
第１　宅地及び宅地見込地　

　 1　基準地

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地の１
平方メート
ル当たりの
価格

基準地の
地積

（円） （㎡）

下関(県)
- 1

下関市丸山町３丁目１０４７３番２４
「丸山町３－１２－３」

46,900 330 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い高台の既成住
宅地域

西5.5m市道 水道、ガス、下水 下関2.2km
１住居(40、200)
風致

2
下関市本町１丁目１８番６「本町１－
３－６」

38,600 230 1：2.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほかに事業所等が
見られる住宅地域

南東12m市道 水道、ガス、下水 下関3.5km
１住居(60、200)
準防

※ 3
下関市上田中町４丁目２８番１２３
「上田中町４－１１－２３」

48,600 242 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

北東6m市道 水道、ガス、下水 下関2.8km １住居(60、200)

4
下関市大学町３丁目３３４番４９「大
学町３－７－１４」

47,400 224 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い閑静な住宅地
域

北東4m市道 水道、ガス、下水 幡生2.3km ２中専(60、200)

5
下関市大坪本町５１８番１外「大坪本
町３－５」

37,400 234 2：1 住宅Ｗ2
一般住宅のほかに店舗等が見られる
市道沿いの住宅地域

南東10m市道 水道、ガス、下水 下関2.1km １住居(60、200)

※ 6
下関市長府安養寺４丁目１３６３番１
２「長府安養寺４－９－９」

50,400 153 1：2 住宅Ｗ2
一般住宅が比較的整然と建ち並ぶ住
宅地域

西6m市道 水道、ガス、下水 長府2.7km １中専(60、200)

7
下関市富任町５丁目２４０番７「富任
町５－１８－２３」

36,300 182 1：2 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北東4m市道 水道、ガス、下水 安岡1km ２中専(60、200)

8
下関市小月本町２丁目１７３２番４
「小月本町２－１３－２８」

28,200 138 1：2 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅が多い国道背後の
既成住宅地域

北東4m市道 水道、下水 小月950m １住居(60、200)

※ 9
下関市彦島迫町３丁目４７番「彦島
迫町３－８－５」

33,500 196 1：1.2 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 南東6m市道 水道、ガス、下水 下関4km １中専(60、200)

10
下関市秋根本町１丁目２番４「秋根
本町１－２－２３」

79,200 260 1.2：1 住宅ＬＳ2
一般住宅を主とし、マンション等が介
在する住宅地域

西8m市道 水道、ガス、下水 新下関500m １住居(60、200)

11
下関市彦島福浦町２丁目４番１１「彦
島福浦町２－８－１８」

30,000 244 1：2 住宅Ｗ1
中規模一般住宅を主とし、アパート等
が介在する住宅地域

西6m市道 水道、ガス、下水 下関3.2km １住居(60、200)

12
下関市新椋野１丁目１０２３番４「新
椋野１－５－１７」

64,900 185 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整理
済みの住宅地域

北西6m市道 水道、ガス、下水 幡生2.4km １住居(60、200)

13
下関市彦島江の浦町２丁目１４番４
「彦島江の浦町２－１９－９」

40,400 200 1：1.2 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

南西6m市道 水道、ガス、下水 下関2.7km ２中専(60、200)

14
下関市豊北町大字北宇賀字二見３
５５６番

6,600 89 1：1 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅、漁家住宅が建ち
並ぶ既成住宅地域

南西4m市道 水道 長門二見800m 「都計外」

15
下関市幡生町２丁目１２８４番８「幡
生町２－７－６」

38,400 242 台形 1：1 住宅Ｗ1
旧来の一般住宅が多い県道背後の既
成住宅地域

北西5.5m市道 水道、ガス、下水 幡生650m １住居(60、200)
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16
下関市西大坪町２５６番１５「西大坪
町１５－１５」

35,700 182 台形 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い高台の住宅地
域

北6m市道 水道、ガス、下水 下関1.9km １住居(60、200)

※ 17
下関市稗田中町７番２１「稗田中町２
５－３７」

52,600 195 1.2：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅を中心に区画整然と
した住宅地域

南西6m市道 水道、ガス、下水 綾羅木1.1km ２中専(60、200)

18
下関市長府浜浦町１１番１４「長府浜
浦町１１－７」

33,200 215 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が区画整然と建ち並
ぶ高台の住宅団地

南東6m市道 水道、ガス、下水 長府5.6km １低専(40、80)

19
下関市長府珠の浦町５番４「長府珠
の浦町６－１８」

27,900 284 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た住宅地域

西4m市道 水道、ガス、下水 長府3km １中専(60、200)

20
下関市長崎新町２０７０番３７「長崎
新町２０－３０」

14,200 149 台形 1：2.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

北2m市道
背面道

水道、ガス、下水 下関800m
１住居(60、200)
準防

21
下関市長府才川２丁目３６３番外「長
府才川２－１８－１８」

42,800 221 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を中心にアパート等
も混在する住宅地域

北西5.5m市道 水道、ガス、下水 長府550m １住居(60、200)

22
下関市長府満珠町９４番１２６「長府
満珠町４５－１０」

32,600 201 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

南西9m市道 水道、ガス、下水 長府2.3km １低専(40、80)

23
下関市小月茶屋２丁目４１７番１４
「小月茶屋２－３－２０」

35,700 255 1：1.2 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北東5m市道 水道、ガス、下水 小月550m １住居(60、200)

24
下関市梶栗町１丁目１０１４番１６「梶
栗町１－３－６」

36,500 253 1：1 住宅Ｗ1
一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした
海岸近傍の住宅地域

東4m市道 水道、ガス、下水 梶栗郷台地650m
１中専(40、200)
風致

25
下関市王喜本町３丁目１１８８番１５
「王喜本町３－１６－１２」

19,100 231 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅、アパート等が混
在する住宅地域

北東4m私道 水道、下水 小月2.3km ２中専(60、200)

26 下関市大字吉母字塩谷３２３番４ 11,800 131 1：1.5 住宅Ｗ1
中小規模の一般住宅、漁家住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域

北西2.5m市道 水道 吉見3.9km １中専(60、200)

※ 27
下関市清末中町１丁目１２００番４
「清末中町１－４－３８」

29,900 197 1：3 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

北西4.5m市道 水道、ガス、下水 小月1.5km １住居(60、200)

28
下関市古屋町２丁目２０５４番６「古
屋町２－４－６」

46,700 170 1.5：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を中心とした住宅地
域

南6m市道 水道、ガス、下水 綾羅木1km １低専(40、80)

