は，限られた基準地の数で，基準地のおかれる市町全体の地価水準をできるだけ代表しう

るようにするため適切な近隣地域(注２)に分布させること｡ 

 (２) 基準地の中庸性 

    基準地は，基準地が選定される近隣地域において，土地の利用状況，環境，地積，形状，価格水

準等が中庸であること。 

 (３) 基準地の安定性 

    基準地は，できる限り長期にわたって継続され，当該基準地の価格の推移が把握できるようにす

るため，用途が安定した近隣地域にあり，かつ，用途の安定した画地であること｡ 

 (４) 基準地の確定性 

    基準地は，土地登記簿，住居表示，建物等によって明確に他の土地と区分され，かつ，容易に確

認できるものであること。 

 

      注２：近隣地域とは，基準地を含む地域で，当該基準地の土地の 

         用途が同質と認められるまとまりのある地域をいう。 

 

５ 標準価格の性格等 

 (１) 基準地の標準価格 

    令和４年７月１日における１平方メートル当たり(林地は１０アール当たり)の価格である。 

 (２) 宅地の標準価格 

    宅地の標準価格は，その基準地の更地(注３)としての価格である。宅地見込地の価格は，その基

準地に作物がなく，かつ，使用収益を制限する権利の存しないものとしての価格である。 

 (３) 林地の標準価格 

    林地の標準価格は，当該林地に立木がなく，かつ，使用収益を制限する権利の存しないものとし

ての価格である。 

 

      注３：更地とは，建物，構築物，工作物等の定着物がなく，かつ，使用 

         収益を制約する私法上の権利の付着していない宅地をいう。 

 

６ 平均価格及び平均変動率 

 (１) 平均価格 

    基準地ごとの１平方メートル当たり(林地は１０アール当たり)の価格の合計を，当該基準地数で

除して求めたものである。 

 (２) 平均変動率 

    昨年と調査地点が同一の基準地(以下「継続基準地」という。)ごとの，価格の対前年変動率の合

計を，当該基準地数で除して求めたものである。 



第２ 調査結果の概要 

 

１ 基準地設定数 

  令和４年地価調査における用途別基準地設定数は，第１表のとおりであり，そのうち宅地について都

市計画法の区域別にみると，第２表のとおりである。 

  なお，市区町別の基準地設定数は，参考資料５４ページのとおりである。 

 

 

第１表 用途別基準地設定数 

(地点) 

用途区分 
３年 

合計 

４年合計 

 新設 廃止 選定替 継続基準地 

宅 

 

地 

住 宅 地 282(12) 282(12) 0 0 3 279 

宅地見込地 1 1 0 0 0 1 

商 業 地 120(6) 120(6) 0 0 3 117 

工 業 地 14 14 0 0 0 14 

計 417(18) 417(18) 0 0 6 411 

林   地 4 4 0 0 0 4 

合   計 421(18) 421(18) 0 0 6 415 

 (注) ( )内は地価公示標準地との共通地点で，内数である。 

 

 

 

第２表 都市計画法の区域別基準地設定数 

(地点) 

 
３年 

合計 

４年合計 

 新設 廃止 選定替 継続基準地 

都市 

計画 

区域 

市 街 化 区 域 262 262 0 0 4 258 

市 街 化 調 整 区 域 18 18 0 0 0 18 

非線引都市計画区域 43 43 0 0 1 42 

計 323 323 0 0 5 318 

都市計画区域以外 94 94 0 0 1 93 

合      計 417 417 0 0 6 411 

 



２ 宅地価格の概要 

  基準地価格の用途別の平均変動率は，第３表のとおりである。 

  そのうち，住宅地と商業地の平均変動率を表したものが，第１図である。 

 

第３表 用途別平均変動率 

(％) 

用途区分 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

宅 

 

 

地 

住宅地 2.0 1.5 2.1 4.7 9.3 5.1 ▲1.6 ▲1.2 ▲0.4 ▲0.2 ▲0.4 ▲0.4 ▲0.6 ▲0.8 

宅地見込地 2.8 2.6 2.7 3.8 14.2 7.2 ▲3.0 0.6 0.7 0.9 1.1 0.0 0.6 ▲0.6 

商業地 2.8 3.8 7.3 10.9 17.6 7.4 ▲3.9 ▲4.1 ▲3.2 ▲4.2 ▲4.4 ▲3.5 ▲3.4 ▲3.5 

準工業地 2.7 2.4 3.4 8.5 16.9 8.6 ▲2.6 ▲2.4 ▲1.6 ▲1.9 ▲2.1 ▲1.6 ▲1.6 ▲1.6 

工業地 1.3 0.8 2.2 5.9 8.2 4.8 0.6 ▲0.1 ▲0.3 ▲0.7 ▲1.6 ▲2.3 ▲1.5 ▲0.8 

調区内宅地 1.8 1.3 1.5 2.8 5.8 6.2 ▲1.4 ▲0.8 ▲0.4 0.1 0.2 0.4 0.2 ▲0.1 

林 地 0.4 0.1 0.5 0.9 1.8 1.6 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 

全

国 
住宅地 2.2 9.2 7.4 6.8 13.2 2.7 ▲3.8 ▲3.6 ▲1.2 ▲0.9 ▲1.3 ▲0.7 ▲1.4 ▲2.7 

商業地 5.2 15.0 8.0 7.5 13.4 3.4 ▲4.9 ▲7.7 ▲6.7 ▲6.9 ▲6.9 ▲5.1 ▲5.2 ▲6.6 

 

用途区分 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

宅 

 

 

