
平成２７年地価公示　価格及び個別地点詳細一覧

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

岐阜 岐阜市 106,000 197 長方形 東　　      6m 水道

＊ 八ツ梅町１丁目５番    2:1   市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.7km (  60, 300)

岐阜市 93,000 242 長方形 北　　    5.5m 水道

＊ 長良若葉町２丁目４番    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     5.5km (  60, 200)

岐阜市 59,100 233 長方形 北　　    5.6m 水道

東鶉４丁目５７番２    1:3   市道　　　 １住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     4.5km (  60, 200)

岐阜市 123,000 155 長方形 北　　      6m 水道

加納永井町１丁目２０番２    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     700m (  60, 200)

岐阜市 124,000 145 長方形 南　　      6m 水道

栗矢田町２丁目５番    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  60, 300)

岐阜市 68,200 130 長方形 西　　      6m 水道

大菅北２１番１６    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

 　   -  6 「大菅北２１－１５」 ＬＳ3 　　　 下水     1.9km (  60, 200)

岐阜市 70,900 125 長方形 西　　    5.5m 水道

茜部中島２丁目５３番２外    1:2.5 市道　　　 ガス １住居 準防

 　   -  7 Ｗ2 　　　 下水     2.2km (  60, 200)

岐阜市 63,300 259 長方形 北　　    6.5m 水道

北一色５丁目１２番５    1:2   市道　　　 ガス ２中専

 　   -  8 「北一色５－１２－４」 Ｗ2 　　　 下水     3.1km (  60, 200)

岐阜市 82,900 196 長方形 南　　      6m 水道

美島町４丁目３７番    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   -  9 Ｓ2 　　　 下水     3.3km (  60, 200)

岐阜市 15,100 370 北　　      3m 水道 「調区」

大字彦坂字中屋敷６３番    1:1   市道　　　

 　   - 10 Ｗ2 　　　      12km (  60, 200)

岐阜市 94,500 215 長方形 南　　    5.5m 水道

此花町２丁目７番    1:1.5 市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   - 11 Ｗ2 　　　 下水     1.6km (  60, 200)

岐阜市 29,600 293 長方形 北東　      5m 水道

諏訪山２丁目２４番４    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

 　   - 12 「諏訪山２－２４－４」 Ｗ2 　　　 下水      11km (  50,  80)

岐阜市 63,800 188 長方形 北　　    4.5m 水道

野一色５丁目１０番７    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 13 「野一色５－１０－５」 Ｗ2 　　　 下水     5.2km (  60, 200)

岐阜市 69,700 230 長方形 南西　      6m 水道

菅生２丁目５番５    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 14 「菅生２－５－４」 ＬＳ2 　　　 下水       4km (  60, 200)

岐阜市 51,800 212 北　　    4.2m 水道

大字長良字洞２４３５番６２    1:1   市道　　　 ガス １低専

 　   - 15 Ｗ2 　　　 下水     7.2km (  60, 100)

岐阜市 20,800 686 長方形 北　　    4.8m 水道 「調区」

太郎丸中島３１３番  1.2:1   市道　　　

 　   - 16 Ｗ1 　　　      14km (  60, 200)

岐阜市 75,300 206 長方形 北東　      6m 水道

大福町７丁目９番    1:2.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 17 Ｗ2 　　　 下水       4km (  60, 200)

岐阜市 50,800 200 長方形 北　　      5m 水道

高田５丁目１３番２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

 　   - 18 「高田５－１３－６」 ＲＣ2 　　　 下水     6.1km (  60, 200)

岐阜市 88,100 148 ほぼ長方形 東　　    5.1m 水道

山口町２４番    1:6   市道　　　 ガス 商業 準防

 　   - 19 Ｓ3 　　　 下水     3.6km (  80, 400)

岐阜市 60,300 127 長方形 北　　      6m 水道

須賀４丁目８番２３    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

 　   - 20 「須賀４－８－２７」 Ｗ2 　　　 下水     2.6km (  60, 200)

岐阜市 41,000 165 東　　      4m 水道

西改田字米野６５番３    1:1   市道　　　 ガス １中専

 　   - 21 Ｗ2 　　　 下水     7.7km (  60, 200)

岐阜市 47,600 143 東　　    6.8m 水道

河渡３丁目１２０番４    1:1   市道　　　 ガス ２中専

 　   - 22 Ｗ2 　　　 下水     2.3km (  60, 200)

岐阜市 42,500 158 長方形 東　　    4.5m 水道

粟野西６丁目１１１番２    1:2   市道　　　 ガス １低専

 　   - 23 Ｓ2 　　　 下水     9.5km (  50,  80)

岐阜市 34,300 251 北東　      7m 水道

＊ 三田洞東３丁目８番６    1:1   市道　　　 ガス １低専

 　   - 24 「三田洞東３－８－６」 ＬＳ2 　　　 下水      10km (  50,  80)

岐阜市 77,600 198 長方形 南　　      6m 水道

福光西３丁目５番１０    1:2   市道　　　 ガス １低専

 　   - 25 「福光西３－５－７」 Ｗ2 　　　 下水     5.9km (  60, 100)

岐阜市 50,000 277 長方形 北　　      5m 水道

柳津町蓮池６丁目９６番１  1.5:1   市道　　　 １住居

 　   - 26 Ｗ2 　　　 下水     900m (  60, 200)

岐阜市 83,800 142 長方形 北　　    5.5m 水道

島田西町４７番１    1:3   市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 27 Ｗ2 　　　 下水     2.1km (  60, 200)

岐阜市 59,200 136 長方形 西　　    5.5m 水道

大字正木字貴船１１８４番５    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 28 Ｗ2 　　　 下水     5.4km (  60, 200)

岐阜市 102,000 266 長方形 南　　      6m 水道

池田町１丁目２番    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   - 29 ＲＣ2 　　　 下水     2.1km (  60, 300)

岐阜市 81,400 199 長方形 北　　      6m 水道

寿町７丁目１６番６外    1:3   市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 30 Ｗ2 　　　 下水     2.7km (  60, 200)

岐阜市 59,100 198 北　　    5.4m 水道

花月町２丁目４番３    1:2.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 31 Ｗ1 　　　 下水     3.4km (  60, 200)

岐阜市 27,500 236 台形 北　　      4m 水道

大字福富字西沖１５９９番５１    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

 　   - 32 Ｗ2 　　　 下水      12km (  50,  80)

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ郊
外の閑静な住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか事務所等
も混在する住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅の中に農
地も介在する住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅の中に農
地等が混在する住宅地域

柳津

岐阜住宅 一般住宅、共同住宅、事
業所が混在する住宅地域

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか農地も多
く見られる住宅地域

穂積

住宅 中規模一般住宅のほか農
地も見られる住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅、共同住宅等が
混在する住宅地域

西岐阜

住宅 中規模一般住宅のほか農
地等が見られる住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか農地等も
見られる住宅地域

岐阜

住宅 中小規模一般住宅が多く
見られる既成住宅地域

岐阜

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅等が散在する住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか共同住宅
等が介在する住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅等が散在する区
画整然とした住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほかに共同住
宅等も見られる住宅地域

岐阜

住宅 山間の農家住宅が多い既
成の住宅地域

岐阜

住宅 小規模一般住宅、店舗が
混在する住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅のほか農
地も介在する住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅が多い中、農地
も見られる住宅地域

西岐阜

住宅 一般住宅、事業所のほか
農地も介在する住宅地域

岐阜

住宅 住宅、アパート等が混在
する既成住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅、事務所
等が混在する住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ閑
静な住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅、事業所等のほ
か農地も残る住宅地域

岐阜

(9)標準地に
ついての水
道，ガス供給
施設及び下水
道の整備の状

標準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

標準地に係る都市
計画法その他法令
の制限で主要なも
の

住宅 一般住宅のほか事務所等
も見られる住宅地域

岐阜

標準地の利
用の現況

標準地の周辺の土地の利
用の現況

標準地の前面道
路の状況

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

標準地の
地積

内私道分
(㎡)

標準地の
形状
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)(9)標準地に
ついての水
道，ガス供給
施設及び下水
道の整備の状

標準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

標準地に係る都市
計画法その他法令
の制限で主要なも
の

標準地の利
用の現況

標準地の周辺の土地の利
用の現況

標準地の前面道
路の状況

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

標準地の
地積

内私道分
(㎡)

標準地の
形状

岐阜市 65,300 149 長方形 北　　    8.1m 水道

薮田西１丁目８番２１    1:2   市道　　　 ガス １住居

 　   - 33 「薮田西１－８－２０」 Ｗ2 　　　 下水     1.8km (  60, 200)

岐阜市 104,000 198 長方形 西　　    7.6m 水道

＊ 加納堀田町１丁目１９番３    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

 　   - 34 ＬＳ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

岐阜市 65,200 214 西　　    5.5m 水道

水主町２丁目８７番１    1:1   市道　　　 ガス １住居 準防

 　   - 35 Ｗ2 　　　 下水     2.7km (  60, 200)

岐阜市 28,000 182 北　　    6.5m 水道

森東６８番２    1:1   市道　　　 １中専

 　   - 36 Ｗ2 　　　 下水      15km (  60, 200)

岐阜市 47,900 154 長方形 北　　      6m 水道

＊ 日野南１丁目１６番９    1:2.5 市道　　　 ガス ２中専

 　   - 37 「日野南１－１６－６」 Ｗ2 　　　 下水     5.9km (  60, 200)

岐阜市 54,300 328 南　　    4.5m 水道

大字長良字長洞３４５９番９２    1:1   市道　　　 ガス １低専

 　   - 38 ＲＣ2 　　　 下水       7km (  40,  60)

岐阜市 57,600 220 北　　    4.5m 水道

琴塚２丁目３番４    1:1   市道　　　 ガス ２中専

 　   - 39 「琴塚２－３－５」 Ｗ2 　　　 下水       6km (  60, 200)

岐阜市 60,100 331 長方形 南　　      6m 水道

旦島４丁目５番４    1:2   市道　　　 ガス ２中専

 　   - 40 「旦島４－５－２」 ＬＳ2 　　　 下水     5.7km (  60, 200)

岐阜市 65,700 144 長方形 南　　      6m 水道

若福町１４番７    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

 　   - 41 「若福町１４－６」 Ｗ2 　　　 下水     6.7km (  60, 100)

岐阜市 70,500 213 長方形 北東　      6m 水道

近島４丁目２番１９    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   - 42 「近島４－２－１５」 Ｗ2 　　　 下水     4.2km (  60, 200)

岐阜市 92,500 160 長方形 北　　    5.5m 水道

西荘３丁目１６番３０    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

 　   - 43 「西荘３－１６－２７」 Ｗ2 　　　 下水     350m (  60, 200)

岐阜市 39,600 213 台形 北　　    4.4m 水道

尻毛１丁目１８８番１    1:2.5 市道　　　 １住居

 　   - 44 Ｗ2 　　　 下水     6.5km (  60, 200)

岐阜市 96,500 228 長方形 北東　    7.5m 水道

加納新町３０番    1:6   市道　　　 ガス 商業 準防

 　   - 45 Ｗ2 　　　 下水     980m (  80, 400)

岐阜市 76,900 142 長方形 北　　      6m 水道

南蝉１丁目７３番１    1:2.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 46 ＬＳ2 　　　 下水     4.8km (  60, 200)

岐阜市 72,300 163 長方形 北　　      4m 水道

長良福江町１丁目３５番１外    1:1.5 市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 47 Ｗ2 　　　 下水     5.6km (  60, 200)

岐阜市 77,000 132 長方形 南西　      6m 水道

栄新町２丁目７５番３    1:2   市道　　　 ガス ２中専 準防

 　   - 48 Ｗ2 　　　 下水     3.6km (  60, 200)

岐阜市 41,000 251 長方形 東　　    5.6m 水道 「調区」

蔵前２丁目３番８  1.2:1   市道　　　

 　   - 49 「蔵前２－３－１２」 Ｗ2 　　　     4.5km (  60, 200)

岐阜市 80,900 173 長方形 南　　      6m 水道

五坪２丁目６番２１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居 準防

 　   - 50 「五坪２－６－２５」 Ｗ2 　　　 下水     1.9km (  60, 200)