29
下関市菊川町大字楢崎字菴ノ前７７
２番６

9,900 353 台形 1：2 住宅Ｗ1
一般住宅、農家住宅のほかに店舗併
用住宅が見られる住宅地域

南西7m市道 水道、下水 小月9.9km
「都計区」
(70、200)

30
下関市菊川町大字上大野字野中１
８２番５

11,300 331 台形 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅を主として農家住宅も見られ
る住宅地域

西4m私道 水道、下水 小月5.9km
「都計区」
(70、200)

31
下関市菊川町大字田部字清水５３７
番１７外

22,500 330 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほかに店舗併用住
宅等が見られる住宅地域

西9m市道 水道、下水 小月5.7km
「都計区」
(70、200)

32
下関市豊北町大字粟野字浦５０４５
番外

10,700 306 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅の中に小売店舗等が見られ
る既成住宅地域

北西4m市道 水道 長門粟野300m 「都計外」

33
下関市豊田町大字浮石字市庭２４１
０番１

3,050 396 台形 1.5：1 住宅Ｗ2
農家住宅、中規模一般住宅等が散在
する国道沿いの住宅地域

南西10m国道 水道 滝部12km 「都計外」

34
下関市豊田町大字殿敷字本宅１７９
３番８

11,900 260 1：1.2 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北西4m私道 水道、下水 小月18km 「都計外」



35
下関市豊田町大字矢田字権太ケ森
２２７番１３

12,900 160 1：2 住宅Ｗ2
一般住宅が多い公共施設近くの既成
住宅地域

西4m市道 水道、下水 小月17km 「都計外」

36
下関市豊浦町豊洋台１丁目４４７番２
７

16,600 284 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

南西5.5m市道 水道、下水 黒井村1.6km
「都計区」
１中専(60、200)

37
下関市豊浦町大字黒井字下北岡２
１６０番３

18,800 439 1：2 住宅Ｗ1
中規模一般住宅のほかに空地等が見
られる住宅地域

北東5.5m市道 水道 黒井村450m
「都計区」
１住居(60、200)

38
下関市豊浦町大字川棚字田中５３５
５番６

23,100 244 台形 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほか空地等も見ら
れる住宅地域

南西5m市道 水道、下水 川棚温泉1.4km
「都計区」
１住居(60、200)

39
下関市豊浦町大字小串字石堂１００
０８番２７７

14,600 219 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほかにアパート、
空地等が見られる住宅地域

東4m市道 水道、下水 小串1.1km
「都計区」
１住居(60、200)

40
下関市豊北町大字神田字汐崎１５２
７番４

8,550 135 台形 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

北西4m市道 水道 特牛3.4km 「都計外」

41
下関市豊北町大字滝部字殿屋敷４
６９番１３

13,000 228 台形 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅の中に店舗併用住
宅等が見られる住宅地域

北西8m市道 水道、下水 滝部600m 「都計外」

42
下関市一の宮学園町４番９１「一の
宮学園町１１－２２」

50,700 203 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした閑静な住宅地域

西6m市道 水道、ガス 新下関1.5km １中専(60、200)

43
下関市大字員光字宮の馬場１９７５
番

9,050 700 台形 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、農家住宅等が見ら
れる住宅地域

南4.5m市道 水道 小月5.5km
「調区」
(70、200)

3 - 1 下関市大字田倉字中縄手２８１番 14,500 1,180 台形 1：1.5 畑
周辺を戸建住宅等に囲まれた農地主
体の宅地見込地地域

南2.5m市道 水道、ガス、下水 新下関2.9km １中専(60、200)

5 - 1
下関市大和町１丁目８番５外「大和
町１－６－９」

60,400 159 台形 1：1
事務所兼車
庫ＲＣ3

低層の店舗、事務所等が建ち並ぶ県
道沿いの商業地域

北西30m県道 水道、ガス、下水 下関440m
商業(80、400)
準防

5 - 2
下関市彦島本村町７丁目８９４番外
「彦島本村町７－１－１４」

44,300 376 1：2 事務所Ｓ2
店舗、事務所、公共施設等が混在す
る県道沿いの商業地域

南東15m県道 水道、ガス、下水 下関1.9km
商業(80、400)
準防

5 - 3 下関市南部町９番６「南部町２３－５」 115,000 223 台形 1：1.5
車庫兼共同
住宅ＳＲＣ
11

店舗、事務所等が建ち並ぶ県道沿い
の商業地域

南東36m県道 水道、ガス、下水 下関2.3km
商業(80、600)
防火

5 - 4
下関市勝谷新町１丁目８番５外「勝
谷新町１－１０－１１」

47,800 764 1.5：1 店舗Ｓ1
自動車関連業、飲食店等が建ち並ぶ
国道沿いの路線商業地域

南32m国道 水道、ガス、下水 新下関2.6km
近商(80、200)
準防

5 - 5
下関市安岡駅前２丁目１３９０番４外
「安岡駅前２－１－２５」

45,400 185 台形 1：2
事務所兼共
同住宅Ｓ2

中小規模の店舗、事務所、住宅等が
混在する国道沿いの商業地域

北東16m国道 水道、下水 安岡260m
近商(80、200)
準防

※ 5 - 6
下関市長府松小田本町６９４番９「長
府松小田本町５－１６」

65,600 98 1：1
店舗兼住宅
Ｓ5

小売店舗、医院等が混在する駅前の
商業地域

南西16m県道 水道、ガス、下水 長府130m
商業(80、400)
準防

※ 5 - 7
下関市後田町１丁目１０１７３番９「後
田町１－８－１６」

57,800 72 1：2
店舗兼共同
住宅ＲＣ4

小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ既成
商業地域

南西11.8m市道 水道、ガス、下水 幡生2.1km
近商(80、300)
準防

※ 5 - 8
下関市唐戸町６番１２「唐戸町１－１
９」

75,500 99 1：3
店舗兼住宅
Ｓ3

各種店舗が建ち並ぶ市役所前のアー
ケード商店街

北15m市道 水道、ガス、下水 下関2.4km
商業(80、600)
防火

5 - 9
下関市菊川町大字下岡枝字下五反
田１７０番３

29,600 663 1：1
診療所兼住
宅ＲＣ2

低層の小売店舗、スーパー等が建ち
並ぶ国道沿いの商業地域

西15m国道
北側道

水道、下水 小月6.7km
「都計区」
(70、200)