地 

住宅地 ▲1.0 ▲1.4 ▲2.4 ▲3.3 ▲3.9 ▲4.1 ▲2.9 ▲2.0 ▲2.1 ▲3.2 ▲3.7 ▲3.6 ▲3.4 

宅地見込地 ▲0.3 ▲0.6 ▲2.1 ▲2.1 ▲4.3 ▲4.5 ▲4.8 ▲2.5 ▲1.5 ▲2.6 ▲1.1 ▲1.1 ▲1.1 

商業地 ▲3.8 ▲4.5 ▲5.7 ▲6.4 ▲6.5 ▲5.8 ▲3.9 ▲1.5 ▲1.5 ▲4.1 ▲4.3 ▲4.1 ▲3.8 

準工業地 ▲2.8 ▲3.4 ▲4.3 ▲5.8 ▲7.5 ▲6.8 ▲4.7 ▲2.3 ▲1.7 ▲3.3 ▲3.6 ▲3.3 ▲3.2 

工業地 ▲1.5 ▲2.8 ▲4.0 ▲6.8 ▲5.2 ▲4.3 ▲2.6 ▲2.3 ▲2.2 ▲3.6 ▲3.7 ▲3.4 ▲3.8 

調区内宅地 ▲0.3 ▲0.6 ▲1.2 ▲2.9 ▲4.3 ▲4.4 ▲4.0 ▲3.7 ▲3.1 ▲3.7 ▲3.9 ▲3.6 ▲3.8 

林 地 ▲0.1 ▲0.7 ▲1.8 ▲1.9 ▲2.6 ▲2.4 ▲2.7 ▲2.9 ▲2.5 ▲3.7 ▲4.2 ▲4.1 ▲4.7 

全

国 
住宅地 ▲2.9 ▲3.3 ▲4.3 ▲4.8 ▲4.6 ▲3.8 ▲2.3 ▲0.7 ▲1.2 ▲4.0 ▲3.4 ▲3.2 ▲2.5 

商業地 ▲6.3 ▲6.6 ▲7.2 ▲7.4 ▲6.5 ▲5.0 ▲2.1 1.0 ▲0.8 ▲5.9 ▲4.6 ▲4.0 ▲3.1 

 

用途区分 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 

宅 

 

地 

住宅地 ▲2.9 ▲2.2 ▲1.7 ▲0.8 ▲0.4  0.0  0.1 ▲0.6 ▲0.7 ▲0.3 

宅地見込地 ▲0.6 ▲1.1 ▲4.5 ▲4.7 ▲0.6 ▲0.6 ▲1.3 ▲2.5 ▲2.6 ▲2.0 

商業地 ▲2.7 ▲1.5 ▲0.7 0.3  0.7  1.3  1.7  0.1 ▲0.2 0.7 

工業地 ▲2.8 ▲1.6 ▲0.9 0.4 0.8  1.7  2.2  1.1 1.1 1.5 

林 地 ▲4.5 ▲3.3 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.1 ▲1.4 ▲1.1 ▲1.2 0.0 0.0 

全

国 
住宅地 ▲1.8 ▲1.2 ▲1.0 ▲0.8 ▲0.6 ▲0.3 ▲0.1 ▲0.7 ▲0.5 ― 

商業地 ▲2.1 ▲1.1 ▲0.5  0.0   0.5   1.1  1.7 ▲0.3 ▲0.5 ― 

※ 平成２５年地価調査より，用途区分の準工業地，調整区域内宅地を廃止。 

 

第１図 住宅地と商業地の平均変動率の推移 
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  用途別平均価格は，第４表のとおりである。 

  また，住宅地と商業地の平均価格について，昭和６１年を１００とした指数で表したものが，第２図

である。 

 

第４表 用途別平均価格 

(円／㎡) 

用途区分 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

住宅地 52,700 54,900 57,800 68,800 80,500 87,700 83,500 76,500 75,200 74,300 72,900 71,900 70,900 68,700 

宅地見込地 21,800 22,400 23,000 24,000 27,500 29,300 28,200 28,300 28,500 28,700 28,900 28,900 29,000 28,800 

商業地 237,700 284,300 347,600 469,900 585,500 625,200 573,100 501,200 453,400 399,500 350,000 316,900 290,600 266,100 

準工業地 118,600 122,500 129,100 153,300 189,400 204,200 195,500 177,600 172,300 165,200 157,300 152,800 148,300 143,200 

工業地 40,900 48,300 50,700 57,900 66,000 68,900 66,600 64,700 65,000 63,300 59,800 57,300 55,900 39,800 

調区内宅地 30,000 30,600 31,600 33,900 36,000 38,100 38,300 42,900 42,900 43,300 43,200 43,300 44,100 43,400 

 

用途区分 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

住宅地 68,100 66,000 63,100 59,700 56,400 60,000 57,800 59,200 59,700 57,700 55,600 53,600 50,000 

宅地見込地 28,700 28,500 23,500 23,000 22,000 21,000 20,000 19,500 19,200 18,700 18,500 18,300 18,100 

商業地 246,100 227,400 206,800 187,300 171,800 169,400 167,700 183,700 190,500 179,000 168,600 160,600 159,300 

準工業地 135,300 130,000 123,200 115,400 107,100 99,800 95,800 94,500 92,000 89,100 86,200 83,600 83,600 

工業地 39,300 38,100 36,600 34,200 29,700 28,300 27,300 26,400 25,600 24,600 23,700 24,100 23,200 

調区内宅地 42,800 42,600 42,000 40,400 39,000 35,900 34,400 32,500 31,500 30,300 28,900 27,900 25,700 

 