岐阜市 55,900 165 台形 南　　    4.5m 水道

大字鏡島字村前１７４４番１    1:1.2 市道　　　 ガス １住居 準防

 　   - 51 Ｓ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

岐阜市 84,500 215 南　　      8m 水道

六条南１丁目１９番１３    1:1   市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   - 52 「六条南１－１９－４」 Ｓ2 　　　 下水     2.3km (  60, 200)

岐阜市 36,300 220 長方形 西　　    4.4m 水道

日置江８丁目１２番外    1:2.5 市道　　　 １住居

 　   - 53 Ｗ3 　　　 下水     5.4km (  60, 200)

岐阜市 34,200 132 長方形 南　　    6.8m

下西郷２丁目１９５番    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

 　   - 54 Ｗ2 　　　 下水     8.5km (  60, 200)

岐阜市 31,300 196 長方形 南　　      6m 水道

大字中西郷字木船８６７番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

 　   - 55 Ｗ2 　　　 下水      11km (  60, 200)

岐阜市 115,000 171 南　　      6m 水道

端詰町２０番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防

 　   - 56 ＲＣ3 　　　 下水     1.9km (  80, 400)

岐阜市 33,100 222 台形 西　　      5m 水道

芥見長山１丁目６４番２外  1.2:1   市道　　　 １中専

 　   - 57 Ｗ2 　　　 下水      11km (  60, 200)

岐阜市 33,900 198 長方形 東　　      5m 水道

大字中字形野５０４番２０    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

 　   - 58 Ｗ2 　　　 下水     9.1km (  60, 200)

岐阜市 42,000 390 西　　      5m 水道

柳津町上佐波３丁目１５４番    1:1   市道　　　 ガス １住居

 　   - 59 Ｗ2 　　　 下水     2.3km (  60, 200)

岐阜市 43,000 217 長方形 西　　      4m 水道

粟野東３丁目３４番外  1.5:1   市道　　　 ガス ２中専

 　   - 60 Ｗ2 　　　 下水     9.8km (  60, 200)

岐阜市 143,000 319 長方形 南　　      6m 水道

＊ 加納本町３丁目７番１外    1:3.5 市道　　　 ガス 商業 準防

 　   - 61 Ｗ3 　　　 下水     600m (  80, 400)

岐阜市 51,900 253 長方形 東　　    5.4m 水道

南鶉２丁目１１４番    1:2.5 市道　　　 ガス １住居

 　   - 62 Ｗ2 　　　 下水     5.3km (  60, 200)

岐阜市 37,500 362 長方形 西　　    6.5m 水道

柳津町高桑２丁目１５８番    1:1.2 市道　　　 １住居

 　   - 63 Ｗ2 　　　 下水     3.7km (  60, 200)

岐阜市 41,200 293 長方形 西　　    4.5m 水道

岩田東３丁目９７番    1:1.2 市道　　　 １住居

 　   - 64 Ｗ2 　　　 下水     9.5km (  60, 200)

住宅 農家住宅、一般住宅が多
く見られる既成住宅地域

柳津

住宅 一般住宅の中に農地も見
られる住宅地域

岐阜

住宅 低層住宅、アパート、店
舗等が混在する住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

岐阜

住宅 中規模農家、一般住宅が
混在する既成住宅地域

柳津

住宅 一般住宅が多い中に農地
も見られる住宅地域

岐阜

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅の中に農地も見
られる郊外の住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか共同住宅
等も見られる住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

西岐阜

住宅 小規模一般住宅が多い新
興住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

西岐阜

住宅 住宅、共同住宅、事務所
等が混在する住宅地域

岐阜

住宅 農地の中に一般住宅、作
業所等が混在する地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅の多い区
画整然とした住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅、共同住宅のほ
か農地もある住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

岐阜

住宅 中低層一般住宅が多い既
成住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほかに農地等
も見られる住宅地域

岐阜

住宅 中小規模の一般住宅が主
体の、駅に近い住宅地域

西岐阜

住宅 住宅、作業場のほか農地
も見られる住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

岐阜

住宅 区画整然とし農地も多く
見られる新興住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅が多い区画整理
済みの新興住宅地域

岐阜

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか農地もか
なり見られる住宅地域

岐阜

住宅 住宅、農地等が混在する
住宅地域

岐阜

住宅 農地の中に一般住宅等が
見られる住宅地域

西岐阜

住宅 中規模の一般住宅が多い
既成住宅地域

岐阜
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)(9)標準地に
ついての水
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施設及び下水
道の整備の状
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他の主要な交通施
設との接近の状況
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計画法その他法令
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標準地の前面道
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標準地番号 標準地の所在及び地番並びに住居表示 標準地の１
平方メート
ル当たりの
価格 (円)

標準地の
地積

内私道分
(㎡)
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岐阜市 59,400 288 長方形 北　　      4m 水道

正法寺町４６番３外    1:2.5 市道　　　 ガス 準工 準防

 　   - 65 Ｓ2 　　　 下水     2.5km (  60, 200)

岐阜市 88,800 177 長方形 北　　    5.5m 水道

菊地町３丁目３２番１    1:2.5 市道　　　 ガス 準工 準防

 　   - 66 ＬＳ2 　　　 下水     1.3km (  60, 200)

岐阜市 38,200 224 南　　    4.4m 水道 「調区」

柳津町上佐波西５丁目９０番  1.2:1   市道　　　

 　   - 67 Ｗ2 　　　     3.4km (  60, 200)

岐阜市 55,500 170 長方形 北　　      6m 水道

柳津町梅松１丁目６７番    1:3.5 市道　　　 ガス １住居

 　   - 68 Ｗ2 　　　 下水      60m (  60, 200)

岐阜市 32,000 264 長方形 東　　    4.2m 水道 「調区」

北柿ケ瀬４４番５    1:2.5 市道　　　

 　   - 69 Ｗ2 　　　     5.7km (  60, 200)

岐阜市 209,000 84 長方形 南　　      9m 水道

＊ 柳ケ瀬通１丁目４番    1:4   市道　　　 ガス 商業 防火

 　  5-  1 Ｓ5F1B 　　　 下水     1.4km (  80, 600)

岐阜市 114,000 187 長方形 東　　    7.5m 水道

高野町６丁目１３番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  2 ＲＣ6 　　　 下水     550m (  80, 500)

岐阜市 140,000 156 長方形 北　　     22m 水道

金園町１丁目１４番外    1:2.5 国道　　　 ガス 商業 防火

 　  5-  3 ＲＣ7 　　　 下水     1.1km (  80, 500)

岐阜市 81,700 273 長方形 北　　     11m 水道

＊ 島栄町１丁目１３番    1:3   市道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  4 ＲＣ4 　　　 下水     3.1km (  80, 400)

岐阜市 552,000 1652 不整形 南　　駅前広場 水道

＊ 吉野町５丁目１７番外    3:1   県道　　　 ガス 商業 防火

 　  5-  5 Ｓ12F1B 　　　三方路 下水 駅前広場接面 (  80, 600)★

岐阜市 76,200 508 西　　     22m 水道

則武中３丁目５番８    1:1   県道　　　 ガス 準住居 準防

 　  5-  6 「則武中３－５－８」 Ｓ1 　　　 下水     4.8km (  60, 200)

岐阜市 92,100 936 台形 北　　     22m 水道

長良５丁目１７番    1:1   県道　　　 準住居 準防

 　  5-  7 Ｓ1 　　　三方路 下水     6.3km (  60, 200)

岐阜市 98,500 1635 台形 南　　     22m 水道

鏡島精華３丁目１７番１６外    1:1.2 県道　　　 ガス 近商 準防

 　  5-  8 「鏡島精華３－１７－３４」 ＲＣ6 東　　側道 下水     950m (  80, 200)

岐阜市 68,900 6054 台形 北　　     36m 水道

藪田南１丁目１２番１外    1:2   国道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  9 「藪田南１－１２－１」 Ｓ2 　　　三方路 下水     1.3km (  80, 400)

岐阜市 63,300 492 長方形 北　　     16m 水道

前一色３丁目５番３外  1.2:1   県道　　　 準住居 準防

 　  5- 10 「前一色３－５－５」 Ｓ2 　　　 下水     4.5km (  60, 200)

岐阜市 103,000 110 長方形 東　　     27m 水道

真砂町５丁目２２番３外    1:2   国道　　　 ガス 商業 準防

 　  5- 11 ＲＣ5 　　　 下水     1.6km (  80, 500)

岐阜市 90,000 722 不整形 南　　     22m 水道

鹿島町８丁目２番外    1:4   県道　　　 ガス 近商 準防

 　  5- 12 Ｓ2 　　　背面道 下水     2.9km (  80, 300)

岐阜市 111,000 220 長方形 東　　     15m 水道

加納朝日町２丁目４６番外    1:2   国道　　　 ガス 近商 準防

 　  5- 13 Ｓ3 　　　 下水       1km (  80, 300)

岐阜市 144,000 123 長方形 西　　     12m 水道

清住町１丁目９番    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防

 　  5- 14 Ｓ3 　　　 下水     800m (  80, 400)

岐阜市 75,800 573 長方形 西　　     32m 水道

北一色３丁目９番１５外    1:1.5 国道　　　 ガス 準工 準防

 　  5- 15 「北一色３－９－２１」 Ｓ5 南　　側道 下水     2.9km (  60, 200)

岐阜市 166,000 225 長方形 南東　     25m 水道

今小町２４番２外    1:1.2 国道　　　 ガス 商業 防火

 　  5- 16 ＲＣ4F1B 　　　 下水     1.9km (  80, 500)

岐阜市 113,000 403 西　　     20m 水道

＊ 都通３丁目１番２外    1:1   県道　　　 ガス 商業 準防

 　  5- 17 ＲＣ3 南　　側道 下水     1.9km (  80, 400)

岐阜市 211,000 1101 長方形 東　　     36m 水道

金町５丁目１９番外    1:1.2 県道　　　 ガス 商業 防火

 　  5- 18 Ｓ9 北　　側道 下水     700m (  80, 600)

岐阜市 44,800 430 台形 南東　   12.5m 水道

芥見１丁目２７９番    1:1.5 国道　　　 近商 準防

 　  5- 19 Ｓ3 　　　 下水      10km (  80, 200)

岐阜市 77,900 514 長方形 西　　     17m 水道

茜部新所１丁目８２番    1:2   県道　　　 ガス 商業 準防

 　  5- 20 Ｓ2 　　　 下水     2.9km (  80, 400)

岐阜市 135,000 76 長方形 北　　     33m 水道

若宮町２丁目２７番    1:2   市道　　　 ガス 商業 防火

 　  5- 21 Ｓ4 　　　 下水     1.4km (  80, 500)

岐阜市 106,000 216 長方形 北　　     15m 水道

長住町９丁目１５番外    1:2   市道　　　 ガス 商業 準防

 　  5- 22 ＲＣ4 　　　 下水     900m (  80, 500)

岐阜市 120,000 407 北　　     33m 水道

若宮町８丁目１１番外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 防火

 　  5- 23 ＲＣ5 　　　 下水     1.6km (  80, 500)

岐阜市 56,000 197 長方形 東　　      9m 水道

大字三田洞字山崎９０８番１０外    1:3   市道　　　 ガス 近商 準防

 　  5- 24 Ｗ2 　　　 下水     8.9km (  80, 200)

岐阜市 98,300 494 長方形 東　　   12.2m

薮田南１丁目６番３    1:3   市道　　　 ガス 商業 準防

 　  5- 25 「薮田南１－６－３」 Ｓ1 　　　 下水     1.4km (  80, 400)

岐阜市 93,300 170 台形 南　　     23m 水道

金園町４丁目２３番    1:2.5 国道　　　 ガス 商業 準防

 　  5- 26 ＲＣ4 　　　 下水     1.5km (  80, 400)

岐阜市 47,300 584 長方形 北西　     11m 水道

日置江４丁目２番１外    2:1   県道　　　 準工

 　  5- 27 ＲＣ4 　　　 下水     4.5km (  60, 200)