5 - 10
下関市豊田町大字殿敷字長正寺１
９１３番５

14,400 250 1：2
店舗兼住宅
Ｗ2

総合支所や小規模店舗等が建ち並ぶ
既成商業地域

北東8.5m市道 水道、下水 小月17km 「都計外」

5 - 11
下関市豊浦町大字川棚字田嶋前７
１１２番７

35,000 171 1.2：1
店舗兼住宅
Ｗ2

店舗や住宅のほか駐車場も見られる
国道沿いの駅前商業地域

北西17m国道 水道、下水 川棚温泉130m
「都計区」
近商(80、200)
準防

5 - 12
下関市豊北町大字滝部字榎８４６番
６外

15,800 343 台形 1.2：1 店舗Ｓ2
小売店舗、金融機関等が混在する県
道沿いの中心的商業地域

北西14m県道 水道、下水 滝部850m 「都計外」

5 - 13
下関市王喜本町４丁目９９８番１外
「王喜本町４－５－７」

24,300 948 1：1.5 会館Ｓ2
店舗、工場、住宅等が混在する県道
沿いの路線商業地域

南西30m県道 水道、下水 小月1.7km 準工(60、200)

9 - 1
下関市東大和町２丁目２７番２２「東
大和町２－１０－３」

18,800 15,748 1：2 工場
工場、倉庫、事務所等が建ち並ぶ工
業地域

北西25m道路
南側道

水道、ガス、下水 下関1.5km 工業(60、200)

宇部(県)
- 1

宇部市大字西岐波字江頭４１９０番１
０

21,000 396 台形 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い郊外の既成住
宅地域

北西7m市道 水道、下水 床波950m
「都計区」
１中専(60、200)

2
宇部市東小羽山町１丁目４２５番３４
「東小羽山町１－１０－１０」

30,300 318 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い高台の区画整
然とした閑静な住宅地域

北東6m市道 水道、ガス、下水 宇部新川4.1km
「都計区」
１低専(40、60)

3
宇部市大字東吉部字馬場東３１９２
番２外

3,650 148 台形 1：1.5 住宅Ｗ1
旧来の一般住宅が多い参道沿いの住
宅地域

西8.5m市道 水道、下水 厚東12km 「都計外」

4 宇部市大字東須恵字浜田２９７８番３ 19,800 311 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅のほかに郵便局等が見られ
る駅に近い住宅地域

南西6m市道 水道、下水 妻崎130m
「都計区」
１中専(60、200)

5 宇部市大字中山字後ケ迫４９２番４３ 18,600 165 1：1.5 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ山すその
住宅地域

南5m道路 水道 岩鼻2.7km
「都計区」
１低専(40、60)

6
宇部市大字西岐波字岡ノ辻４７８１
番３

23,700 330 1：1.5 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い郊外の住宅地
域

北5m市道 水道、下水 床波1.1km
「都計区」
１中専(60、200)

7
宇部市大字東須恵字宮ノ馬場１９２
２番２

26,400 395 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
新旧の中規模一般住宅が多い住宅地
域

北東6m道路 水道、下水 妻崎1.6km
「都計区」
１低専(40、60)

8 宇部市大字船木字西田４６２１番５ 8,100 224 1：1 住宅Ｗ1
低層の戸建住宅が山裾に並ぶ旧来の
住宅地域

南東8m市道 水道、下水 厚東5.2km
「都計区」
１低専(50、80)

9
宇部市中村１丁目１３３１番外「中村
１－６－３５」

27,100 416 1：1.5 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅、アパート等が混
在する住宅地域

南5m市道 水道、ガス、下水 琴芝1.8km
「都計区」
１中専(60、200)

10
宇部市大字東岐波字西小沢３９８３
番１５

18,100 301 台形 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住
宅地域

北6m私道 水道、下水 丸尾1.3km
「都計区」
１中専(60、200)

11
宇部市笹山町１丁目３５５７番７「笹
山町１－１３－９」

21,900 200 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

東3.7m道路 水道、下水 宇部岬850m
「都計区」
２中専(60、200)

12
宇部市大字東岐波字前多口田５７９
３番８

17,000 330 台形 1：1.2 住宅Ｗ1
一般住宅が建ち並ぶ郊外の国道に近
い住宅地域

北東3.5m市道 水道 丸尾700m
「都計区」
１中専(60、200)

13
宇部市東梶返３丁目４３１２番６「東
梶返３－１０－３６－７」

31,700 201 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い小規模住宅
団地

東4m私道 水道、ガス、下水 東新川1.5km
「都計区」
２中専(60、200)

14
宇部市開３丁目１６２番３「開３－９－
４６」

24,800 309 1.5：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い閑静な住宅地
域

南5m市道 水道、ガス、下水 東新川3.6km
「都計区」
１低専(40、60)
風致



15
宇部市常盤台１丁目５７５番１５「常
盤台１－３－３」

33,000 252 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅のほかに共同住宅等
が見られる住宅団地

南東6m道路 水道、ガス、下水 琴芝2.5km
「都計区」
２中専(60、200)

16
宇部市大字西岐波字潮田１５８９番７
外

19,300 265 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住
宅地域

南西4.5m道路 水道、下水 床波1.6km
「都計区」
１中専(60、200)

17
宇部市西梶返１丁目５１２９番９「西
梶返１－９－１２」

36,300 192 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

東5m道路 水道、ガス、下水 琴芝1.3km
「都計区」
２中専(60、200)

18 宇部市大字東岐波字後山２２３０番１ 16,400 436 1：1 住宅ＬＳ2
大規模一般住宅が多い郊外の既成住
宅地域

南東4m市道
北東側道

水道、下水 岐波600m
「都計区」
１中専(60、200)

19
宇部市南小串２丁目１０番１８「南小
串２－１０－２９」

51,600 130 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、アパート等が混在
する街区整然とした住宅地域

北西6m市道 水道、ガス、下水 宇部新川950m
「都計区」
１住居(60、200)

20
宇部市大字西岐波字大沢４６０７番８
外

21,100 247 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い駅近傍の小規
模住宅団地

南東5m道路
背面道

水道、下水 常盤110m
「都計区」
１中専(60、200)

21
宇部市大字西岐波字西木引出１４１
７番５外

18,200 348 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多く空地も介在す
る郊外の住宅地域

東5m市道 水道 丸尾2.4km
「都計区」
(60、100)

22
宇部市西宇部北３丁目１２０８番２
「西宇部北３－７－８」

24,300 231 台形 1：1.2 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

南西5.5m市道
北西側道

水道、下水 宇部1km
「都計区」
１中専(60、200)

23
宇部市大字沖ノ旦字下横割南ノ割８
５７番４外

17,900 256 1：1.5 住宅ＬＳ2
一般住宅、共同住宅等が見られる河
川近傍の住宅地域

北西5m市道 水道、下水 宇部1.3km
「都計区」
１中専(60、200)