用途区分 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 

住宅地 48,100 52,000 51,900 52,700 53,500 54,800 56,400 57,000 57,400 58,400 

宅地見込地 18,000 17,800 17,000 16,200 16,100 16,000 15,800 15,400 15,000 14,700 

商業地 155,600 174,500 167,300 174,000 181,500 191,400 204,300 209,200 212,000 219,200 

工業地 40,500 38,200 38,100 37,900 38,400 39,300 40,500 41,300 42,100 43,100 

※ 平成２５年地価調査より，用途区分の準工業地，調整区域内宅地を廃止。 

 

第２図 住宅地と商業地の平均価格(昭和６１年＝１００)の指数 
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 (１) 住宅地 

  ア 変動率 

    上昇率の高い市区町と基準地は，第５表，第６表のとおりである。 

    また，下落率の高い市区町と基準地は，第７表，第８表のとおりである。 

      

 

第５表 市区町別上昇率順位表(住宅地) 

 

順位 市区町名 
４年平均 

変動率(%) 

４年平均価格 

(円/㎡) 
継続基準地数 

【参考】３年平均 

変動率(%) 

１ 中区 3.4 274,300 4 2.8 

２ 府中町 2.8 162,200 5 2.0 

３ 海田町 2.8 110,200 3 2.3 

４ 西区 2.7 165,600 10 2.5 

５ 南区 2.3 213,300 7 1.4 

 

 

第６表 基準地別上昇率順位表(住宅地) 

 

順位 基準地番号 
所在及び地番 

｢住居表示｣ 

４年 

変動率(%) 

４年 

価格(円/㎡)  

【参考】３年 

価格(円/㎡)  

１ 
佐伯 

－１ 

五月が丘３丁目１８番１６  

｢五月が丘３－１８－３１｣  
7.0 73,000 68,200 

２ 
中 

－４ 

白島中町８番３外  

｢白島中町８－８｣ 
6.2 445,000 419,000 

３ 
西 

－８ 

古江西町７８６番８ 

｢古江西町１０－３４｣ 
4.7 157,000 150,000 

４ 
安佐北 

－９ 

亀山南２丁目２４６番５  

｢亀山南２－９－９｣ 
4.2 73,800 70,800 

５ 
西  

－５ 

東観音町２５番４  

｢東観音町２５－９｣  
3.9 239,000 230,000 

 

  



第７表 市区町別下落率順位表(住宅地) 

 

順位 市区町名 
４年平均 

変動率(%) 

４年平均価格 

(円/㎡) 
継続基準地数 

【参考】３年 

平均変動率(%) 

１ 江田島市 ▲3.5 16,000 5 ▲2.9 

２ 世羅町 ▲3.1 4,400 3 ▲3.1 

３ 大崎上島町 ▲2.6 12,800 4 ▲2.1 

４ 府中市 ▲1.8 20,400 6 ▲1.8 

５ 呉市 ▲1.8 44,100 27 ▲2.1 

 

 

第８表 基準地別下落率順位表(住宅地) 

 

順位 基準地番号 
所在及び地番 

｢住居表示｣ 

４年 

変動率(%) 

４年 

価格(円/㎡) 

【参考】３年 

価格(円/㎡) 

１ 
江田島 

－５ 
沖美町高祖字宝原１０９番１１ ▲4.9 15,600 16,400 

２ 
尾道 

－６ 
瀬戸田町宮原字前田６２５番２外 ▲4.4 8,700 9,100 

３ 
呉 

－２２ 
蒲刈町田戸字東谷１９６６番３ ▲4.3 17,600 18,400 

４ 
三原 

－５ 
大和町和木１５８４番４ ▲4.1 9,400 9,800 

５ 
呉 

－２５ 
下蒲刈町下島字丸谷２２２９番６ ▲4.0 19,100 19,900 

 



  イ 価格水準 

    価格水準の高い市区町と基準地は第９表，第１０表のとおりである。 

 

 

第９表 市区町別価格高順位表(住宅地) 

 

順位 市区町名 
４年 

平均価格(円/㎡) 

【参考】３年 

平均価格(円/㎡) 

４年 

平均変動率(%)  

１ 中区 274,300 263,800 3.4 

２ 南区 213,300 208,100 2.3 

３ 西区 165,600 161,100 2.7 

４ 府中町 162,200 157,800 2.8 

５ 東区 129,100 127,300 0.9 

 

 

第１０表 基準地別価格高順位表(住宅地) 

 

順位 基準地番号 
所在及び地番 

｢住居表示｣ 

４年 

価格(円/㎡) 

【参考】３年 

価格(円/㎡) 

４年 

変動率(%)  

１ 
中 

－４ 

白島中町８番３外 

｢白島中町８－８｣ 
445,000 419,000 6.2 

２ 
南 

－２ 

段原３丁目８番３ 

｢段原３－８－１９｣ 
343,000 336,000 2.1 

３ 
東 

－１ 

牛田本町５丁目１４６０番１ 

「牛田本町５－３－２８」 
307,000 300,000 2.3 

４ 
南 

－１ 

翠３丁目１４４８番４ 

「翠３－９－１８」 
280,000 271,000 3.3 

５ 
中 

－１ 

舟入幸町１３番２６ 

｢舟入幸町１３－２８｣ 
267,000 258,000 3.5 

 

【参考】 ４年地価公示の最高価格(住宅地) 

     広島中－１５  1,480,000円／㎡ 

     中町９番２「中町９－５」 



 (２) 商業地 

  ア 変動率 

    上昇率の高い市区町と基準地は，第１１表，第１２表のとおりである。 

    また，下落率の高い市区町と基準地は，第１３表，第１４表のとおりである。 

 

 