店舗、住宅
兼倉庫

店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

岐阜

店舗兼共同
住宅

店舗、事務所、倉庫等が
混在する路線商業地域

西岐阜

店舗兼住宅 店舗、金融機関等が建ち
並ぶ路線商業地域

岐阜

事務所 営業所、中層ビル、駐車
場等が混在する商業地域

西岐阜

事務所、作
業場兼住宅

中低層の事務所兼住宅等
が建ち並ぶ既成商業地域

岐阜

事務所 中低層の事務所、店舗等
が建ち並ぶ商業地域

岐阜

店舗兼倉庫 店舗等が多く中央卸売市
場に近い路線商業地域

岐阜

店舗兼共同
住宅

中層ビル、店舗、駐車場
等が建ち並ぶ商業地域

岐阜

事務所 中高層の事務所ビルを主
体とする商業地域

岐阜

店舗兼住宅 低層店舗等が多い郊外の
路線商業地域

岐阜

事務所 店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

岐阜

診療所兼住
宅

店舗、住宅等が混在する
幹線道路沿いの商業地域

岐阜

店舗兼住宅 中層ビル、店舗等が建ち
並ぶ商業地域

岐阜

事務所兼診
療所

店舗、事務所等が集まる
路線商業地域

岐阜

店舗 中低層ビル、小売店舗が
建ち並ぶ商業地域

岐阜

店舗兼住宅 中層、低層の店舗等が建
ち並ぶ近隣商業地域

岐阜

店舗兼住宅 店舗、一般住宅等が混在
する路線商業地域

岐阜

店舗兼住宅 店舗併用住宅等が多い既
成商業地域

岐阜

店舗 中小規模の店舗等が連た
んする路線商業地域

西岐阜

店舗 郊外型店舗が建ち並ぶ路
線商業地域

西岐阜

店舗兼作業
所

低層の店舗、営業所等が
混在する路線商業地域

岐阜

店舗 小売店舗、営業所等が増
えつつある路線商業地域

岐阜

店舗兼共同
住宅

中小規模の店舗、事務所
等が混在する商業地域

岐阜

事務所兼店
舗

中高層の店舗、ビル等が
建ち並ぶ駅前の商業地域

岐阜駅前広場接面

事務所兼住
宅

事務所・店舗及び一般住
宅が混在する商業地域

岐阜

ホテル 小規模店舗と中層ビル等
が混在する商業地域

岐阜

住宅 一般住宅の中に共同住宅
も見られる住宅地域

岐阜

店舗兼住宅 中低層の小売店舗等が建
ち並ぶ繁華な商業地域

岐阜

住宅 中小規模一般住宅の中に
空地が見られる住宅地域

柳津

住宅 一般住宅、共同住宅等の
ほか農地もある住宅地域

柳津

住宅 農地の中に一般住宅等が
見られる住宅地域

岐阜

住宅 住宅の他、事務所等も混
在する住宅地域

岐阜
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岐阜市 33,000 53068 台形 北　　     14m 水道

柳津町丸野３丁目３番    1:1.5 県道　　　 ガス 工業

 　  9-  1 東　　側道 下水     1.1km (  60, 200)

岐阜市 42,900 23120 長方形 東　　    7.5m 水道

本荘中ノ町５丁目２９番外  1.5:1   市道　　　 ガス 工業 準防

 　  9-  2 　　　四方路 下水     2.4km (  60, 200)

岐阜市 43,000 2688 西　　      6m 水道

六条大溝３丁目４番６外    1:1   市道　　　 ガス 工業

 　  9-  3 「六条大溝３－４－１８」 Ｓ3 北　　側道 下水     3.6km (  60, 200)

岐阜市 34,700 1911 長方形 北　　      8m

茶屋新田４丁目６番外  2.5:1   県道　　　 準工

 　  9-  4 東　　側道 下水     5.7km (  60, 200)

岐阜市 58,300 273 長方形 南　　      7m 水道

岩栄町１丁目３２番外    1:2   市道　　　 ガス 準工 準防

 　  9-  5 Ｓ2 　　　 下水     2.8km (  60, 200)

大垣 大垣市 85,000 231 長方形 北　　      6m 水道

西崎町１丁目４０番２    1:3   市道　　　 ガス １住居

 　   -  1 ＬＳ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

大垣市 67,200 300 長方形 北　　      4m 水道

林町７丁目字石田２１６番４外    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

大垣市 41,900 215 長方形 北　　      6m 水道

長松町字毛中８４７番８３  1.5:1   市道　　　 ガス １住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     5.1km (  60, 200)

大垣市 83,300 104 長方形 北　　      6m 水道

藤江町２丁目６０番    1:3.5 市道　　　 ガス 商業 準防

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     550m (  80, 400)

大垣市 74,100 252 長方形 北　　      6m 水道

＊ 恵比寿町北５丁目７番２外    1:2   市道　　　 ガス １住居

 　   -  5 Ｓ3 　　　 下水       2km (  60, 200)

大垣市 60,500 172 長方形 北　　      5m 水道

大井１丁目２９番２    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

 　   -  6 ＬＳ2 　　　 下水     3.3km (  60, 200)

大垣市 26,800 284 長方形 西　　    4.5m 水道 「調区」

興福地町２丁目３３番２外  1.5:1   市道　　　

 　   -  7 ＬＳ2 　　　     3.7km (  60, 200)

大垣市 58,500 185 西　　      6m 水道

南若森町字塚本４０１番２    1:1   市道　　　 ガス １住居

 　   -  8 Ｗ2 　　　 下水     2.7km (  60, 200)

大垣市 47,800 198 長方形 北　　      6m 水道

開発町３丁目１７番３    1:2   市道　　　 １低専

 　   -  9 Ｗ2 　　　 下水     3.8km (  50,  80)

大垣市 58,200 175 長方形 北　　      5m 水道

中川町２丁目５４番    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

 　   - 10 Ｗ2 　　　 下水     2.4km (  60, 200)

大垣市 49,800 167 長方形 北　　    4.3m 水道

＊ 笠木町字吉海道３２０番２    1:2   市道　　　 １中専

 　   - 11 Ｗ2 　　　 下水     3.3km (  60, 200)

大垣市 41,600 204 長方形 北　　      6m 水道

赤坂町字堂ノ前６０４７番１    1:2   市道　　　 １住居

 　   - 12 Ｗ2 　　　 下水     5.4km (  60, 200)

大垣市 55,900 271 北　　      4m 水道

万石３丁目５２番２    1:1   市道　　　 １住居

 　   - 13 ＬＳ2 　　　 下水     3.8km (  60, 200)

大垣市 48,500 177 長方形 北　　      4m 水道

島里２丁目１０５番４    1:1.2 市道　　　 １住居

 　   - 14 Ｗ2 　　　 下水     5.4km (  60, 200)

大垣市 57,800 155 長方形 北　　    5.8m 水道

新田町４丁目３９番２    1:2   市道　　　 ガス 準工

 　   - 15 Ｗ2 　　　 下水     3.2km (  60, 200)

大垣市 43,500 179 長方形 北　　      6m 水道

綾野５丁目１２５番２６    1:1.5 市道　　　 １低専

 　   - 16 Ｓ2 　　　 下水     5.6km (  60, 100)

大垣市 24,000 425 台形 西　　    5.5m 水道 「調区」

深池町字村内９７５番２    2:1   市道　　　

 　   - 17 Ｓ2 　　　     5.8km (  60, 200)

大垣市 53,100 228 長方形 北　　    4.5m 水道

三津屋町１丁目５７番５    1:1.5 市道　　　 １中専

 　   - 18 Ｗ2 　　　 下水       3km (  60, 200)

大垣市 66,600 184 東　　    5.7m 水道

新長沢町５丁目１７番２    1:1   市道　　　 ガス １住居

 　   - 19 ＬＳ2 　　　 下水     2.8km (  60, 200)

大垣市 43,300 213 台形 北東　    5.1m 水道

墨俣町墨俣字上流７５５番    1:3.5 市道　　　 １住居

 　   - 20 Ｗ2 　　　 下水     4.6km (  60, 200)

大垣市 43,200 187 長方形 西　　      6m 水道

古知丸２丁目３８番    1:1.2 市道　　　 １低専

 　   - 21 ＬＳ2 　　　 下水     5.2km (  60, 100)

大垣市 57,300 252 長方形 北　　      6m 水道

熊野町４丁目８７番    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

 　   - 22 Ｗ2 　　　 下水     3.9km (  60, 200)

大垣市 49,500 153 長方形 北　　    4.1m 水道

静里町字宮前６８５番６    1:1.5 市道　　　 １住居

 　   - 23 Ｗ2 　　　 下水     3.9km (  60, 200)

大垣市 54,800 199 長方形 北　　      4m 水道

木戸町字北浦１２０２番１外    1:2   市道　　　 ガス １中専

 　   - 24 ＬＳ2 　　　 下水       2km (  60, 200)

大垣市 46,400 264 長方形 東　　    4.8m 水道

割田１丁目１００番３    1:1.2 市道　　　 １中専

 　   - 25 Ｗ1 　　　 下水     4.5km (  60, 200)

大垣市 134,000 92 長方形 東　　     36m 水道

高屋町１丁目５３番    1:3   県道　　　 ガス 商業 防火

 　  5-  1 Ｓ4 　　　 下水     400m (  80, 600)

大垣市 92,000 199 長方形 東　　     20m 水道

室町２丁目６７番    1:3   県道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  2 Ｓ2 　　　 下水     900m (  80, 400)

店舗兼住宅 中層ビル、小売店舗が建
ち並ぶ駅前の商業地域

大垣

店舗兼住宅 中小規模の店舗、住宅が
混在する商業地域

大垣

住宅 一般住宅が建ち並ぶ中、
農地も残る住宅地域

大垣

住宅 中規模一般住宅のほか農
地も見られる住宅地域

大垣

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する新興住宅地域

大垣

住宅 一般住宅が多く農地等も
見られる郊外の住宅地域

大垣

住宅 一般住宅を中心に未利用
地も残る住宅地域

穂積

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

大垣

住宅 中規模一般住宅の他ア
パートも見られる住宅地
域

大垣

住宅 一般住宅を中心にアパー
ト等が混在する住宅地域

大垣

住宅 一般住宅が多い区画整然
とした住宅地域

大垣

住宅 中規模農家住宅が多く集
まる住宅地域

大垣

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ幹
線道路背後の住宅地域

大垣

住宅 一般住宅のほか事業所等
も混在する住宅地域

大垣

住宅 一般住宅の中に農地も残
る郊外の新興住宅地域

大垣

住宅 一般住宅を中心にアパー
ト等が混在する住宅地域

大垣

住宅 住宅、アパート、営業所
等が混在する住宅地域

大垣

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等も見られる住宅地域

大垣

住宅 中規模一般住宅とアパー
ト等が見られる住宅地域

大垣

住宅 一般住宅の中に農地も見
られる新興の住宅地域

大垣

住宅 中小規模の住宅、営業所
等が混在する住宅地域

大垣

住宅 一般住宅、農家住宅の周
囲に農地も多い住宅地域

大垣

住宅 一般住宅の中に営業所等
が見られる既成住宅地域

大垣

住宅 一般住宅を中心にアパー
トも見られる住宅地域

大垣

住宅 一般住宅のほか共同住宅
も混在する住宅地域

大垣

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

大垣

工場兼住宅 中小工場、一般住宅等が
混在する工業地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか駐車場等
も見られる既成住宅地域

大垣

事務所兼倉
庫

倉庫、営業所、工場、住
宅等が混在する工業地域

岐阜

工場 県道沿いに中小工場、倉
庫等が建ち並ぶ工業地域

西岐阜

工場 工場周辺に一般住宅、店
舗等が混在する工業地域

柳津

工場 大小工場のほか住宅も混
在する工業地域

岐阜
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)(9)標準地に
ついての水
道，ガス供給
施設及び下水
道の整備の状

標準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

標準地に係る都市
計画法その他法令
の制限で主要なも
の

標準地の利
用の現況

標準地の周辺の土地の利
用の現況

標準地の前面道
路の状況

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

標準地の
地積

内私道分
(㎡)

標準地の
形状

大垣市 93,900 149 長方形 北　　     20m 水道

伝馬町８１番    1:4.5 県道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  3 Ｓ4 　　　 下水     800m (  80, 400)

大垣市 92,700 282 長方形 西　　   10.5m 水道

本町１丁目５３番外    1:3   市道　　　 ガス 商業 防火

 　  5-  4 Ｓ3 　　　 下水     650m (  80, 500)

大垣市 87,900 585 長方形 南　　     22m 水道

南頬町４丁目１２番外  1.2:1   県道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  5 Ｓ3 　　　 下水     1.8km (  80, 400)