24 宇部市大字際波字東細迫４１２番２９ 23,700 255 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の大
規模住宅団地

南6m道路 水道、下水 宇部2.2km
「都計区」
１中専(60、200)

25 宇部市大字小串字弐反田５７９番１３ 37,800 175 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の
良い住宅地域

南東9m市道 水道、ガス、下水 宇部新川1.6km
「都計区」
１中専(60、200)

26
宇部市大字西万倉字宮ノ下１６９９
番５

5,950 225 台形 1：1 住宅Ｗ2
住宅のほかに公共施設等が見られる
住宅地域

北10m市道 水道 厚東5.6km 「都計外」

3 - 1 宇部市川添１丁目２４０４番 7,000 3,001 台形 1：1.5 田
周辺に一般住宅が見られる比較的熟
成度の高い宅地見込地地域

南東1m未舗装道路 琴芝3.2km
「都計区」
２中専(60、200)

5 - 1
宇部市中央町２丁目６番８「中央町２
－６－１０」

52,500 172 1：1.5
店舗兼住宅
Ｓ3

小売店舗のほかに共同住宅等が見ら
れる古くからの商業地域

北西15.5m市道 水道、ガス、下水 宇部新川600m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 2
宇部市西本町２丁目７２番７１外「西
本町２－１４－２８」

32,200 239 1：1.5
店舗、事務
所兼住宅Ｒ
Ｃ3

中小規模店舗、事務所、一般住宅等
が混在する既成商業地域

北東7m市道 水道、ガス、下水 宇部新川700m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 3
宇部市南小串１丁目４番４「南小串１
－４－８」

76,900 262 台形 1：1.5 学習塾Ｓ4
中低層の店舗、店舗兼共同住宅等が
建ち並ぶ大学病院に近い商業地域

北西22m県道 水道、ガス、下水 宇部新川800m
「都計区」
準住居(60、200)

5 - 4
宇部市常盤町２丁目６番２「常盤町２
－７－１１」

51,800 403 1：1.5
事務所兼倉
庫Ｓ2

中規模店舗、事務所が建ち並ぶ国道
沿いの既成商業地域

南東36m国道 水道、ガス、下水 東新川550m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 5
宇部市西宇部南２丁目１３５２番１０
「西宇部南２－１４－２０」

48,500 421 台形 1：2
店舗兼住宅
Ｓ2

各種店舗を中心に住宅等も見られる
駅に近い県道沿いの商業地域

西12m県道 水道、下水 宇部270m
「都計区」
近商(80、200)
準防

5 - 6
宇部市北琴芝２丁目１７３１番１１「北
琴芝２－５－５」

44,300 200 1：1.2
店舗兼共同
住宅Ｓ3

各種店舗を中心とした既成商業地域 北東10.5m市道 水道、ガス、下水 琴芝1.4km
「都計区」
近商(80、200)
準防



5 - 7 宇部市大字東岐波字八谷４９３７番５ 33,000 577 台形 1.2：1 店舗Ｓ1
低層店舗、一般住宅等が混在する路
線商業地域

南東20m国道 水道 丸尾650m
「都計区」
準住居(60、200)

5 - 8 宇部市大字船木字田町２５８番 12,700 178 1：2.5
店舗兼住宅
Ｗ2

旧来の店舗、一般住宅等が混在する
近隣商業地域

南6m市道 水道、下水 厚東5.1km
「都計区」
近商(80、200)
準防

5 - 9
宇部市大字妻崎開作字崎廿弐廿三
ノは８２１番１外

47,600 1,443 1.2：1 店舗Ｓ1
店舗、事務所等が多い国道沿いの路
線商業地域

南17.5m国道 水道、下水 妻崎1.2km
「都計区」
準工(60、200)

9 - 1
宇部市大字小串字沖ノ山１９７８番２
外

13,300 85,935 不整形 2：1 工場 大規模工場が建ち並ぶ臨海工業地域 北西18m私道 水道 宇部新川1.1km
「都計区」
工専(60、200)

9 - 2 宇部市大字善和字石ケ谷２０４番４７ 7,700 24,818 台形 1：1 工場
中規模工場、倉庫等が建ち並ぶ内陸
型工業団地

南西14m道路 水道 床波6.7km
「都計区」
(70、200)

9 - 3
宇部市東見初町５２６番２２外「東見
初町１－１８」

21,700 1,352 1.5：1
事務所兼作
業所Ｓ2

中規模工場のほかに事業所が見られ
る大工場東側に続く工業地域

南西7m道路 水道、下水 宇部岬1.2km
「都計区」
準工(60、200)

山口(県)
- 1

山口市平野３丁目２０１７番２３「平野
３－９－２２」

30,200 225 1.5：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を主とする、国道背
後の住宅地域

北6m道路 水道、ガス、下水 宮野1km
「都計区」
１中専(60、200)

2 山口市阿東嘉年上字長迫３３８５番４ 3,330 239 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、農家住宅のほかに
公共施設が混在する住宅地域

南西4.5m市道 水道 徳佐14km 「都計外」

3 山口市泉町２４３番１「泉町１－１７」 48,200 226 1：1.2 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

西4m市道 水道、ガス、下水 湯田温泉1.3km
「都計区」
２住居(60、200)

4 山口市鋳銭司字下薮河内２９８２番５ 13,900 645 台形 1.2：1 住宅Ｗ2
農家住宅と一般住宅が混在する郊外
の住宅地域

西4.5m市道 水道 四辻650m
「都計区」
(60、200)

5 山口市嘉川字台畠上ノ切３８７番 20,500 746 台形 1：1.2 住宅Ｗ1
農家住宅、一般住宅が混在する高台
の住宅地域

南西4m市道 水道、下水 上嘉川1.6km
「都計区」
１中専(60、200)

6
山口市維新公園５丁目３６９９番１０
「維新公園５－２３－１８」

34,400 255 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多く見られる閑静
な住宅地域

東4m道路 水道、ガス、下水 矢原2.6km
「都計区」
１低専(40、60)

7 山口市前町１４９８番５「前町８－１１」 40,300 251 台形 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が集合する閑静な住
宅地域

北東4m市道 水道、ガス、下水 湯田温泉450m
「都計区」
１住居(60、200)

8 山口市朝田字下丁田３８４番２１ 29,500 202 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住
宅地域

北西6m道路 水道、ガス、下水 大歳700m
「都計区」
(60、100)

9
山口市吉敷中東１丁目３０３１番２４
「吉敷中東１－６－１９」

42,900 276 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

北東5m市道 水道、ガス、下水 湯田温泉1.9km
「都計区」
１低専(50、80)