第１１表 市区町別上昇率順位表(商業地) 

 

順位 市区町名 
４年平均 

変動率(%) 

４年平均 

価格(円/㎡) 
継続基準地数 

【参考】３年 

平均変動率(%) 

１ 中区 4.4 1,202,400 8 1.5 

２ 西区 4.4 308,400 8 3.2 

３ 安佐南区 4.2 194,300 4 2.2 

４ 南区 3.8 488,900 7 2.0 

５ 海田町 3.3 188,000 2 2.8 

 

 

第１２表 基準地別上昇率順位表(商業地) 

 

順位 基準地番号 
所在及び地番 

｢住居表示｣ 

４年 

変動率(%) 

４年 

価格(円/㎡) 

【参考】３年 

価格(円/㎡) 

１ 
南 

５－６ 

京橋町１番２(TATSUMI広島駅前ビル) 

｢京橋町１－３｣ 
7.9 1,360,000 1,260,000 

２ 
中 

５－１ 

幟町１４番８外 (Orico広島ビル) 

｢幟町１４－８｣ 
7.9 2,180,000 2,020,000 

３ 
中 

５－６ 

三川町２番３外（アイエヌジ－ビル） 

｢三川町２－３｣ 
7.8 1,940,000 1,800,000 

４ 
西 

５－８ 

己斐本町１丁目６番１１外（出田ビル） 

｢己斐本町１－６－１４｣ 
7.7 281,000 261,000 

５ 
西 

５－４ 

己斐本町２丁目１８番１５（渡辺ビル） 

｢己斐本町２－１８－２６｣ 
6.9 308,000 288,000 

 

  



第１３表 市区町別下落率順位表(商業地) 

 

順位 市区町名 
４年平均 

変動率(%) 

４年平均価格 

(円/㎡) 
継続基準地数 

【参考】３年 

平均変動率(%) 

１ 江田島市 ▲4.4 37,600 2 ▲3.9 

２ 世羅町 ▲3.6 12,500 2 ▲3.8 

３ 庄原市 ▲3.4 44,300 2 ▲3.5 

４ 安芸高田市 ▲3.2 25,000 2 ▲3.8 

５ 神石高原町 ▲3.1 15,500 1 ▲3.6 

 

 

 

 

第１４表 基準地別下落率順位表(商業地) 

 

順位 基準地番号 
所在及び地番 

｢住居表示｣ 

４年 

変動率(%) 

４年 

価格(円/㎡) 

【参考】３年 

価格(円/㎡) 

1 
江田島 

５－２ 
大柿町飛渡瀬字大新開２８９番１ ▲4.5 46,300 48,500 

２ 
江田島 

５－１ 
能美町中町字黒張４８６８番１外 ▲4.3 28,900 30,200 

３ 
世羅 

５－１ 
大字東神崎字大田３６８番１５ ▲3.6 18,500 19,200 

４ 
呉 

５－３ 
下蒲刈町三之瀬字南町２７３番２外 ▲3.6 26,500 27,500 

５ 
世羅 

５－２ 
大字小国字太平地４５２６番５ ▲3.6 6,460 6,700 

 



  イ 価格水準 

    価格水準の高い市区町と基準地は，第１５表，第１６表のとおりである。 

 

 

第１５表 市区町別価格高順位表(商業地) 

 

順位 市区町名 
４年 

平均価格(円/㎡) 

【参考】３年 

平均価格(円/㎡) 

４年 

平均変動率(%) 

１ 中区 1,202,400 1,146,100 4.4 

２ 東区 557,800 544,300 2.6 

３ 南区 488,900 464,400 3.8 

４ 西区 308,400 295,500 4.4 

５ 府中町 235,000 228,000 3.2 

 

 

第１６表 基準地別価格高順位表(商業地) 

 

順位 基準地番号 
所在及び地番 

｢住居表示｣ 

４年 

価格(円/㎡) 

【参考】３年 

価格(円/㎡) 

４年 

変動率(%) 

１ 
中 

５－４ 

本通５番８外 (金正堂ビル) 

｢本通５－９｣ 
3,150,000 3,090,000 1.9 

２ 
中 

５－１ 

幟町１４番８外 (Orico広島ビル) 

｢幟町１４－８｣ 
2,180,000 2,020,000 7.9 

３ 
中 

５－６ 

三川町２番３外 (アイエヌジービル) 

｢三川町２－３｣ 
1,940,000 1,800,000 7.8 

４ 
南 

５－６ 

京橋町１番２ (TATSUMI広島駅前ビル) 

｢京橋町１－３｣ 
1,360,000 1,260,000 7.9 

５ 
東 

５－２ 

若草町１０８５番 (加藤ビル) 

｢若草町１０－１１｣ 
890,000 880,000 1.1 

 

【参考】 ４年地価公示の最高価格(商業地) 

     広島中５－１  3,550,000円／㎡ 

     八丁堀１５番６外 ｢八丁堀１５－８｣ 三菱ＵＦＪ信託銀行広島ビル 



３ 林地価格の概要 

  平均価格と平均変動率の推移は第１７表のとおりである。 

  また，地域の特性により分類すると第１８表のとおりである。 

 

 

第１７表 林 地 の 平 均 価 格 及 び 平 均 変 動 率 

(単位：円／10ａ，％) 

61 62 63 元 2 3 4 5 

236,000 236,600 225,200 226,300 256,500 260,700 262,000 262,200 

0.4 0.1 0.5 0.9 1.8 1.6 0.3 0.1 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

263,400 263,500 264,100 264,300 264,300 264,300 263,800 261,300 

0.3 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 ▲0.1 ▲0.7 

 