大垣市 56,800 358 長方形 北　　   12.5m 水道

荒川町字森元４６６番３  1.2:1   県道　　　 準工

 　  5-  6 Ｓ2 　　　背面道 下水       5km (  60, 200)

大垣市 78,500 1581 長方形 北　　     36m 水道

八島町字東菰田８４番    1:2   国道　　　 準住居

 　  5-  7 Ｓ2 　　　 下水     1.7km (  60, 200)

大垣市 81,800 1466 長方形 東　　     22m 水道

築捨町５丁目１１５番外    1:2   国道　　　 準工

 　  5-  8 Ｓ1 　　　背面道 下水     4.5km (  60, 200)

大垣市 120,000 421 長方形 南　　     25m 水道

＊ 高屋町３丁目１５番外    1:1.5 市道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  9 ＲＣ4 　　　 下水     300m (  80, 500)

大垣市 73,200 380 長方形 北　　     13m 水道

上面４丁目３番    1:1.5 県道　　　 準工

 　  5- 10 Ｓ1 　　　 下水     3.2km (  60, 200)

大垣市 27,900 4662 台形 北　　      8m 水道

横曽根４丁目１６番外  1.2:1   市道　　　 工業

 　  9-  1 　　　三方路 下水       8km (  60, 200)

大垣市 23,900 48092 不整形 東　　      8m 水道

河間町２丁目５番外    2:1   市道　　　 ガス 工業

 　  9-  2 北　　側道 下水       3km (  60, 200)

高山 高山市 60,500 208 長方形 北　　      4m 水道 （都）

森下町１丁目３２６番１    1:1.2 市道　　　 １中専

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水       2km (  60, 200)

高山市 91,200 149 長方形 南　　      6m 水道 （都）

岡本町１丁目２４０番１０    1:2   市道　　　 ２住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     820m (  60, 200)

高山市 66,700 174 長方形 南　　      6m 水道 （都）

桐生町４丁目２０２番    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     1.6km (  60, 200)

高山市 38,700 271 長方形 西　　    4.6m 水道 （都）

新宮町３４７５番８    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     3.9km (  60, 200)

高山市 53,400 202 長方形 東　　      6m 水道 （都）

中山町７１３番    1:2   市道　　　 １低専

 　   -  5 Ｗ2 　　　 下水     2.9km (  60, 100)

高山市 289,000 98 長方形 南　　     18m 水道 （都）

下三之町１番８外    1:2   国道　　　 商業 防火

 　  5-  1 Ｓ5 　　　 下水     800m (  80, 400)

高山市 228,000 169 長方形 西　　   14.9m 水道 （都）

花里町６丁目３５番    1:2   県道　　　 商業 防火

 　  5-  2 Ｓ3 　　　 下水      70m (  80, 400)

高山市 75,000 1506 不整形 北　　     13m 水道 （都）

三福寺町２４７番１外  1.2:1   市道　　　 準住居

 　  5-  3 Ｗ2 　　　 下水     2.5km (  60, 200)

多治見 多治見市 36,000 158 長方形 北　　    4.3m 水道

陶元町６５番５    1:1.5 市道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.9km (  60, 200)

多治見市 54,000 203 西　　      6m 水道

宝町３丁目１７８番３    1:1.5 市道　　　 ２住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.7km (  60, 200)

多治見市 35,700 197 北西　      6m 水道

幸町５丁目１番５１    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     850m (  60, 200)

多治見市 23,000 399 長方形 北　　    7.8m 水道

市之倉町９丁目１９８番３外    1:1.2 市道　　　 準工

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     2.6km (  60, 200)

多治見市 49,300 254 長方形 北　　      5m 水道

金岡町３丁目３４番１  1.5:1   市道　　　 １住居

 　   -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

多治見市 68,500 252 長方形 南東　    5.4m 水道

＊ 音羽町１丁目１６番４    1:1.2 市道　　　 商業

 　   -  6 Ｗ2 　　　 下水     500m (  80, 400)

多治見市 25,300 190 長方形 北　　    4.7m 水道 「調区」

根本町６丁目８１番    1:2   市道　　　

 　   -  7 Ｗ2 西　　側道 下水     950m (  60, 200)

多治見市 19,600 316 北　　      4m 水道 「調区」

山吹町２丁目５番３    1:1   市道　　　

 　   -  8 Ｗ1 　　　       4km (  60, 200)

多治見市 28,800 185 北　　      6m 水道

北丘町７丁目６番６６    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

 　   -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.7km (  50,  80)

多治見市 31,600 206 長方形 北　　      6m 水道

脇之島町７丁目４３番２０    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

 　   - 10 Ｗ2 　　　 下水     4.9km (  50,  80)

多治見市 58,000 207 北　　    5.5m 水道

大正町１丁目１５番    1:1.5 市道　　　 ガス 商業

 　   - 11 ＬＳ2 　　　 下水     870m (  80, 400)

多治見市 25,100 377 台形 南東　    5.5m 水道

笠原町字上神戸３１６７番外    1:1.2 市道　　　 １住居

 　   - 12 Ｗ1 　　　 下水     5.8km (  60, 200)

多治見市 27,500 345 台形 北西　    4.2m 水道

小泉町４丁目１３５番１  1.2:1   市道　　　 １住居

 　   - 13 Ｗ2 　　　 下水     640m (  60, 200)

多治見市 46,200 170 長方形 北　　      6m 水道

三笠町４丁目２２番３外  1.2:1   市道　　　 １住居

 　   - 14 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)

住宅 中規模一般住宅の多く見
られる既成住宅地域

小泉

住宅 一般住宅のほか店舗等も
点在する既成住宅地域

多治見

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が建ち並ぶ住宅地域

多治見

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ公
共施設に近い住宅地域

多治見

住宅 中規模の一般住宅が多い
閑静な住宅地域

根本

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静
な住宅地域

多治見

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

根本

住宅 一般住宅のほか、農家、
工場も混在する住宅地域

多治見

住宅 一般住宅が建ち並ぶほか
空地も見られる住宅地域

多治見

住宅 一般住宅、マンション等
が見られる住宅地域

多治見

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

小泉

住宅 一般住宅のほか空地、倉
庫等が見られる住宅地域

古虎渓

住宅 中規模一般住宅を主体と
する住宅地域

多治見

住宅 住宅、アパート、事務所
等が混在する住宅地域

多治見

店舗兼住宅 中低層の店舗ビルが建ち
並ぶ商業地域

高山

店舗 中規模の店舗等が増えつ
つある路線商業地域

高山

住宅 住宅等が建ちつつある区
画整然とした住宅地域

高山

店舗兼住宅 中低層の店舗ビル等が建
ち並ぶ商業地域

高山

住宅 一般住宅、店舗、事務所
等が混在する住宅地域

高山

住宅 一般住宅のほかに農地も
見られる住宅地域

高山

住宅 中規模一般住宅の多い既
成住宅地域

高山

住宅 中小規模一般住宅の多い
既成住宅地域

高山

工場 中小工場、営業所等が建
ち並ぶ工業地域

大垣

工場 大規模工場と事務所等が
混在する工業地域

大垣

事務所 中層ビル、店舗等の多い
商業地域

大垣

店舗 店舗、住宅等が混在する
路線商業地域

大垣

店舗兼倉庫 小売店舗、飲食店、営業
所等が多い路線商業地域

大垣

店舗 各種飲食、小売店舗、営
業所が並ぶ路線商業地域

大垣

店舗兼事務
所

店舗、医院、住宅等が混
在する路線商業地域

大垣

事務所 事務所、店舗併用住宅等
が建ち並ぶ路線商業地域

大垣

店舗兼住宅 店舗兼住宅、一般住宅等
が混在する商業地域

大垣

店舗、住宅
兼倉庫

中層ビル、小売店舗が建
ち並ぶ熟成した商業地域

大垣
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多治見市 35,200 266 西　　      6m 水道

＊ 明和町４丁目５番４５１    1:1   市道　　　 ガス ２低専

 　   - 15 Ｗ2 　　　 下水     4.3km (  60, 150)

多治見市 112,000 623 台形 東　　     20m 水道

栄町１丁目５番外  1.5:1   県道　　　 ガス 商業 防火

 　  5-  1 ＳＲＣ9F1B 南　　側道 下水     250m (  80, 400)

多治見市 64,400 131 ほぼ正方形 東　　     14m 水道

宮前町１丁目８８番１外    1:1   県道　　　 商業 準防

 　  5-  2 ＲＣ3 　　　 下水     750m (  80, 400)

多治見市 50,300 374 北東　   13.5m 水道

京町１丁目１６０番    1:2   県道　　　 準住居

 　  5-  3 Ｓ2 　　　背面道 下水     1.1km (  60, 200)

多治見市 73,300 582 長方形 東　　     17m 水道

宝町１１丁目３８番１    1:3   県道　　　 準工

 　  5-  4 Ｗ1 　　　背面道 下水     990m (  60, 200)

多治見市 28,600 3305 長方形 南西　     10m 水道

旭ケ丘１０丁目６番７４  1.5:1   市道　　　 準工

 　  9-  1 Ｓ2 　　　背面道 下水     4.6km (  60, 200)

関 関市 43,400 310 長方形 南　　      6m 水道 （都）

豊岡町１丁目２３番    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  1 「豊岡町１－１－３１」 Ｗ2 　　　 下水     200m (  60, 200)

関市 47,200 161 長方形 南　　      6m 水道 （都）

西福野町２丁目１８番    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  2 「西福野町２－４－１７」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

関市 34,100 297 北　　    5.8m 水道 （都）

巾３丁目８４番２    1:1   市道　　　 １中専

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     3.3km (  60, 200)

関市 43,600 243 長方形 北東　      7m 水道 （都）

西本郷通５丁目７４番    1:1.5 市道　　　 １住居

 　   -  4 「西本郷通５－４－１７」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

関市 40,100 187 長方形 北　　      6m 水道 （都）

鋳物師屋５丁目１２６番    1:1.5 市道　　　 ２中専

 　   -  5 「鋳物師屋５－８－３１」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

関市 20,100 197 長方形 北　　      7m 水道 （都）

武芸川町八幡字松葉３６６番１    1:2   市道　　　

 　   -  6 Ｗ2 　　　 下水      20km (  60, 200)

関市 47,200 218 長方形 東　　     15m 水道 （都）

弥生町３丁目８７番    1:1.5 市道　　　 近商 準防

 　  5-  1 「弥生町３－４－１４」 Ｓ3 　　　 下水     400m (  80, 300)

関市 29,700 530 台形 北東　   11.5m 水道 （都）

武芸川町高野字水押４２３番７    1:1.5 国道　　　

 　  5-  2 Ｓ2 北西　側道 下水      19km (  60, 200)

中津川 中津川市 37,800 194 長方形 北西　      6m 水道 （都）

昭和町２２３６番１６    1:2.5 市道　　　 ２中専 準防

 　   -  1 「昭和町４－３１」 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

中津川市 25,200 228 長方形 南東　      4m 水道 （都）

駒場字上宿道下１０３番    1:1.5 市道　　　 １中専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     2.8km (  60, 200)

中津川市 26,900 274 台形 北　　      5m 水道 （都）

駒場字大平１５６１番３３外  1.5:1   市道　　　 １低専

 　   -  3 ＬＳ2 　　　 下水       2km (  60, 100)

中津川市 54,600 348 台形 北　　     16m 水道 （都）

中津川字上金１１２８番１４外    1:1   県道　　　 準住居

 　  5-  1 Ｗ2 　　　 下水     650m (  60, 200)

中津川市 70,300 262 不整形 南西　     21m 水道 （都）

太田町２丁目３５１番１６    1:3   県道　　　 商業 防火

 　  5-  2 「太田町２－２－３２」 ＲＣ6 　　　背面道 下水     130m (  80, 400)

美濃 美濃市 33,900 256 長方形 南西　      4m 水道 （都）

字千畝２７１４番２５    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水       1km (  60, 200)

美濃市 38,700 231 長方形 南　　      6m 水道 （都）

松栄町２丁目１２番    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     900m (  60, 200)

美濃市 19,500 206 台形 南　　    4.5m 水道 （都）

大字大矢田字喪山１２４６番１外  1.2:1   市道　　　 １住居

 　   -  3 Ｗ1 西　　側道 下水     4.5km (  60, 200)

美濃市 41,000 595 台形 東　　   13.5m 水道 （都）

字段１１５番２外  1.2:1   国道　　　 近商

 　  5-  1 Ｗ1 　　　背面道 下水     1.1km (  80, 200)