10 山口市中園町８５番「中園町４－９」 49,900 247 1：3 住宅Ｗ1
中小規模一般住宅が多い既成住宅
地域

南東6m市道 水道、ガス、下水 山口1.3km
「都計区」
２住居(60、200)

※ 11
山口市白石１丁目２３０１番４「白石１
－１１－９」

67,700 326 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い利便性の良い
住宅地域

南東5.5m市道 水道、ガス、下水 山口1.3km
「都計区」
１中専(60、200)

12 山口市後河原字片岡２１４番３ 66,500 354 1：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い閑静な住宅地
域

西4.8m市道 水道、ガス、下水 山口1.6km
「都計区」
１中専(60、200)

13 山口市宮野下字上河原１３８番６ 26,200 220 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ普通住宅
地域

南東6m道路 水道、ガス、下水 宮野1.7km
「都計区」
１低専(40、60)



14
山口市金古曽町４２番「金古曽町６
－１７」

42,600 165 台形 1：2.5 住宅ＬＳ2
中小規模一般住宅が多い既成住宅
地域

北5.5m市道 水道、ガス、下水 上山口550m
「都計区」
１住居(60、200)

15
山口市古熊１丁目２３４番１９「古熊１
－３－１０」

33,300 331 1：1.5 住宅Ｗ1
中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地
域

南5m道路 水道、ガス、下水 山口900m
「都計区」
１中専(60、200)

16 山口市黒川字西浴１０８３番４３ 34,900 263 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住
宅地域

北東7.5m市道 水道、ガス、下水 湯田温泉3.2km
「都計区」
１低専(40、60)

17 山口市大内長野字向原１７２８番７ 25,200 209 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ新興住宅
地域

西6m私道 水道 山口4.7km
「都計区」
１低専(40、60)

18 山口市徳地島地字下高熊８９３番１ 5,140 616 台形 1.2：1 住宅Ｗ2
農家住宅等が散在し周辺に農地が多
い住宅地域

北6m市道 下水 防府24km 「都計外」

19
山口市徳地八坂字鍛冶屋河内４３１
番

5,050 667 台形 1.5：1 住宅Ｗ2
中規模農家住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

西7m市道 防府23km 「都計外」

20 山口市徳地堀字原１７２５番５ 11,100 492 台形 1：2 住宅Ｗ1
中規模住宅が建ち並ぶ徳地中心近く
の住宅地域

南東3.5m市道 防府19km 「都計外」

21 山口市徳地伊賀地字高田９４７番 7,240 401 1：1 住宅Ｗ2
農家住宅等が散在する郊外の住宅地
域

北西3.5m市道 防府16km 「都計外」

22
山口市秋穂東字大浜中壱番３８２番
内

12,100 287 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ市道沿い
の既成住宅地域

南東6m市道 水道 大道3.5km
「都計区」
(70、200)

23 山口市秋穂東字弐反田６７９８番２２ 14,700 332 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ中規模住
宅団地

南東6m市道 水道、下水 四辻7.9km
「都計区」
(70、200)

24 山口市秋穂東字中津江５１５９番３ 9,150 665 1.2：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が集落をなす旧県道
沿いの住宅地域

南東5m市道 水道、下水 四辻10km
「都計区」
(70、200)

25 山口市小郡下郷字沖田８６０番１８ 49,100 230 1：1.5 住宅Ｗ1
中規模一般住宅、アパート等が混在
する地域

北東4m道路 水道、ガス、下水 周防下郷750m
「都計区」
１住居(60、200)

26
山口市小郡緑町２番８「小郡緑町２
－３６」

62,600 500 1：1.2 住宅ＲＣ2
一般住宅、共同住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

南東6m市道 水道、下水 新山口700m
「都計区」
１住居(60、200)

27
山口市小郡新町１丁目３２５１番１２
「小郡新町１－１０－３」

30,800 172 1：1.5 住宅ＲＣ2
中規模一般住宅にアパートも混在す
る住宅地域

北西4m道路 水道、下水 上郷700m
「都計区」
１中専(60、200)

28 山口市阿知須字中砂郷一３１０９番１ 28,300 218 1：2 住宅Ｗ1
中小規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な
住宅地域

北西7m市道 水道、下水 阿知須700m
「都計区」
１中専(60、200)

29 山口市阿知須字西光寺原６９０８番５ 9,660 400 1：1 住宅ＬＳ2
農家住宅、一般住宅等が混在する既
成住宅地域

西4m市道 水道 阿知須2.4km
「都計区」
(60、100)

30 山口市阿知須字東河内７８４番１ 11,200 480 台形 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅や農家住宅が混在
する住宅地域

南6m市道 水道、下水 岩倉250m
「都計区」
(60、100)

31 山口市阿東徳佐中字下市３０３２番１ 9,500 287 1：1.5 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

南東4m市道 水道 徳佐800m 「都計外」

32
山口市阿東地福上字木内名１９６５
番８外

4,790 415 台形 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅のほかに公共施
設が所在する住宅地域

北西8m県道 水道 地福1.4km 「都計外」



33 山口市阿東生雲中字中村７４４番２ 5,330 882 不整形 1：1.5 住宅Ｗ1
中規模一般住宅、農家住宅等が見ら
れる県道沿いの住宅地域

南東7m県道 水道 三谷6km 「都計外」

3 - 1 山口市大内長野字沖原１５１１番 6,700 2,036 台形 1：1.2 田
周辺が開発されつつある宅地見込地
地域

北1m未舗装道路 山口6km
「都計区」
１中専(60、200)

5 - 1
山口市中央１丁目２０１番「中央１－
２－１」

95,600 261 1：1 事務所ＲＣ4
中層事務所ビル、店舗等が建ち並ぶ
県道沿いの商業地域

北17m県道 水道、ガス、下水 山口800m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 2
山口市湯田温泉３丁目１２５１番２
「湯田温泉３－７－１４」

59,600 405 1：2 店舗ＲＣ2
旅館、飲食店等が建ち並ぶ温泉街の
商業地域

南西4m市道 水道、ガス、下水 湯田温泉900m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 3 山口市下竪小路字新立３６番１ 53,900 344 1：1.5 店舗ＲＣ2
事務所、小売店舗、併用住宅等が混
在する古くからの近隣商業地域

南西8m県道 水道、ガス、下水 山口1.2km
「都計区」
２中専(60、200)

※ 5 - 4
山口市緑町２３２９番３１「緑町２－２
０」

84,900 784 1：2 事務所ＲＣ3
県道沿いに店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