14 15 16 17 18 19 20 21 

253,800 247,700 240,500 217,100 208,700 232,300 224,500 214,200 

▲1.8 ▲1.9 ▲2.6 ▲2.4 ▲2.7 ▲2.9 ▲2.5 ▲3.7 

 

22 23 24 25 26 27 28 29 

200,900 191,000 177,900 199,800 192,500 187,300 184,500 182,000 

▲4.2 ▲4.1 ▲4.7 ▲4.5 ▲3.3 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.1 

 

30 元 2 3 4 

179,300 177,000 174,700 174,700 174,700 

▲1.4 ▲1.1 ▲1.2 0.0 0.0 

 

第１８表 林地の類型別平均価格及び平均変動率 

 

種 類 別 地 点 数 平均価格(円/10ａ) 平均変動率(%) 

都市近郊林地 1(1) 420,000 ±0.0 

農 村 林 地 1(1) 189,000 ±0.0 

林業本場林地 1(1) 27,000 ±0.0 

山村奥地林地 1(1) 62,900 ±0.0 

平  均(計) 4(4) 174,700 ±0.0 

 ※注 (  )内は，継続基準地数である。 



 

 

参   考   資   料 

 

 

 １ 用途別基準地数の推移                  －５３ 

 ２ 市区町基準地設定一覧表                 －５４ 

 ３ 「用途」別平均価格・平均変動率表(全地域)        －５５ 

 ４ 地価調査関係法令                    －５７ 

 (参考) 地価公示価格の用途別平均変動率の推移        －５８ 

 (参考) 公的土地評価の概要と種類              －５９ 



１ 用途別基準地数の推移 

(地点) 

区  分 61 62 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 

宅          

 

 

地 

住宅地 423 416 416 415 417 423 423 529 529 529 529 534 537 530(520) 519(515) 519(510) 

宅地見込地 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2(2) 2(2) 2(2) 

商業地 103 98 98 103 104 113 113 165 165 165 165 167 168 165(155) 165(160) 165(167) 

準工業地 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 21(19) 21(20) 21(20) 

工業地 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7(7) 7(7) 7(7) 

調区内宅地 24 24 24 20 20 23 23 35 35 35 35 35 36 35(35) 35(29) 35(35) 

計 577 565 565 565 568 586 586 760 760 760 760 768 773 760(738) 749(733) 749(731) 

林   地 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20(20) 20(20) 20( 20) 

合   計 597 585 585 585 588 606 606 780 780 780 780 788 793 780(758) 769(753) 769(751) 

 

区  分 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

宅            

 

 

地 

住宅地 520(515) 520(512) 521(509) 415(410) 397(390) 338(331) 338(331) 336(332) 336(335) 336(334) 287(285) 

宅地見込地 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 

商業地 165(153) 165(157) 165(156) 151(146) 147(136) 121(113) 119(114) 121(116) 120(119) 120(116) 112(109) 

準工業地 21(20) 21(21) 21(20) 21(18) 21(21) 21(21) 23(21) 23(20) 23(22) 23(22) 19(19) 

工業地 7(7) 7(7) 7(6) 7(7) 7(7) 7(7) 7(7) 7(7) 8(7) 8(7) 8(8) 

調区内宅地 35(35) 35(32) 34(33) 33(30) 33(33) 31(31) 31(31) 31(31) 31(30) 31(31) 25(25) 

計 749(741) 749(730) 749(725) 628(612) 606(558) 519(504) 519(505) 519(507) 519(514) 519(511) 452(447) 

林   地 20(20) 20(19) 20(20) 20(19) 20(20) 20(17) 20(20) 20(20) 18(18) 18(18) 13(13) 

合   計 769(761) 769(749) 769(745) 648(631) 626(608) 539(525) 539(525) 539(527) 537(532) 537(529) 465(460) 

 

区  分 25 26 27 28 29 30 元 2 ３ 4 

宅          

 

 

地 

住宅地 309(294) 267(266) 282(260) 282(279) 282(281) 282(277) 282(275) 282(281) 282(281) 282(279) 

宅地見込地 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 

商業地 110(104) 96(95) 120(95) 120(117) 120(118) 120(120) 120(120) 120(119) 120(116) 120(117) 

工業地 17(17) 14(14) 14(14) 14(13) 14(14) 14(14) 14(13) 14(14) 14(14) 14(14) 

計 437(416) 378(376) 417(370) 417(410) 417(414) 417(412) 417(409) 417(415) 417(412) 417(411) 

林   地 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 

合   計 441(420) 382(380) 421(374) 421(414) 421(418) 421(416) 421(413) 421(419) 421(416) 421(415) 

(注) 平成１１年以降分について，(  )内は継続基準地数である。 

   平成２５年地価調査より，用途区分の準工業地，調整区域内宅地を廃止。 
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中区 4 8 12