瑞浪 瑞浪市 39,900 254 西　　    6.5m 水道 （都）

一色町１丁目８７番    1:2.5 市道　　　 ２中専

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)

瑞浪市 28,400 297 台形 東　　    6.5m 水道 （都）

土岐町字下市場３１０番７    1:1   市道　　　 １低専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     900m (  60, 100)

瑞浪市 32,600 319 南西　      6m 水道 （都）

西小田町４丁目３２番    1:1   市道　　　 １住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     2.6km (  60, 200)

瑞浪市 64,500 132 北　　     12m 水道 （都）

寺河戸町字佃１１３６番１５外    1:4   県道　　　 商業 防火

 　  5-  1 Ｓ3 　　　 下水     150m (  80, 500)

瑞浪市 48,300 362 南西　     20m 水道 （都）

土岐町字縦筬５８番９    1:1.2 市道　　　 近商 準防

 　  5-  2 ＬＳ2 　　　 下水     550m (  80, 300)

羽島 羽島市 42,800 245 長方形 北東　      6m 水道

舟橋町宮北８丁目２０番    1:2   市道　　　 ガス ２住居 準防

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     700m (  60, 300)

羽島市 48,300 182 長方形 北　　      8m 水道

竹鼻町丸の内６丁目１４０番１    1:2   市道　　　 ガス ２住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

羽島市 31,700 231 北　　      8m 水道

堀津町須賀中８１番    1:1   市道　　　 １中専

 　   -  3 Ｗ2 　　　     1.9km (  60, 200)

羽島市 43,500 347 長方形 東　　    5.5m 水道

竹鼻町字梅ケ枝町４３４番    1:2   市道　　　 ガス １住居

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     350m (  60, 200)

住宅 一般住宅等が散在する区
画整然とした住宅地域

新羽島

住宅 中規模一般住宅が多く農
地等も介在する住宅地域

羽島市役所前

住宅 中規模一般住宅が散在す
る区画整理後の住宅地域

新羽島

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

羽島市役所前

店舗兼住宅 中低層の店舗ビル等が建
ち並ぶ中心的商業地域

瑞浪

店舗兼住宅 低層店舗、事務所、住宅
が混在する近隣商業地域

瑞浪

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

瑞浪

住宅 住宅、アパートが混在す
る区画整理後の住宅地域

瑞浪

店舗 店舗、営業所等が建ち並
ぶ路線商業地域

美濃市

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

瑞浪

住宅 農地の中に一般住宅等が
散在する新興の住宅地域

松森

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

松森

店舗兼住宅 店舗、事務所ビルが建ち
並ぶ駅前商業地域

中津川

住宅 一般住宅のほか事業所等
も見られる住宅地域

美濃市

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

中津川

店舗兼住宅 低層店舗等が増えつつあ
る路線商業地域

中津川

住宅 小規模一般住宅も建ち並
ぶ既成住宅地域

中津川

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

中津川

店舗兼住宅 店舗、事務所のほか一般
住宅も混在する商業地域

関口

診療所兼住
宅

農地の中に店舗等が見ら
れる路線商業地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

関口

住宅 一般住宅のほかに店舗等
が混在する住宅地域

岐阜

住宅 一般住宅のほか農地が多
く見られる新興住宅地域

関

住宅 一般住宅の中に共同住宅
も見られる住宅地域

関

住宅 一般住宅のほか小工場も
散見される住宅地域

関口

住宅 一般住宅のほかアパート
等が見られる住宅地域

関

店舗兼事務
所

店舗、事務所の他、共同
住宅も見られる商業地域

小泉

事務所兼倉
庫

倉庫、配送センター等が
建ち並ぶ工業団地

多治見

事務所 小売店舗、事務所等の建
ち並ぶ商業地域

多治見

店舗 事務所、店舗等の多い路
線商業地域

多治見

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静
な住宅地域

多治見

店舗兼事務
所

中層ビル、小売店舗の建
ち並ぶ駅前商業地域

多治見
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羽島市 38,500 317 長方形 北　　      4m 水道

江吉良町字東川原１０５０番    1:2.5 市道　　　 ガス １住居

 　   -  5 ＬＳ2 　　　 下水       1km (  60, 200)

羽島市 39,600 231 長方形 南　　    4.5m 水道

正木町須賀字中畑１８４７番２    1:3   市道　　　 １中専

 　   -  6 Ｗ2 　　　     500m (  60, 200)

羽島市 45,200 247 長方形 南　　      8m 水道

＊ 小熊町島２丁目６９番    1:2   市道　　　 １中専

 　   -  7 Ｗ2 　　　     1.2km (  60, 200)

羽島市 40,100 198 長方形 北　　    6.4m 水道

竹鼻町狐穴字東百石町３４４１番１    1:2   市道　　　 ガス 準工

 　   -  8 Ｗ2 　　　 下水     650m (  60, 200)

羽島市 37,500 181 台形 北　　      5m 水道

江吉良町字中郷中７６０番    1:1.2 市道　　　 ガス 準工

 　   -  9 Ｗ2 　　　 下水     300m (  60, 200)

羽島市 29,100 181 長方形 南　　    4.5m 水道 「調区」

正木町大浦字堤外１４３７番２    1:2   市道　　　

 　   - 10 Ｗ2 　　　     1.8km (  60, 200)

羽島市 17,700 654 不整形 南　　      4m 水道 「調区」

桑原町八神字与吉３１１１番    1:3   市道　　　

 　   - 11 Ｗ2 　　　     6.2km (  60, 200)

羽島市 43,900 331 長方形 北東　     22m 水道

舟橋町出須賀２丁目５番    1:3   県道　　　 近商 準防

 　  5-  1 Ｗ1 　　　 下水     600m (  80, 200)

羽島市 39,900 400 長方形 東　　    6.5m 水道

竹鼻町字中町２７４２番    1:6   市道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  2 Ｓ2 　　　 下水     450m (  80, 400)

羽島市 66,500 1767 長方形 北西　     50m 水道

福寿町浅平１丁目３０番外  1.5:1   県道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  3 Ｓ11 　　　 下水     450m (  80, 400)

羽島市 53,200 886 長方形 北　　     22m 水道

＊ 福寿町浅平２丁目１８番外  1.2:1   県道　　　 商業 準防

 　  5-  4 ＲＣ3 　　　 下水     600m (  80, 400)

羽島市 45,400 1626 長方形 東　　     22m 水道

竹鼻町狐穴字小堤１１４１番１外    1:1.2 県道　　　 準住居

 　  5-  5 Ｓ3 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

羽島市 53,400 687 南　　     22m 水道

江吉良町字柳原８番２外    1:1   県道　　　 ガス 準工

 　  5-  6 Ｓ2 　　　 下水     650m (  60, 200)

羽島市 35,900 6613 長方形 東　　     10m 水道

堀津町横手２丁目６９番    1:3   市道　　　 準工

 　  9-  1 　　　四方路     1.7km (  60, 200)

恵那 恵那市 38,300 267 長方形 北東　      4m 水道 （都）

大井町字御所前７５６番４外  1.5:1   市道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     700m (  60, 200)

恵那市 21,800 214 長方形 南　　      4m 水道 （都）

長島町中野字家久後１１７０番３２４  1.2:1   　　　　　 １低専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.8km (  50,  80)

恵那市 22,700 165 長方形 北東　      5m 水道 （都）

大井町字南関戸２０４２番３２    1:1.2 市道　　　 １低専

 　   -  3 Ｗ1 　　　 下水     1.8km (  50,  80)

恵那市 69,800 256 長方形 北東　     15m 水道 （都）

大井町字神ノ木２９３番１２    1:2   県道　　　 商業 防火

 　  5-  1 Ｓ3F1B 　　　 下水     160m (  80, 400)

恵那市 74,500 2196 不整形 北西　     12m 水道 （都）

長島町中野３丁目２番１外  2.5:1   市道　　　 ２住居

 　  5-  2 Ｓ1 　　　三方路 下水       1km (  60, 200)

美濃加茂 美濃加茂市 46,300 329 長方形 北　　      5m 水道 （都）

太田町字蔵ノ内２８３１番１    1:1.2 市道　　　 ２住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     850m (  60, 200)

美濃加茂市 36,700 291 西　　    4.6m 水道 （都）

本郷町６丁目字新屋敷１３４７番１３    1:1   市道　　　 １住居

 　   -  2 「本郷町６－４－２６」 Ｗ2 　　　 下水     1.4km (  60, 200)

美濃加茂市 40,600 237 東　　    4.5m 水道 （都）

本郷町１丁目字若林２番４３９  1.5:1   市道　　　 １住居

 　   -  3 「本郷町１－９－２４」 Ｗ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

美濃加茂市 54,500 106 西　　     15m 水道 （都）

太田町字新屋敷２６８９番４８    1:3.5 県道　　　 商業 準防

 　  5-  1 Ｓ3 　　　 下水     250m (  80, 400)

美濃加茂市 40,500 453 北　　     13m 水道 （都）

本郷町７丁目１６５番１    1:1.2 市道　　　

 　  5-  2 「本郷町７－１４－１２」 Ｗ2 　　　 下水     700m (  60, 200)

土岐 土岐市 46,000 155 ほぼ長方形 北西　      8m 水道 （都）

泉町大富字主税町２３７番１０    1:1.5 市道　　　 ２住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     900m (  60, 200)

土岐市 29,200 330 長方形 南東　      6m 水道 （都）

妻木平成町６丁目１１番    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     6.1km (  60, 200)

土岐市 51,300 247 長方形 北西　      7m 水道 （都）

泉島田町２丁目８番    1:2   市道　　　 ２住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     750m (  60, 200)

土岐市 63,400 1066 長方形 北西　     23m 水道 （都）

泉岩畑町１丁目２２番外    1:1.5 国道　　　 近商 準防

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

土岐市 49,400 367 台形 南東　    7.5m 水道 （都）

土岐津町土岐口字茶屋２１５４番１５外  1.5:1   県道　　　 近商 準防

 　  5-  2 Ｓ2 　　　 下水     750m (  80, 300)

各務原 各務原市 28,800 359 長方形 北　　    4.5m 水道 「調区」

各務東町６丁目４５番４    1:1.2 市道　　　

 　   -  1 Ｗ2 　　　     2.4km (  60, 200)

各務原市 52,500 171 北　　      5m 水道

那加前洞新町５丁目５１番５    1:1   市道　　　 ガス １住居

 　   -  2 ＬＳ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

各務原市 63,600 138 北　　      5m 水道

那加大東町２番１２    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     550m (  60, 200)

住宅 一般住宅のほか農地も多
く見られる住宅地域

那加

住宅 一般住宅のほか店舗等も
見られる住宅地域

各務原市役所前

店舗兼作業
所

店舗、事務所等が混在す
る既成商業地域

土岐市

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する住宅地域

苧ヶ瀬

住宅 一般住宅のほか共同住宅
等も見られる住宅地域

土岐市

店舗 店舗、事務所等が集まる
路線商業地域

土岐市

住宅 住宅の多い駅等に近い区
画整理済の住宅地域

土岐市

住宅 一般住宅と農地が混在す
る区画整理済の住宅地域

土岐市

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅前
商業地域

美濃太田

店舗兼住宅 店舗、事務所等が混在す
る未熟成な路線商業地域

古井

住宅 一般住宅のほか農地等も
見られる新興住宅地域

古井

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

古井

店舗 低層の中規模店舗等が増
えつつある新興商業地域

恵那

住宅 一般住宅の中に事務所等
も見られる既成住宅地域

美濃太田

住宅 住宅のほか農地も見られ
る小学校に近い住宅地域

恵那

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅前
の既成商業地域

恵那

住宅 住宅の中に店舗も見られ
る駅に近い既成住宅地域

恵那

住宅 住宅が多い恵那インター
に近い丘陵地の住宅地域

恵那

事務所兼住
宅

店舗、営業所のほか住宅
も見られる路線商業地域

羽島市役所前

工場 中小規模の工場のほか住
宅も見られる工業地域

岐阜羽島

店舗兼住宅 店舗、営業所のほか農地
も見られる路線商業地域

岐阜羽島

店舗、工場
兼事務所等

店舗、営業所、医院等が
建ち並ぶ路線商業地域

竹鼻

店舗兼住宅 各種小売店舗が建ち並ぶ
既成商業地域

羽島市役所前

事務所 店舗、事務所を主として
空地も残る駅前商業地域

岐阜羽島

住宅 農家住宅が建ち並ぶ古く
からの住宅地域

江吉良

店舗 低層店舗、共同住宅等が
混在する路線商業地域

岐阜羽島

住宅 中規模一般住宅等が散在
し農地も多い住宅地域

江吉良

住宅 一般住宅等が散在する市
街地に近い住宅地域

不破一色

住宅 一般住宅のほかアパート
等も見られる住宅地域

竹鼻

住宅 一般住宅を中心に駐車場
等も介在する住宅地域

竹鼻

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

江吉良

住宅 中規模一般住宅等が多く
農地も見られる住宅地域

不破一色
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各務原市 66,400 165 長方形 東　　      6m 水道