南東16m県道 水道、ガス、下水 湯田温泉1.8km
「都計区」
近商(80、300)
準防

5 - 5 山口市徳地堀字中出雲合１７０５番１ 16,600 369 1：1 店舗ＲＣ2
店舗、店舗併用住宅、事務所が建ち
並ぶ近隣商業地域

南8m国道
西側道

防府18km 「都計外」

5 - 6
山口市阿東徳佐下字沖長沢４５番１
０外

12,600 330 台形 1：1.2 店舗Ｗ1
店舗、医院等が見られる国道背後の
商業地域

南東10m市道 水道 徳佐1.1km 「都計外」

5 - 7 山口市小郡下郷字沖田８６７番１７ 61,900 162 1：1
店舗兼住宅
Ｓ3

中小規模店舗、事務所等が建ち並ぶ
既成商業地域

北西12m市道 水道、ガス、下水 周防下郷700m
「都計区」
近商(80、200)
準防

5 - 8
山口市小郡下郷字渡り上壱１２５５番
５外

98,600 142 台形 1：2
店舗兼住宅
ＲＣ3

飲食店舗、ホテル等が混在する駅前
の商業地域

南西20m市道 水道、ガス、下水 新山口120m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 9 山口市阿知須字浜村４７４６番６外 31,800 236 1：2.5
店舗兼住宅
ＲＣ3

小売店舗、事務所等が建ち並ぶ駅周
辺の商業地域

北16m市道
背面道

水道、下水 阿知須150m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 10
山口市大内千坊６丁目１４４２番７外
「大内千坊６－１１－６」

62,500 2,551 台形 1：1.5 店舗Ｓ1
中規模営業所、店舗等が建ち並ぶ幹
線道路沿いの路線商業地域

南西16m県道 水道、ガス、下水 山口2.5km
「都計区」
準工(60、200)

5 - 11 山口市朝田字森ケ坪６１０番 52,400 2,631 2.5：1 店舗Ｓ1
県道沿線に自動車販売店が多い路線
商業地域

北西17m県道 水道、ガス、下水 大歳400m
「都計区」
準工(60、200)

5 - 12
山口市小郡若草町２番５「小郡若草
町２－６」

64,600 1,489 1：2 事務所Ｓ2
店舗、事務所及び営業所等が見られ
る路線商業地域

北東25m国道 水道、下水 新山口1km
「都計区」
準工(60、200)

萩(県)
- 1

萩市大字古魚店町字古魚店町４０
番外

29,200 277 1：2 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住
宅地域

北3.7m市道 水道、下水 東萩2km
「都計区」
１低専(60、100)

2
萩市大字平安古町字平安古７７番１
８

27,700 209 1.5：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅を中心とした住宅地
域

南4m市道 水道、下水 玉江1.6km
「都計区」
１低専(60、100)

3 萩市大字椿字金谷２９３１番３外 22,400 224 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を中心に、アパート
等も見られる住宅地域

西4.5m市道 水道 萩700m
「都計区」
１中専(60、200)

4
萩市大字椿東字南前小畑４４３１番３
外

20,700 247 1：2 住宅Ｗ2
中規模住宅、農家住宅が見られる郊
外の既成住宅地域

北3m市道 水道 東萩1.5km
「都計区」
１住居(60、200)

5 萩市大井字下円光寺１５８３番１ 11,800 253 台形 2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、農家住宅等が散在
する比較的農地の多い住宅地域

北東3.7m市道 水道、下水 長門大井150m 「都計外」



6 萩市三見字南江尻３４１９番９ 10,300 150 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の既
成住宅地域

北東4.5m市道 水道、下水 三見250m 「都計外」

7 萩市大字山田字玉江浦５１５３番５３ 22,700 228 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

南西4m市道 水道、下水 玉江300m
「都計区」
(70、200)

8 萩市川上字白上９４６番２６ 2,960 336 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い高台の住宅地
域

東4m市道 萩7.6km 「都計外」

9
萩市大字福井下字明ケ迫４０８０番３
外

3,150 320 台形 1：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が建ち並ぶ県道沿い
の住宅地域

南8m県道 水道、下水 東萩9km 「都計外」

10 萩市大字江崎字弐反田９２１４番１４ 7,400 163 1：1.5 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い漁港背後の住
宅地域

南東4.5m市道 水道、下水 江崎1.6km 「都計外」

11 萩市大字下田万字大堤１０５２７番８ 8,250 231 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た住宅団地

南6m市道 水道、下水 江崎1.7km 「都計外」

12
萩市大字中小川字三明中６２３番４
外

3,310 400 1：2 住宅Ｗ1
農家住宅のほか店舗等も見られる住
宅地域

北6m市道 水道 江崎8.8km 「都計外」

13 萩市大字吉部上字畠田３１８０番１ 2,920 700 1：2.5 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅が混在する住宅
地域

南6m市道 水道、下水 三谷17km 「都計外」

14 萩市大字明木字東市３２３５番外 4,000 596 1：1.5 住宅Ｗ2
総合事務所を含み一般住宅が多い住
宅地域

北西6.5m県道 水道、下水 萩6.6km 「都計外」

15 萩市大字佐々並字犬鳴１８８４番 2,560 254 1：2 住宅Ｗ1
中規模一般住宅、農家住宅、小売店
舗等が混在する旧来よりの住宅地域

西7m市道 下水 仁保18km 「都計外」

16 萩市大字須佐字河原町４３３４番 7,580 301 1：1 住宅Ｗ2
中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅
地域

北東3m市道 水道、下水 須佐1km 「都計外」

3 - 1 萩市大字椿東字中津江４５４番１ 3,650 1,043 台形 1：1.5 田
周辺に一般住宅のほかに農家住宅が
見られる宅地見込地地域

東1m未舗装道路 東萩2.8km
「都計区」
(70、200)

5 - 1 萩市大字橋本町字橋本町７４番外 30,200 505 1：1.2 店舗ＲＣ2
低層店舗、中層マンション、一般住宅
等が混在する路線商業地域

東12m県道 水道、下水 萩1.1km
「都計区」
近商(80、200)
準防

5 - 2 萩市大字椿字立川２３７６番３ 28,800 168 1：1
店舗兼住宅
Ｓ2

店舗兼住宅、営業所等が建ち並ぶ駅
前の商業地域

西15m県道 水道 萩150m
「都計区」
近商(80、200)
準防

5 - 3 萩市大字江崎字大沢３９６番５ 13,600 663 1：1.5 店舗ＲＣ2
中規模の低層店舗が多い国道沿いの
商業地域

北西14m国道 水道、下水 江崎1km 「都計外」

5 - 4 萩市大字須佐字水海４９８０番１３外 10,800 255 台形 1：3
店舗、作業
所兼住宅Ｗ
2

小規模の店舗兼住宅が見られる駅前
の商業地域

南西7m県道 水道、下水 須佐90m 「都計外」

5 - 5 萩市大字椿東字雁嶋３０７２番１外 27,000 441 台形 1：1 店舗ＲＣ2
低層店舗、事務所及び一般住宅等が
混在する商業地域

南東12m市道 水道、下水 東萩600m
「都計区」
準工(60、200)