東区 8 4 12

南区 7 7 14

西区 10 8 18

安佐南区 14 4 1 1 20

安佐北区 8 2 1 4 15

安芸区 7 1 1 2 1 12

佐伯区 8 2 2 1 13

区  計 66 36 1 2 9 2 116

呉市 14 8 1 1 5 8 3 1 41

竹原市 2 1 3

三原市 3 3 1 1 1 5 1 15

尾道市 9 6 1 6 3 1 1 27

福山市 31 1 17 4 6 3 62

府中市 4 1 1 1 1 1 9

三次市 1 1 1 7 1 1 12

庄原市 2 2 7 11

大竹市 5 2 7

東広島市 9 5 1 5 4 1 4 1 30

廿日市市 9 2 1 1 4 2 1 1 21

安芸高田市 1 7 2 10

江田島市 2 1 3 1 7

市  計 84 1 44 9 15 27 13 2 47 10 3 255

政令含市計 150 1 80 10 17 27 13 2 56 12 3 371

府中町 5 2 7

海田町 3 2 1 6

熊野町 3 1 1 5

坂町 2 1 1 4

安芸太田町 3 2 5

北広島町 4 2 1 7

大崎上島町 4 2 6

世羅町 1 3 1 5

神石高原町 4 1 5

町  計 13 6 2 1 1 18 8 1 50

合  計 163 1 86 12 18 27 14 2 74 20 4 421

２　市区町基準地設定一覧表

市　区　町

宅　地　及　び　宅　地　見　込　地

計
線　引　都　市　計　画　区　域 非　線　引　都　市 都　市　計　画

市　街　化　区　域 計　画　区　域 区　域　外



市区町名

4 4 8 8 12 12

8 8 4 3 12 11

7 7 7 7 14 14

10 10 8 8 18 18

16 16 4 4 20 20

12 12 2 2 1 1 15 15

10 10 2 2 12 12

10 10 3 3 13 13

77 77 38 37 1 1 116 115

28 27 11 9 1 1 40 37 1 1

2 2 1 1 3 3

9 9 5 5 1 1 15 15

17 17 9 9 26 26 1 1

40 39 1 1 17 17 4 4 62 61

6 6 2 2 1 1 9 9

8 8 2 2 1 1 11 11 1 1

9 9 2 2 11 11

5 5 2 2 7 7
上段：平均変動率
中段：平均価格（円／㎡，林地は円／10ａ）（１０の位を四捨五入）
下段：地点数（左：総地点　右：継続地点）

-1.5

40,100
-0.7

0.0

37,900

-1.7

28,500 66,400 420,000
-1.6

尾道市
-1.6 -1.0

62,200

-1.4

26,600

32,500 238,200

-1.7

4.2

三原市
-1.8 -1.8

呉市
-1.8

29,300

竹原市
-1.5 -1.4

28,100 57,500

-1.0
44,100 126,500

1.9
区計

1.2 3.2
110,000 503,400

84,900
1.2

佐伯区
1.5 0.1

82,100 94,000

54,500
-0.3

安芸区
0.0 -1.6

55,500 50,000

32,500 52,000
4.2 0.4

1.71.1

安佐北区
0.0 0.5

43,100 115,200

南区
2.3

西区 165,600

安佐南区 104,000

2.7 4.4
308,400

81,400 194,300
4.2

351,100
3.8

229,100

213,300 488,900

272,000東区
0.9 2.6

129,100

1,202,400

557,800
1.3

893,000
4.14.4

３　「用途」別平均価格・平均変動率表　（全地域）

中区
3.4

274,300

住宅地

37,700 64,400 46,900 189,000

福山市
-0.1 -2.0 1.6

44,700 14,700 117,700
1.1 0.4

42,400 64,000

0.0

3.4

3.1

府中市
-1.8 -1.9

20,400 44,600 26,90030,200
-1.3 -1.8

宅地見込地 商業地 工業地 全用途 林地

三次市
-1.5 -1.7 0.0 -1.4 0.0
6,600 25,500 13,300 10,700 62,900

庄原市
-1.7 -3.4 -2.0
4,400 44,300 11,600

大竹市
0.4 -0.5 0.1

50,300 66,200 54,800



市区町名

22 22 7 7 1 1 30 30

15 14 5 5 1 1 21 20

7 7 2 2 1 1 10 10

5 5 2 2 7 7

173 170 1 1 67 65 11 11 252 247 3 3

250 247 1 1 105 102 12 12 368 362 3 3

5 5 2 2 7 7

3 3 2 2 1 1 6 6

4 4 1 1 5 5

2 2 1 1 1 1 4 4

3 3 2 2 5 5

4 4 2 2 6 6 1 1

4 4 2 2 6 6

3 3 2 2 5 5

4 4 1 1 5 5

32 32 15 15 2 2 49 49 1 1

282 279 1 1 120 117 14 14 417 411 4 4
上段：平均変動率
中段：平均価格（円／㎡，林地は円／１０ａ）（１０の位を四捨五入）
下段：地点数（左：総地点　右：継続地点）