那加信長町２丁目３９番２    1:2   市道　　　 ガス １住居

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     900m (  60, 200)

各務原市 68,800 317 長方形 東　　      6m 水道

＊ 蘇原沢上町２丁目６１番２    1:1.5 市道　　　 ガス １中専

 　   -  5 Ｗ2 　　　 下水     600m (  60, 200)

各務原市 45,100 345 ほぼ長方形 南　　    5.5m 水道

鵜沼小伊木町１丁目５４番    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  6 Ｗ2 　　　 下水       1km (  60, 200)

各務原市 29,900 330 長方形 東　　    4.1m 水道

川島笠田町字村中１７４番４    1:1.5 市道　　　 １住居

 　   -  7 ＬＳ2 　　　 下水     5.4km (  60, 200)

各務原市 54,000 190 北　　    6.7m 水道

蘇原野口町５丁目３番２    1:1   市道　　　 ガス １中専

 　   -  8 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)

各務原市 56,300 206 長方形 北　　      5m 水道

鵜沼各務原町９丁目１２１番    1:1.2 市道　　　 ガス １住居

 　   -  9 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

各務原市 65,600 326 南東　      6m 水道

鵜沼東町７丁目２１番    1:1   市道　　　 ガス ２低専

 　   - 10 Ｗ2 　　　 下水     600m (  50,  80)

各務原市 36,600 644 台形 西　　      6m 水道 「調区」

蘇原大島町７丁目１３９番  1.5:1   市道　　　

 　   - 11 Ｗ2 　　　背面道     2.6km (  60, 200)

各務原市 55,700 210 西　　    4.5m 水道

鵜沼三ツ池町３丁目３９６番２    1:1   市道　　　 ガス ２住居

 　   - 12 Ｗ2 　　　 下水     500m (  60, 200)

各務原市 61,700 167 北　　    5.8m 水道

那加不動丘２丁目１６３番    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

 　   - 13 Ｗ2 　　　 下水     800m (  60, 200)

各務原市 52,400 201 東　　      5m 水道

つつじが丘５丁目１０番    1:1.2 市道　　　 ガス １低専

 　   - 14 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  50,  80)

各務原市 60,000 187 北　　    5.7m 水道

那加日吉町２丁目６１番１    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

 　   - 15 ＬＳ2 　　　 下水     600m (  60, 200)

各務原市 38,500 201 北西　     10m 水道

川島小網町字少林寺前河原２１５２番３  1.2:1   市道　　　 ガス １中専

 　   - 16 Ｗ2 　　　 下水     4.9km (  60, 200)

各務原市 80,200 330 北　　     15m 水道

＊ 那加住吉町２丁目２番２    1:1.2 市道　　　 ガス 近商

 　  5-  1 ＲＣ2 　　　 下水     500m (  80, 200)

各務原市 71,000 257 西　　     11m 水道

蘇原柿沢町２丁目４５番３外    1:2.5 市道　　　 ガス 近商

 　  5-  2 ＲＣ3 　　　 下水     600m (  80, 200)

各務原市 65,000 208 長方形 東　　   10.5m 水道

鵜沼各務原町３丁目１４２番    1:1.2 市道　　　 ガス 近商

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

各務原市 69,800 832 長方形 北　　     16m 水道

那加前野町４丁目１２８番２    1:1.5 市道　　　 準住居

 　  5-  4 Ｓ2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)

各務原市 64,000 2720 長方形 西　　    7.5m 水道

蘇原花園町２丁目２９番１外    2:1   市道　　　 近商

 　  5-  5 Ｓ1 　　　 下水     1.4km (  80, 200)

各務原市 30,200 10132 長方形 北　　     13m 水道

上戸町７丁目１番５    2:1   市道　　　 ガス 工専

 　  9-  1 西　　側道     1.6km (  60, 200)

可児 可児市 48,100 200 長方形 西　　      6m 水道 （都）

広見５丁目５８番１    1:1.5 市道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水       1km (  60, 200)

可児市 31,200 234 北　　      6m 水道 （都）

土田字溝尻２５５５番３    1:1.2 市道　　　 １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)

可児市 33,900 198 北　　      5m 水道 （都）

若葉台４丁目１５２番    1:1.5 市道　　　 ガス １低専

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     850m (  50,  80)

可児市 34,800 174 北　　      6m 水道 （都）

中恵土字ハサマ２２４７番９  1.5:1   　　　　　 １住居

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

可児市 19,900 198 北西　      5m 水道 （都）

松伏２丁目１１２番１    1:1.5 市道　　　 １低専

 　   -  5 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  50,  80)

可児市 29,700 198 北　　      5m 水道 （都）

広眺ケ丘２丁目５５番外    1:2   市道　　　 ガス １低専

 　   -  6 Ｗ2 　　　 下水     1.6km (  50,  80)

可児市 69,900 1227 ほぼ長方形 西　　     12m 水道 （都）

広見５丁目７６番外    1:1.5 県道　　　 商業 準防

 　  5-  1 ＲＣ3 　　　三方路 下水     850m (  80, 400)

可児市 59,000 1157 北　　     17m 水道 （都）

帷子新町２丁目５３番外    2:1   市道　　　 近商

 　  5-  2 Ｓ2 西　　側道 下水     230m (  80, 200)

可児市 51,200 2873 南　　     12m 水道 （都）

坂戸字西ノ川原７６２番    3:1   県道　　　

 　  5-  3 Ｓ1 　　　三方路 下水     1.4km (  60, 200)

山県 山県市 35,600 208 西　　      6m 水道 （都）

大字高富字京ケ洞２８６５番２１    1:1.2 市道　　　 ガス １中専

 　   -  1 ＬＳ2 　　　 下水      12km (  60, 200)

山県市 12,400 357 台形 西　　    5.2m 水道 （都）

大字大桑字東市場２８４２番２    1:1.2 市道　　　

 　   -  2 Ｗ2 南　　側道 下水      16km (  60, 200)

山県市 51,300 341 東　　     12m 水道 （都）

大字高富字和合松１１９６番２    1:2   市道　　　 ガス 近商

 　  5-  1 Ｓ2 　　　 下水      10km (  80, 200)

瑞穂 瑞穂市 64,100 195 長方形 北　　      5m 水道

只越字村前１０３０番５    1:2.5 市道　　　 ガス １住居

 　   -  1 Ｓ3 　　　     500m (  60, 200)

店舗 中小規模店舗等が多い路
線商業地域

岐阜

住宅 一般住宅、アパート、農
地等が混在する住宅地域

穂積

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静
な戸建住宅地域

岐阜

住宅 農家住宅のほか一般住宅
も見られる住宅地域

岐阜

店舗 店舗が点在する区画整理
後の駅前商業地域

西可児

店舗 大規模な小売店舗等が増
えつつある路線商業地域

可児川

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵
地の住宅地域

新可児

事務所 やや規模大の店舗、事務
所の目立つ商業地域

新可児

住宅 一般住宅が増えつつあ
る、畑も見られる住宅地
域

新可児

住宅 一般住宅が多い丘陵地の
閑静な住宅地域

姫

住宅 中規模一般住宅と農家住
宅等が混在する住宅地域

日本ライン今渡

住宅 一般住宅が建ち並ぶ開発
時期の古い住宅地域

西可児

工場 中小規模の工場が建ち並
ぶ工業地域

各務原市役所前

住宅 一般住宅のほか駐車場等
も見られる住宅地域

新可児

店舗 中規模小売店舗等が増え
つつある路線商業地域

那加

店舗 中規模店舗が集積し、農
地も見られる商業地域

各務原市役所前

店舗兼住宅 中小規模の店舗兼住宅の
建ち並ぶ商業地域

六軒

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等が多
い駅前の商業地域

名電各務原

住宅 一般住宅が多い区画整然
とした住宅地域

江南

事務所兼車
庫

中低層の金融機関、店舗
等が集まる既成商業地域

各務原市役所前

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵
地の閑静な住宅地域

鵜沼宿

住宅 一般住宅の中に診療所等
が見られる住宅地域

新加納

住宅 中規模一般住宅のほか農
地も見られる住宅地域

二十軒

住宅 一般住宅の中に共同住宅
も見られる住宅地域

各務原市役所前

住宅 住宅、アパートが混在す
る利便性の良い住宅地域

鵜沼

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅等が混在する住宅地域

各務原市役所前

住宅 一般住宅の中にアパート
等も見られる住宅地域

蘇原

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静
な住宅地域

苧ヶ瀬

住宅 中規模一般住宅が見られ
る閑静な新興住宅地域

鵜沼宿

住宅 一般住宅のほか農家住宅
も混在する住宅地域

木曽川

住宅 一般住宅、アパート、空
地が混在する住宅地域

各務原市役所前

住宅 一般住宅のほか共同住宅
等も見られる住宅地域

六軒
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瑞穂市 23,100 604 長方形 東　　    6.7m 水道 「調区」

呂久字町上１１０５番外    1:1.2 市道　　　

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     5.5km (  70, 200)

瑞穂市 44,800 204 長方形 西　　      6m 水道

古橋字土海道１５４０番７  1.5:1   市道　　　 １中専

 　   -  3 Ｗ2 　　　     4.5km (  60, 200)

瑞穂市 59,000 243 長方形 南　　      6m 水道

馬場上光町１丁目６４番    1:1.5 市道　　　 ガス １住居

 　   -  4 Ｓ2 　　　     2.5km (  60, 200)

瑞穂市 41,400 213 長方形 西　　      6m 水道

十九条字屋敷７２５番３５    1:1.5 市道　　　 １低専

 　   -  5 Ｗ2 　　　     3.2km (  50,  80)

瑞穂市 49,600 198 長方形 北　　    7.5m 水道

野田新田字河間４１５２番４    1:2   市道　　　 ガス １住居

 　   -  6 Ｗ2 　　　     2.5km (  60, 200)

瑞穂市 46,500 179 北　　      7m 水道

本田字東八束田１１１６番７    1:1   市道　　　 １低専

 　   -  7 Ｗ2 　　　     2.1km (  50,  80)

瑞穂市 54,100 264 長方形 北　　    5.5m 水道

＊ 稲里字三ノ町３３４番６    1:3   市道　　　 ガス １住居

 　   -  8 ＬＳ2 　　　     1.4km (  60, 200)

瑞穂市 69,900 360 長方形 東　　      7m 水道

別府字堤内四ノ町１１９０番    1:2   市道　　　 商業 準防

 　  5-  1 Ｓ2 　　　 下水     450m (  80, 400)

瑞穂市 72,500 440 長方形 南西　     16m 水道

馬場春雨町１丁目４８番    1:2   県道　　　 近商 準防

 　  5-  2 ＲＣ2 　　　     2.1km (  80, 200)

瑞穂市 38,500 1741 長方形 南　　    8.8m 水道

野白新田字宮上３１１番４外    1:1.2 市道　　　 工業

 　  9-  1 　　　     2.8km (  60, 200)

飛騨 飛騨市 56,500 175 長方形 北東　    4.5m 水道 （都）

古川町殿町７番２８    1:3   市道　　　 １住居

 　   -  1 「古川町殿町７－２３」 Ｗ2 　　　 下水     300m (  80, 200)

飛騨市 40,100 343 長方形 北東　    5.7m 水道 （都）

古川町幸栄町１０番２３    1:2   市道　　　 １住居

 　   -  2 「古川町幸栄町１０－３０」 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)

飛騨市 30,900 136 長方形 東　　      8m 水道 （都）

神岡町船津字大島２０４９番５    1:4   市道　　　

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水      19km (  70, 300)