防府(県)
- 1

防府市大字江泊字沖田１８１６番３１ 22,400 182 1.2：1 住宅Ｗ1
中小規模一般住宅が多く見られる住
宅地域

南4m道路 水道、下水 防府4.3km １住居(60、200)

2
防府市開出本町１９９６番５「開出本
町１０－２５」

27,100 165 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模住宅、アパート等が建ち並ぶ
住宅地域

東4m私道 水道、ガス、下水 防府1.8km １住居(60、200)



3 防府市大字富海字田中１２７１番７ 17,300 242 1：2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い郊外の住宅地
域

南東3m道路 水道 富海800m １住居(60、200)

4
防府市国衙５丁目７１７番６外「国衙
５－５－３」

28,100 161 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多く見られる住宅
地域

西4.5m市道 水道、下水 防府2km １住居(60、200)

5
防府市岩畠１丁目３９８１番１２外「岩
畠１－１８－５」

28,000 202 1：2 住宅Ｗ1
中規模一般住宅の中に店舗等も見ら
れる住宅地域

西5m市道 水道、ガス、下水 防府3km １中専(60、200)

6 防府市中西２５９１番４「中西９－３９」 22,500 228 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い郊外の住宅地
域

東5m市道 水道、ガス、下水 防府4.4km １低専(50、80)

※ 7
防府市国分寺町２６８０番３３「国分
寺町１－１４－１」

40,300 192 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住
宅地域

南6m市道 水道、ガス、下水 防府1.8km １住居(60、200)

8
防府市古祖原２１９５番５「古祖原１
－３２」

26,900 267 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほか、共同住宅も
見られる住宅地域

北東4m市道 水道、ガス、下水 防府2km １中専(60、200)

※ 9
防府市大字新田字原田村１３３４番２
０

26,100 169 1：1.2 住宅Ｗ2 中小規模一般住宅が多い住宅地域 北西4m私道 水道、ガス、下水 防府3.6km １住居(60、200)

10
防府市大字田島字新上地東五ノ丁
１４２２番３２

26,900 291 1：1 住宅ＲＣ2
中規模一般住宅のほか集合住宅も介
在する住宅地域

南西7m市道 水道、ガス、下水 防府5.6km １住居(60、200)

11 防府市大字西浦字平田１５３８番１２ 21,100 215 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模住宅が多い郊外の閑静な住宅
地域

南東6m市道 水道、ガス、下水 防府6.7km １住居(60、200)

12
防府市沖今宿１丁目３６６７番１２「沖
今宿１－１４－２」

24,600 237 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い郊外の住宅地
域

西4.5m市道 水道、下水 防府3km １住居(60、200)

13
防府市華城中央２丁目１２８５番５
「華城中央２－３－５」

25,000 278 1：1.5 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い郊外の閑静な
住宅地域

東3.5m市道 水道、ガス、下水 防府3.1km １中専(60、200)

14
防府市大字植松字久々三ノ割２３８
４番４

14,300 403 1.2：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅、農家住宅等が混在
する地域

南西4m未舗装私道 水道 大道4.3km
「調区」
(60、100)

3 - 1 防府市大字大崎字矢部４０４番 8,350 2,158 1：1.2 田
農地の中に農家住宅のほか一般住宅
等も見受けられる宅地見込地地域

南西1m未舗装道路 水道、下水 防府3.3km １住居(60、200)

5 - 1
防府市鋳物師町１１７８番２「鋳物師
町６－３０」

43,500 369 1：1.5 店舗Ｗ2
小規模店舗の外、一般住宅等も見ら
れる商業地域

南16m市道 水道、ガス、下水 防府1.1km ２住居(60、200)

※ 5 - 2
防府市戎町１丁目１２４３番５外「戎
町１－１０－２」

57,700 100 1.5：1
店舗ＲＣ5Ｆ
1B

中低層の店舗、事務所等が建ち並ぶ
商業地域

西18m県道 水道、ガス、下水 防府300m
商業(80、400)
準防

5 - 3
防府市新橋町２２５６番１外「新橋町
８－２２」

36,800 389 台形 1.2：1
店舗兼住宅
Ｓ2

低層店舗、事務所等が見られる路線
商業地域

北東24m県道 水道、ガス、下水 防府1.5km
近商(80、200)
準防

5 - 4 防府市開出西町１５７４番外 43,500 2,275 台形 1：1.5 建築中
県道沿いに店舗、営業所等が建ち並
ぶ路線商業地域

南16m県道 水道、下水 防府2.2km 準工(60、200)

9 - 1 防府市新築地町３１番１４ 13,300 5,039 1：1.5
工場兼事務
所

中規模工場、倉庫等が建ち並ぶ臨海
工業団地

北西20m市道 水道、下水 防府4.3km 工業(60、200)

下松(県)
- 1

下松市大字河内字八口２７５４番２ 35,400 163 1.5：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅を主とし、農地等が
介在する県道背後の住宅地域

南東4.5m市道 水道、下水 下松1.5km １住居(60、200)



2 下松市大字西豊井字所田７４６番８ 48,500 170 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

北東4.7m市道 水道、ガス、下水 下松500m １住居(60、200)

3
下松市中央町３４３番７４「中央町７
－２１」

71,200 213 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の
良い住宅地域

北東6m市道 水道、ガス、下水 下松1.2km １住居(60、200)

4
下松市美里町２丁目１６６９番５「美
里町２ー１０－１６」

62,700 214 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を中心に、アパート
等も混在する住宅地域

南西5m市道 水道、ガス、下水 下松2.4km １中専(60、200)

5
下松市生野屋西１丁目４３２番６外
「生野屋西１－２－６」

42,900 264 1：1.2 住宅Ｗ1
一般住宅のほかに店舗等が混在する
住宅地域

北7.5m市道 水道、ガス、下水 周防花岡1.2km １住居(60、200)

6
下松市清瀬町１丁目２３２番７「清瀬
町１－９－１４」

44,700 182 1：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い県道背後の住
宅地域

南西5.2m市道 水道、ガス、下水 下松3.1km １住居(60、200)

7 下松市大字河内字相本５７３番４外 26,800 326 台形 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い閑静な住宅地
域