0.0
58,400 14,700 219,200 43,100 104,100 174,700合計
-0.3 -2.0 0.7 1.5 0.0

0.0
48,000 78,100 91,900 59,000 27,000町計
-0.5 -0.5 3.8 -0.3

3,400 15,500 5,800神石高原町
-1.8 -3.1 -2.1

4,400 12,500 7,600世羅町
-3.1 -3.6 -3.3

12,800 21,400 15,700大崎上島町
-2.6 -2.7 -2.6

0.0
5,300 9,200 6,600 27,000北広島町
-1.0 -2.1 -1.4

8,400 15,000 11,100安芸太田町
-0.6 -1.0 -0.8

77,600 138,000 84,000 94,300坂町
-0.9 0.7 3.1 0.5

28,600 55,500 34,000熊野町
-0.7 0.9 -0.4

110,200 188,000 99,800 134,400海田町
2.8 3.3 4.5 3.2

162,200 235,000 183,000府中町
2.8 3.2 2.9

0.0
59,700 14,700 239,400 35,000 110,100 224,000政令含市計
-0.3 -2.0 0.9 1.1 0.1

0.0
37,300 14,700 89,700 35,200 51,100 224,000    市計
-1.0 -2.0 -0.4 0.8 -0.8

16,000 37,600 22,200江田島市
-3.5 -4.4 -3.8

7,900 25,000 5,800 11,100安芸高田市
-1.5 -3.2 0.0 -1.7

72,300 94,200 82,200 78,000廿日市市
0.3 0.3 4.7 0.5

35,800 101,400 31,000 51,000東広島市
-0.3 0.2 3.7 0.0

　　「用途」別平均価格・平均変動率表　（全地域）

住宅地 宅地見込地 商業地 工業地 全用途 林地



４ 地価調査関係法令 
 
 ◎ 国土利用計画法施行令(昭和４９年１２月２０日政令第３８７号)抜すい 
 
(基準地の標準価格) 
第９条 都道府県知事は，自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる
地域(法第１２条第１項の規定により指定された規制区域を除く。)において，土地の利用状況，
環境等が通常と認められる画地を選定し，その選定された画地について，毎年１回，１人以上
の不動産鑑定士の鑑定評価を求め，その結果を審査し，必要な調整を行って，国土交通省令で
定める一定の基準日における当該画地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとする。 

２ 前項の標準価格は，土地について，自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(農地
又は採草放牧地の取引(農地及び採草放牧地以外のものとするための取引を除く｡)を除く｡)にお
いて通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物が存する場合又は当該土地
に関して当該土地の使用及び収益を目的とする権利が存する場合には，これらの定着物又は権
利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)とする｡ 

３ 都道府県知事は，第１項の規定により標準価格を判定するに当たっては、その標準価格に係
る基準地が地価公示法第２条第１項に規定する公示区域内に所在する土地(森林の土地を除く｡)
であるときは，公示価格を規準とし，その標準価格に係る基準地が当該公示区域内に所在する
森林の土地であり又は当該公示区域外に所在するときは，近傍類地の取引価格から算定される
推定の価格，近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成
に要する推定の費用の額を勘案して行うものとする。 

４ 都道府県知事は，前項の推定の価格又は推定の費用の額を求めるには，次に掲げるところに
よるほか，国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 

 (１) 近傍類地の取引価格又は地代等が投機的取引，当該土地を特別な用途に供するための取
引その他の特別な事情を反映して形成されていると認められるときは，その事情を除去す
るための補正を行うものとする。 

 (２) 近傍類地の取引価格又は地代等が標準価格を判定する基準日前のものであり，かつ，そ
の基準日までの間に土地の価格に変動があると認められるときは，その変動に応じ社会的
経済的事情を勘案して修正するものとする。 

５ 都道府県知事は，第１項の規定により標準価格を判定したときは，基準地の所在，基準地の
単位面積当たりの価格，価格判定の基準日その他必要と認める事項の周知に努めるものとする。 

 
 
 ◎ 国土利用計画法施行規則(昭和４９年１２月２１日総理府令第７２号)抜すい 
 
 (基準日) 
第１４条 令第９条第１項の国土交通省令で定める一定の基準日は，７月１日(都道府県知事が指
定する基準地にあっては，規制区域の指定の公告の日の属する年に限り，当該公告の日)とする。 

 



 

(参考) 地価公示価格の用途別平均変動率の推移 
（％） 

区 分 ６１ ６２ ６３ 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

広 

島 

県 

住宅地 2.7 2.3 2.7 6.1 13.6 13.6 ▲1.0 ▲3.9 ▲2.9 ▲1.3 ▲1.6 ▲1.6 ▲1.7 ▲2.0 

宅地見込地 2.6 1.8 1.0 4.6 9.3 14.5 0.9 0.0 ▲1.1 ▲1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

商業地 3.8 5.2 11.5 13.1 19.6 15.8 ▲2.0 ▲7.8 ▲7.6 ▲7.1 ▲7.7 ▲7.1 ▲6.0 ▲6.0 

準工業地 2.8 2.4 3.1 7.1 13.5 16.0 0.3 ▲3.2 ▲3.1 ▲1.7 ▲2.5 ▲2.1 ▲2.0 ▲2.3 

工業地 1.4 1.4 2.7 5.2 7.4 9.2 2.2 ▲0.6 ▲3.1 ▲2.1 ▲2.7 ▲1.9 ▲1.5 ▲1.6 

調区内宅地 1.9 1.5 1.8 2.4 5.5 7.3 0.1 ▲1.3 ▲0.6 ▲0.2 ▲0.2 0.1 0.0 ▲0.1 

全
国 

住宅地 2.2 7.6 25.0 7.9 17.0 10.7 ▲5.6 ▲8.7 ▲4.7 ▲1.6 ▲2.6 ▲1.6 ▲1.4 ▲3.8 

商業地 5.1 13.4 21.9 10.3 16.7 12.9 ▲4.0 ▲11.4 ▲11.3 ▲10.0 ▲9.8 ▲7.8 ▲6.1 ▲8.1 

 

区 分 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

広 

島 

県 

住宅地 ▲2.1 ▲2.6 ▲3.2 ▲4.9 ▲6.2 ▲5.7 ▲4.4 ▲2.5 ▲1.7 ▲2.5 ▲3.6 ▲3.1 ▲3.1 

宅地見込地 0.0 0.0 ▲0.8 ▲2.8 ▲4.0 ▲4.2 ▲6.3 ▲9.6 ▲7.0 ▲9.1 ▲7.2 ▲8.3 ▲8.3 

商業地 ▲5.8 ▲6.5 ▲7.3 ▲8.4 ▲9.0 ▲7.2 ▲4.6 ▲1.6 ▲0.5 ▲2.7 ▲4.7 ▲4.0 ▲4.0 

準工業地 ▲2.6 ▲3.6 ▲4.2 ▲5.5 ▲7.6 ▲7.0 ▲5.1 ▲3.0 ▲1.7 ▲2.3 ▲3.7 ▲3.8 ▲3.8 

工業地 ▲1.9 ▲3.3 ▲4.4 ▲6.1 ▲7.7 ▲6.2 ▲4.4 ▲1.3 ▲0.4 ▲1.2 ▲2.9 ▲2.7 ▲2.7 

調区内宅地 ▲0.2 ▲0.6 ▲0.9 ▲2.0 ▲3.5 ▲3.8 ▲3.5 ▲2.9 ▲2.4 ▲2.8 ▲3.4 ▲3.7 ▲3.7 

全
国 

住宅地 ▲4.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲5.8 ▲5.7 ▲4.6 ▲2.7 0.1 1.3 ▲3.2 ▲4.2 ▲2.3 ▲2.3 