本巣 本巣市 40,600 310 長方形 北　　      5m 水道 （都）

仏生寺字東仙道上７９７番１外    1:2   市道　　　 ガス １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　     900m (  60, 200)

本巣市 37,100 168 西　　      5m 水道 （都）

軽海字東畑田２０７番９    1:1   市道　　　

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水       2km (  60, 200)

本巣市 33,300 137 長方形 北　　    4.5m 水道 （都）

長屋字新開４８７番２８    1:1.2 市道　　　 ２住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　     1.5km (  60, 200)

本巣市 27,700 157 北西　      5m 水道 （都）

曽井中島字東川原４９０番７    1:1   市道　　　

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     600m (  60, 200)

本巣市 58,300 319 長方形 西　　   12.6m 水道 （都）

三橋字糸貫川通１０４４番８３    1:3   国道　　　 近商

 　  5-  1 Ｓ2 南　　側道     1.3km (  80, 200)

本巣市 26,600 24986 長方形 東　　     12m （都）

見延字糸貫川通１４３０番３外    1:1.2 国道　　　 ガス 準工

 　  9-  1 　　　四方路     900m (  60, 200)

郡上 郡上市 54,500 208 長方形 東　　    5.5m 水道 （都）

八幡町職人町７６０番１    1:6   市道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.8km (  80, 200)

郡上市 54,500 235 長方形 南東　    6.5m 水道 （都）

八幡町島谷字高砂町１４３８番８    1:3   市道　　　 １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     600m (  60, 200)

郡上市 79,800 164 長方形 西　　      7m 水道 （都）

八幡町本町８４０番１    1:3.5 市道　　　 商業

 　  5-  1 Ｗ2 　　　 下水     1.5km (  80, 400)

下呂 下呂市 35,500 228 長方形 北東　      4m 水道 （都）

小川字道添１０６５番２    2:1   市道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 北西　側道 下水     2.2km (  60, 200)

下呂市 26,800 179 長方形 東　　    4.5m 水道 （都）

森字上垣内２６１３番１    1:1.2 市道　　　 １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.4km (  60, 200)

下呂市 79,800 473 長方形 南東　    8.7m 水道 （都）

湯之島字門田８０１番２外    1:1.5 市道　　　 商業 準防

 　  5-  1 ＲＣ5 南西　側道 下水     540m (  80, 400)

海津 海津市 28,000 164 長方形 南　　    6.5m 水道 （都）

海津町高須町字武士小路３６０番３外    1:2   市道　　　

 　   -  1 Ｓ2 　　　 下水     3.1km (  70, 200)

海津市 20,300 516 長方形 南　　      6m 水道 （都）

海津町長久保字竹原１８２番    1:1.5 市道　　　

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     4.9km (  60, 200)

海津市 27,600 377 長方形 北東　    4.5m 水道 （都）

平田町今尾字北区７１０番１    1:2   市道　　　

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水      11km (  70, 200)

海津市 20,200 191 台形 西　　      5m 水道 （都）

南濃町徳田字榊野１２０番６    1:1.5 市道　　　

 　   -  4 Ｗ2 　　　     2.1km (  60, 200)

海津市 37,400 834 長方形 南　　     11m 水道 （都）

海津町馬目字西方３６３番１    1:1.2 県道　　　

 　  5-  1 Ｓ2 　　　 下水     3.2km (  60, 200)

海津市 37,900 1049 台形 南東　      9m 水道 （都）

平田町今尾字東区１０２３番３外  1.5:1   県道　　　

 　  5-  2 Ｓ2 　　　三方路 下水      11km (  70, 200)

海津市 38,700 865 長方形 東　　     22m 水道 （都）

南濃町松山字石土場１９３番１外  1.5:1   国道　　　

 　  5-  3 Ｓ1 　　　 下水     300m (  60, 200)

店舗 小売店舗、金融機関等が
建ち並ぶ商業地域

新羽島

診療所 国道沿いに店舗等が散在
する商業地域

美濃松山

住宅 農家住宅が多く県道に近
い既成住宅地域

駒野

店舗兼住宅 低層の店舗とスーパー等
が混在する路線商業地域

駒野

住宅 農家住宅のほか工場、農
地等も見られる住宅地域

石津

住宅 中規模一般住宅主体で農
地が介在する住宅地域

新羽島

店舗兼事務
所

中層の温泉旅館等が建ち
並ぶ商業地域

下呂

住宅 一般住宅のほかこども園
等も見られる住宅地域

駒野

住宅 一般住宅が多いほか事業
所等も混在する住宅地域

下呂

住宅 一般住宅等が散在する傾
斜地の住宅地域

下呂

住宅 一般住宅のほか事業所等
も混在する住宅地域

郡上八幡

店舗兼住宅 小売店舗、営業所等が建
ち並ぶ商業地域

郡上八幡

工場 国道沿いに大規模工場や
倉庫が建ち並ぶ工業地域

糸貫

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ閑
静な既成住宅地域

郡上八幡

住宅 一般住宅が多い区画整然
とした住宅地域

本巣

店舗兼住宅 中規模店舗が連たんする
国道沿いの商業地域

モレラ岐阜

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

北方真桑

住宅 一般住宅のほかに農地も
多い国道背後の住宅地域

糸貫

住宅 一般住宅が連たんする旧
来からの住宅地域

杉崎

住宅 中小規模一般住宅等のほ
か農地もある住宅地域

北方真桑

住宅 一般住宅が建ち並ぶ既成
住宅地域

飛騨古川

住宅 一般住宅と店舗が混在す
る区画整理済の住宅地域

飛騨古川

事務所 中小規模の店舗ビル、事
務所が多い路線商業地域

穂積

工場 中小規模工場、住宅等が
混在する工業地域

穂積

住宅 一般住宅等のほか農地も
見られる住宅地域

穂積

店舗兼住宅 店舗、営業所のほか一般
住宅も見られる商業地域

穂積

住宅 一般住宅のほか営業所、
農地も見られる住宅地域

穂積

住宅 一般住宅のほかに農地等
が見られる住宅地域

穂積

住宅 中規模一般住宅の散在す
る住宅地域

穂積

住宅 一般住宅のほか、共同住
宅等も介在する住宅地域

穂積

住宅 農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

穂積

住宅 中小規模の建売住宅が多
い新興住宅地域

穂積
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)(9)標準地に
ついての水
道，ガス供給
施設及び下水
道の整備の状

標準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

標準地に係る都市
計画法その他法令
の制限で主要なも
の

標準地の利
用の現況

標準地の周辺の土地の利
用の現況

標準地の前面道
路の状況

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

標準地の
地積

内私道分
(㎡)

標準地の
形状

岐南 羽島郡岐南町 62,100 221 長方形 西　　      6m 水道

みやまち４丁目１３１番外    1:3   町道　　　 ガス １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     450m (  60, 200)

羽島郡岐南町 53,000 152 長方形 南　　      6m 水道

＊ 徳田９丁目１７１番    1:1.5 町道　　　 ガス ２中専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     450m (  60, 200)

羽島郡岐南町 61,500 229 長方形 東　　    8.6m 水道

八剣北５丁目５０番１外    2:1   町道　　　 ガス １住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     950m (  60, 200)

羽島郡岐南町 86,200 1298 東　　     41m 水道

八剣１丁目６９番外    1:1.5 国道　　　 ガス 近商 準防

 　  5-  1 Ｓ3 　　　背面道 下水     1.2km (  80, 200)

羽島郡岐南町 50,800 1414 南　　      8m 水道

徳田３丁目１８５番１    1:1   町道　　　 ガス 準工

 　  9-  1 Ｓ2 東　　側道     1.4km (  60, 200)

羽島郡岐南町 43,000 779 長方形 北　　    7.5m 水道

伏屋７丁目１４２番外    2:1   町道　　　 準工

 　  9-  2 東　　側道 下水     3.5km (  60, 200)

笠松 羽島郡笠松町 54,200 328 台形 北　　      5m 水道

字二見町１１４番外    1:1.5 町道　　　 ガス １住居 準防

 　   -  1 Ｗ2 西　　側道 下水     400m (  60, 200)

羽島郡笠松町 41,000 194 長方形 北　　    4.6m 水道

米野字黍島５７７番５    1:2   町道　　　 準工

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     5.1km (  60, 200)

羽島郡笠松町 45,300 296 長方形 南　　      5m 水道

円城寺字高島６４５番    1:1.5 町道　　　 準工

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     2.3km (  60, 200)

羽島郡笠松町 60,800 337 長方形 北西　      7m 水道

字下本町１２番    1:3.5 県道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  1 Ｗ2 　　　 下水     650m (  80, 400)

養老 養老郡養老町 25,700 200 長方形 南　　      6m 水道 （都）

大坪字堀ノ内４４７番２６    1:1.2 町道　　　

 　   -  1 Ｗ2 　　　     3.3km (  60, 200)

養老郡養老町 27,900 188 長方形 北　　      4m 水道 （都）

高田字高村内６３４番７外    1:1.5 町道　　　

 　   -  2 ＬＳ2 　　　 下水     650m (  70, 200)

養老郡養老町 40,800 1175 台形 南　　     11m 水道 （都）

押越字村前１２３８番１外    1:1.2 県道　　　

 　  5-  1 ＲＣ2 　　　背面道 下水     1.2km (  70, 200)

垂井 不破郡垂井町 41,800 327 長方形 東　　      6m 水道

＊ 清水３丁目４０番    1:1.5 町道　　　 ２中専

 　   -  1 Ｗ2 　　　     900m (  60, 200)

不破郡垂井町 40,800 200 長方形 東　　      6m 水道

宮代字政所６６２番８    1:1.2 町道　　　 １中専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

不破郡垂井町 53,300 255 長方形 東　　      6m 水道

東神田３丁目３１番    1:2   町道　　　 １住居

 　   -  3 ＬＳ2 　　　 下水     400m (  60, 200)

不破郡垂井町 39,200 358 台形 南　　    4.5m 水道

字松島７１７番１外  1.2:1   町道　　　 １住居

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  60, 200)

不破郡垂井町 33,400 304 南　　      4m 水道

府中字屋敷２２６３番２    1:1   町道　　　 １住居

 　   -  5 Ｗ2 　　　       2km (  60, 200)

不破郡垂井町 17,100 617 台形 東　　      4m 水道 「調区」

岩手字新屋敷５９６番１    1:1.5 町道　　　

 　   -  6 Ｗ2 　　　     3.5km (  60, 200)

不破郡垂井町 55,300 509 長方形 南　　     13m 水道

綾戸字不破ノ初５０３番２外  2.5:1   国道　　　 準工

 　  5-  1 Ｓ2 　　　     2.5km (  60, 200)

関ケ原 不破郡関ケ原町 27,700 234 台形 北　　    3.8m 水道 （都）

大字関ケ原字尻江３２９５番外    1:2   町道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     500m (  60, 200)

不破郡関ケ原町 19,100 331 長方形 西　　    5.6m 水道 （都）

大字松尾字下矢尻２６５番４    1:2   町道　　　 １中専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.2km (  60, 200)

不破郡関ケ原町 44,300 233 長方形 南　　     15m 水道 （都）

大字関ケ原字宝有地５７７番１外    1:3   国道　　　 商業

 　  5-  1 Ｓ3 東　　側道 下水     150m (  80, 400)

神戸 安八郡神戸町 34,200 180 長方形 北西　      6m 水道

大字横井字村前５３５番１６  1.2:1   町道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     1.5km (  60, 200)

安八郡神戸町 35,800 170 長方形 北　　      6m 水道

大字神戸字昭和１４４０番１２    1:2   町道　　　 １中専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.4km (  60, 200)

安八郡神戸町 40,200 300 長方形 南　　    4.5m 水道

大字神戸字大円坊１１１７番６外    1:1.2 町道　　　 ２住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     700m (  60, 200)

安八郡神戸町 22,000 858 長方形 南　　      6m 水道 「調区」

大字八条字上石田６７１番１    1:3   町道　　　

 　   -  4 Ｗ2 　　　     1.6km (  60, 200)

安八郡神戸町 42,800 360 長方形 東　　     18m 水道

大字神戸字本町４７７番１外    1:3.5 町道　　　 商業 準防

 　  5-  1 Ｓ3 南　　側道 下水     300m (  80, 400)