商業地 ▲8.0 ▲7.5 ▲8.3 ▲8.0 ▲7.4 ▲5.6 ▲2.7 2.3 3.8 ▲4.7 ▲6.1 ▲3.1 ▲3.1 

 

区 分 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 

広 

島 
県 

住宅地 ▲2.6 ▲1.9 ▲1.2 ▲0.3 0.2 0.6 0.9 1.3 ▲0.4 0.2 

宅地見込地 － － － － － － － － － － 

商業地 ▲3.2 ▲1.8 ▲0.5 0.8 1.5 2.0 2.7 3.9 ▲0.9 0.8 

工業地 ▲2.7 ▲2.2 ▲1.4 ▲0.1 0.2 1.3 1.6 2.2 0.3 1.1 

全
国 

住宅地 ▲1.6 ▲0.6 ▲0.4 ▲0.2 0.0 0.3 0.6 0.8 ▲0.4 0.5 

商業地 ▲2.1 ▲0.5 0.0 0.9 1.4 1.9 2.8 3.1 ▲0.8 0.4 

 

(注) 地価公示法に基づき毎年１月１日を基準日として調査。 

   平成２５年地価公示より，用途区分の準工業地，調整区域内宅地を廃止，宅地見込地は，標準地

なし。 



（参考） 公的土地評価の概要と種類 

 

区 分 地 価 公 示 地 価 調 査 相 続 税 評 価 固 定 資 産 税 評 価 

実施主体 ・国土交通省土地鑑定委員会 ・都道府県知事 ・国税局長 ・市町長 

利用目的 
・一般の土地取引の指標 

・公共事業の用地補償額の算定基準 

・国土利用計画法による土地取引の 

 規制の適正かつ円滑な実施 
・相続税，贈与税評価のため ・固定資産税評価のため 

調査対象 

地  域 

・都市計画区域＋区域外公示区域 

 １４市６町（R4.1.1 現在） 

・県内全域 

 １４市９町（R4.7.1 現在） 
・県内全域（私有地全部） 

・当該市町内に所在の土地  

 （私有地全部） 

調査地点数 

 

・地価公示地点(標準地) 

 令和 ３年 ６３９地点 

 令和 ４年 ６３９地点 

  全国 令和 ２年～26,000 地点 

     令和 ３年～26,000 地点 

     令和 ４年～26,000 地点 

 

・地価調査地点（基準地） 

 令和３年 ４２１地点 

 令和４年  ４２１地点 

  全国 令和 元年～21,540 地点 

     令和 ２年～21,519 地点 

     令和 ３年～21,443 地点 

・路線価（標準宅地の継続地点） 

  令和３年  県内 7,576 地点 

令和４年  県内 7,439 地点 

・基準地  県内２３か所 

 (市町ごとに各 1 地点) 

 【区分：宅地，田，畑，山林】 

・標準地 県内 31,963 地点(R2) 

     (うち宅地 12,703 地点) 

評価方法 

・標準地について，不動産鑑定士 

 (２名)の鑑定評価を求め，正常な 

 価格を判定 

 （比準価格，収益価格，積算価格 

  を試算し，調整） 

・基準地について，不動産鑑定士 

 (１名)の鑑定評価を求め，正常な 

価格を判定 

 （比準価格，収益価格，積算価格 

  を試算し，調整） 

・市街化的形態地域 路線価方式 

・その他の宅地   固定資産税評 

          価額倍率方式 

・適正な時価を評価 

 （地価公示価格の８割を目途） 

・市街化的形態地域 路線価方式 

・その他の土地   標準地比準方式             

・適正な時価を評価 

 （地価公示価格の７割を目途） 

価格基準日 

(公表の時期) 

・毎年１月１日 

・毎年評価 

（毎年３月下旬。 

令和４年は３月 23 日） 

・毎年７月１日 

・毎年評価 

（毎年９月下旬。 

令和４年は９月 21 日） 

・毎年１月１日 

・毎年評価 

（平成 20 年以降７月１日） 

・令和２年１月１日 

・３年に１回評価 

根拠法令 ・地価公示法 ・国土利用計画法施行令 ・相続税法 ・地方税法 

備  考 
・昭和 45 年から開始 

 （広島県分は昭和 47 年から） 
・昭和 50 年から開始 

・平成４年分から評定基準日を変更 

 （７月１日→１月１日） 

・賦課期日 毎年１月１日 

・価格基準日以降に著しい下落の場

合，評価額の時点修正を行う 

（参 考） 

最高価格
地  点 

4.1.1 ３５５万円/㎡  
三菱ＵＦＪ信託銀行広島ビル 
 (相生通り：八丁堀) 

4.7.1  ３１５万円/㎡  
金正堂ビル 
（本通り） 

4.1.1 ３２９万円/㎡  
相生通り（福屋八丁堀本店前） 
（地価公示への割戻額 ４１１万円/㎡) 

 