輪之内 安八郡輪之内町 25,300 287 長方形 西　　    4.5m 水道 （都）

楡俣字南原５０６番１    1:1.2 町道　　　

 　   -  1 ＬＳ2 　　　     5.5km (  60, 200)

安八郡輪之内町 21,000 307 台形 南西　      5m 水道 （都）

大吉新田字辺ノ割６１８番    1:1.5 町道　　　

 　   -  2 Ｗ2 東　　側道 下水      11km (  60, 200)

安八 安八郡安八町 43,400 157 長方形 北　　    7.5m 水道

＊ 南今ケ渕字中筋４７６番４    1:2   町道　　　 １中専

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     8.3km (  60, 200)

安八郡安八町 41,700 265 長方形 南西　    6.5m 水道

城４丁目７１番    1:2   町道　　　 １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     9.5km (  60, 200)

住宅 一般住宅等の中に農地も
見られる住宅地域

穂積

住宅 区画整理後の農地と一般
住宅が混在する住宅地域

穂積

住宅 中規模一般住宅と農家住
宅が散在する住宅地域

新羽島

住宅 農家住宅と一般住宅等が
混在する住宅地域

新羽島

住宅 農家住宅が建ち並ぶ既成
住宅地域

広神戸

店舗兼住宅 小規模な各種小売店舗が
建ち並ぶ既成商業地域

広神戸

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の住宅地域

広神戸

住宅 県道背後に住宅を中心に
店舗も見られる住宅地域

広神戸

店舗兼住宅 小規模小売店舗等が建ち
並ぶ国道沿いの商業地域

関ケ原

住宅 一般住宅が建ち並ぶ中、
空地も見られる住宅地域

北神戸

住宅 一般住宅のほか、農地等
も混在する住宅地域

関ケ原

住宅 一般住宅のほかに農地も
見られる住宅地域

関ケ原

住宅 農家住宅が農地の中に散
在する住宅地域

垂井

店舗兼住宅 大、中規模の店舗、営業
所が多い路線商業地域

垂井

住宅 中規模の一般住宅が多い
住宅地域

垂井

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅等が混在する住宅地域

垂井

住宅 中規模一般住宅の建ち始
めた新興住宅地域

垂井

住宅 一般住宅等が散在する区
画整理済の新興住宅地域

垂井

診療所兼住
宅

店舗、営業所等が見られ
る路線商業地域

美濃高田

住宅 中規模一般住宅が散在す
る新興住宅地域

垂井

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

美濃高田

住宅 農地の中に一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

美濃高田

住宅 中規模一般住宅、倉庫等
が混在する住宅地域

笠松

店舗兼住宅 小中規模の小売店舗が多
い旧来からの商業地域

西笠松

住宅 住宅のほかにアパート等
が見られる住宅地域

笠松

住宅 一般住宅の中に小工場等
が見られる住宅地域

笠松

事務所兼倉
庫

倉庫、工場のほか住宅も
混在する工業地域

岐南

工場 工場のほか一般住宅及び
農地も見られる工業地域

岐南

住宅 一般住宅が主体の既成の
住宅地域

細畑

事務所兼倉
庫

国道沿いに店舗、営業所
が混在する路線商業地域

細畑

住宅 一般住宅のほか工場等も
混在する住宅地域

岐南

住宅 中規模戸建住宅が建ち並
ぶ住宅地域

笠松



平成２７年地価公示　価格及び個別地点詳細一覧

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)(9)標準地に
ついての水
道，ガス供給
施設及び下水
道の整備の状

標準地の鉄道その
他の主要な交通施
設との接近の状況

標準地に係る都市
計画法その他法令
の制限で主要なも
の

標準地の利
用の現況

標準地の周辺の土地の利
用の現況

標準地の前面道
路の状況

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

標準地の
地積

内私道分
(㎡)

標準地の
形状

安八郡安八町 43,000 139 長方形 北　　      5m 水道

東結字芝原東１５２２番３    1:2   町道　　　 ２住居

 　   -  3 Ｗ2 　　　 下水     5.9km (  60, 200)

安八郡安八町 20,500 7092 長方形 南　　      7m 水道

牧字南長田４７２３番１    1:2   町道　　　 工専

 　  9-  1 　　　三方路 下水      13km (  60, 200)

揖斐川 揖斐郡揖斐川町 26,600 197 長方形 南西　      7m 水道 （都）

三輪字町裏１２７１番５    1:2   町道　　　 ガス １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　     2.7km (  60, 200)

揖斐郡揖斐川町 19,700 206 長方形 西　　    4.5m 水道 （都）

小島字両瀬古４２９番８    1:1.2 町道　　　

 　   -  2 Ｗ2 　　　     3.2km (  70, 400)

揖斐郡揖斐川町 32,200 175 長方形 西　　    7.8m 水道 （都）

三輪字中神明３１９番６    1:4   国道　　　 ガス 準住居

 　  5-  1 Ｗ2 　　　     1.7km (  60, 200)

岐阜大野 揖斐郡大野町 27,200 207 長方形 西　　      4m 水道 （都）

大字瀬古小字瀬古字桧１８番２    1:1.5 町道　　　

 　   -  1 Ｗ2 　　　       5km (  70, 400)

揖斐郡大野町 25,100 168 長方形 北　　    4.5m 水道 （都）

大字公郷字五ノ坪１１１０番７４    1:1.2 町道　　　 ガス

 　   -  2 Ｗ2 　　　     5.7km (  70, 400)

揖斐郡大野町 35,800 721 不整形 南　　      8m 水道 （都）

大字黒野字大堀１２３５番３外    1:1.2 町道　　　

 　  5-  1 Ｓ2 　　　       8km (  70, 400)

岐阜池田 揖斐郡池田町 31,600 167 長方形 西　　      4m 水道 （都）

六之井字茅野１７８１番４１    2:1   町道　　　

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     800m (  70, 200)

揖斐郡池田町 24,700 400 長方形 東　　    4.5m 水道 （都）

願成寺字臼竹５１番２    1:2   町道　　　

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.4km (  70, 400)

北方 本巣郡北方町 50,300 277 長方形 北　　      6m 水道

曲路２丁目６１番１    1:1.5 町道　　　 ガス ２中専

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     4.8km (  60, 200)

本巣郡北方町 44,500 133 長方形 南　　      4m 水道

芝原西町１丁目５７番１    1:1.2 町道　　　 ガス １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     6.4km (  60, 200)

本巣郡北方町 51,300 190 長方形 北　　      6m 水道

＊ 柱本南１丁目２８０番外    1:1.5 町道　　　 ガス １中専

 　   -  3 ＬＳ2 　　　 下水     3.9km (  60, 200)

本巣郡北方町 50,200 198 長方形 北　　    6.3m 水道

高屋字太子東ノ町４番４    1:2   町道　　　 ガス １住居

 　   -  4 Ｗ2 　　　 下水     3.3km (  60, 200)

本巣郡北方町 48,000 479 長方形 北　　    7.6m 水道

北方字駒来町１５０７番    1:4.5 町道　　　 ガス 商業 準防

 　  5-  1 Ｓ3 　　　 下水     5.2km (  80, 400)

坂祝 加茂郡坂祝町 31,200 236 長方形 南　　      6m 水道 （都）

取組字宮西６８１番５    1:2   町道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     300m (  60, 200)

加茂郡坂祝町 25,800 429 南　　      7m 水道 （都）

酒倉字上寿後１３７５番４    1:1   町道　　　

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     2.3km (  60, 200)

加茂郡坂祝町 27,200 1033 長方形 北西　      9m 水道 （都）

黒岩字村前３８３番１外    1:1.5 県道　　　

 　  5-  1 Ｓ2 南西　側道 下水     2.6km (  60, 200)

富加 加茂郡富加町 22,900 339 北　　    4.5m 水道 （都）

羽生字天池１３９５番９    1:1.2 町道　　　

 　   -  1 ＬＳ2 　　　 下水     850m (  60, 200)

加茂郡富加町 17,800 403 台形 北　　      6m 水道 （都）

大山字大山５１番８    1:2   町道　　　

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     2.3km (  60, 200)

加茂郡富加町 28,000 327 東　　     15m 水道 （都）

羽生字舞辻１４６４番２外    1:1.5 県道　　　

 　  5-  1 Ｓ3 　　　 下水     320m (  70, 200)

岐阜川辺 加茂郡川辺町 27,700 345 東　　      6m 水道 （都）

中川辺字南竹ノ内１４９６番３外    1:1.2 町道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ2 　　　 下水     500m (  60, 200)

加茂郡川辺町 24,900 275 南東　      4m 水道 （都）

西栃井字蟹子１３６１番１    1:1.2 町道　　　 １住居

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     700m (  60, 200)

加茂郡川辺町 29,600 320 西　　    7.5m 水道 （都）

中川辺字上中町４８番３    1:2.5 町道　　　 近商

 　  5-  1 Ｓ1 南　　側道 下水     350m (  80, 200)

八百津 加茂郡八百津町 17,300 389 ほぼ長方形 南東　    6.5m 水道 （都）

八百津字北野４９９７番１外    1:1.2 県道　　　

 　   -  1 Ｗ2 南西　側道 下水     9.5km (  60, 200)

加茂郡八百津町 18,100 186 長方形 北　　      7m 水道 （都）

野上字坂下１１６番２  1.5:1   国道　　　

 　   -  2 Ｗ1 　　　 下水       6km (  60, 200)

加茂郡八百津町 24,300 846 不整形 東　　      6m 水道 （都）

八百津字豊岡４０８４番２    1:3   県道　　　

 　  5-  1 Ｓ3 　　　 下水       9km (  70, 200)

御嵩 可児郡御嵩町 24,500 354 不整形 南　　    5.2m 水道 （都）

中字西之門２２６５番２外    1:1.2 町道　　　 １住居

 　   -  1 Ｗ1 　　　 下水     170m (  60, 200)

可児郡御嵩町 18,200 224 南　　      6m 水道 （都）

御嵩字南山２１９２番４０９    1:1.2 町道　　　 ガス １低専

 　   -  2 Ｗ2 　　　 下水     1.1km (  50,  80)

可児郡御嵩町 31,900 405 北西　   12.5m 水道 （都）

上恵土字塚脇７９１番１    1:1   県道　　　

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

　 　 　 　

　 　

　 　

　 　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

住宅 住宅が見られる郊外の丘
陵地の閑静な住宅地域

御嵩

店舗兼工場 県道沿いに店舗、住宅等
が混在する商業地域

明智

店舗兼住宅 小売店舗、住宅等が混在
する既成商業地域

明智

住宅 一般住宅等が多く見られ
る既成の住宅地域

御嵩

住宅 一般住宅が多く建ち並ぶ
住宅地域

明智

住宅 住宅を中心に店舗も見ら
れる住宅地域

明智

住宅 一般住宅の中に農地が見
られる住宅地域

中川辺

店舗 小規模小売店舗等が建ち
並ぶ中心的商業地域

中川辺

店舗兼住宅 店舗併用住宅等が建ち並
ぶ駅前の商業地域

富加

住宅 一般住宅を主体に農地も
見られる住宅地域

中川辺

住宅 一般住宅のほか農地も多
く見られる住宅地域

富加

住宅 農地の中に一般住宅等が
散在する住宅地域

富加

住宅 農地の中に住宅等が点在
する住宅地域

坂祝

診療所兼住
宅

県道沿いに店舗、一般住
宅等が散在する地域

坂祝

店舗、作業
場兼住宅等

店舗兼住宅が多い古くか
らの商業地域

穂積

住宅 一般住宅のほか農地も残
る駅に近接した住宅地域

坂祝

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

穂積

住宅 一般住宅が多い中にア
パートが混在する住宅地
域

穂積

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

穂積

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

穂積

住宅 中規模一般住宅が多い町
中心部に近い住宅地域

池野

住宅 一般住宅等が農地の中に
散在する住宅地域

美濃本郷

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外に開発された住宅地域

広神戸

店舗兼住宅 大小規模小売店舗、事務
所等が多い商業地域

揖斐

店舗兼住宅 低層店舗、住宅等が混在
する既成商業地域

揖斐

住宅 中規模一般住宅が多い新
興住宅地域

揖斐

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

揖斐

住宅 一般住宅等の中に農地も
多く見られる住宅地域

揖斐

住宅 一般住宅のほかアパート
等も見られる住宅地域

穂積

工場 中小工場が散在し、農地
も残る工業地域

穂積