東3.6m私道 水道、下水 下松4km １中専(60、200)

8
下松市大字東豊井字花垣１０５４番１
０外

29,600 160 1：1.5 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住
宅地域

北東10.5m市道 水道、ガス 下松1.7km １住居(60、200)

9
下松市藤光町１丁目２８３番２８「藤
光町１－１３－７」

40,900 167 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、アパート等が混在
する住宅地域

東4m市道 水道、下水 下松2.1km １中専(60、200)

10 下松市大字河内字吉原２０５３番９外 19,700 245 1：1.5 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅等が混在する比
較的中心市街地に近い住宅地域

南東5m市道 水道 下松2.5km
「調区」
(60、100)

3 - 1
下松市大字末武上字東蓼原８７１番
１

10,000 1,282 不整形 1：1.2 田
周辺が開発されつつある宅地見込地
地域

水道、下水 周防花岡700m １低専(50、80)

5 - 1
下松市古川町１丁目４５番外「古川
町１－４－１６」

57,400 509 1.5：1
診療所兼住
宅ＲＣ2Ｆ1B

小売店舗、飲食店、住宅等が混在す
る商業地域

南西8m市道 水道、ガス、下水 下松200m
商業(80、400)
準防

※ 5 - 2
下松市大手町３丁目９２９番１２「大
手町３－４－１」

71,100 160 台形 1：1.2
店舗、事務
所兼住宅Ｓ
3

中層の雑居ビル等が建ち並ぶ商業地
域

南西15m市道 水道、ガス、下水 下松750m
商業(80、400)
準防

5 - 3
下松市南花岡１丁目７７番１外「南花
岡１－６－１０」

61,300 1,811 1：1.5
店舗兼倉庫
Ｓ2

店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業
地域

南東35m国道 水道、下水 下松3.1km 準工(60、200)

9 - 1 下松市東海岸通り１番３ 17,100 111,365 1.5：1 工場
大小規模工場が建ち並ぶ臨海工業地
域

東13m市道 水道 下松3.2km 工専(60、200)

岩国(県)
- 1

岩国市門前町２丁目１０００５番１１
「門前町２－１２－４」

46,600 236 1：1 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北3.8m市道 水道 南岩国2.5km １中専(60、200)

2
岩国市立石町３丁目３１５５番７「立
石町３－８－２６－２」

70,000 214 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とし
た住宅地域

南東5m市道 水道、下水 岩国850m １住居(60、200)

3
岩国市海土路町２丁目１１１４７番２３
「海土路町２－７７－３」

38,000 252 1：1.2 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北東6m市道 水道 藤生1.9km １中専(60、200)

4
岩国市装束町２丁目６２２番１５「装
束町２－１１－２８」

50,900 208 1：2 住宅Ｗ2
中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅
地域

北4m市道 水道、下水 和木900m １住居(60、200)

※ 5
岩国市南岩国町３丁目８１２番２５
「南岩国町３－２３－５６」

60,300 207 1.2：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の
良い住宅地域

西6m市道 水道 南岩国1.3km １住居(60、200)



6 岩国市美和町下畑字野地５０５番６ 3,430 157 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
農家住宅と農地等が見られる住宅地
域

西8m県道 椋野10km 「都計外」

7
岩国市平田１丁目１６０９番１８「平田
１－１８－２２」

44,700 194 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地に
ある閑静な住宅地域

西5m市道 水道 川西1.1km １低専(50、80)

8
岩国市岩国３丁目３２９３番「岩国３
－５－２７」

59,000 369 1：1.5 住宅Ｂ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

南西3.5m市道 水道 西岩国1.3km １住居(60、200)

9
岩国市楠町３丁目７４７番１「楠町３
－１７－５」

61,400 268 台形 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い平坦な住宅地
域

北4.7m市道 水道 岩国2.3km １中専(60、200)

10
岩国市南岩国町１丁目１１６番９「南
岩国町１－２４－６５」

71,200 180 1：1.5 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の
良い住宅地域

北東4m私道 水道、下水 南岩国550m ２住居(60、200)

11
岩国市室の木町２丁目１０３７９番１２
「室の木町２－１１－２９」

58,300 198 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多く見られる住宅
地域

南東5m市道 水道 岩国1.8km １住居(60、200)

12
岩国市車町３丁目４５７番７外「車町
３－２３－３」

60,000 202 台形 1：1 住宅Ｗ2
住宅、アパート等が混在する米軍基地
近くの住宅地域

北西6m市道 水道 岩国1.8km １住居(60、200)

13
岩国市牛野谷町２丁目１８０番１外
「牛野谷町２－１３－４」

43,900 275 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い閑静な住宅地
域

北東4m市道 水道 西岩国1.3km １中専(60、200)

14 岩国市通津字南白崎３６３４番１４ 34,600 217 1.5：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い郊外の閑静な
住宅地域

北7.5m市道 水道 通津500m １住居(60、200)

15 岩国市御庄３丁目１１９番１７ 37,700 258 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が見られる区画整理
済の住宅地域

南東6m市道 水道 清流新岩国1.5km １住居(60、200)

16
岩国市由宇町中央２丁目６４２９番８
「由宇町中央２－５－２１」

36,400 248 1：1 住宅Ｂ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ小学校に
近い住宅地域

北西5.7m市道 水道、下水 由宇450m
「都計区」
１住居(60、200)

17
岩国市由宇町北３丁目５１６０番２
「由宇町北３－３－１２」

25,700 396 1：1 住宅Ｗ2
農地の中に中規模一般住宅が散在す
る地域

南西3m市道 水道、下水 由宇1.1km
「都計区」
(70、200)

18
岩国市由宇町南５丁目６５３７番５１
「由宇町南５－８－１２」

24,700 272 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住
宅地域

南5.5m市道 水道、下水 由宇800m
「都計区」
１中専(60、200)

19
岩国市由宇町港１丁目６１３０番５
「由宇町港１－１３－１５」

32,500 242 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、アパート等が混在
する住宅地域

東7m市道 水道、下水 由宇300m
「都計区」
１住居(60、200)

20 岩国市玖珂町字丈六１０６６番６ 29,800 200 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い県道沿いの住
宅地域

北西7m県道 水道、下水 玖珂1km
「都計区」
１住居(60、200)

21 岩国市玖珂町字鞍懸原４９０番１８ 30,800 231 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い郊外の住宅地
域

東5m市道 水道、下水 玖珂700m
「都計区」
１住居(60、200)

22 岩国市玖珂町字阿山町６０９２番５ 31,700 352 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

北西4.3m市道 水道、下水 玖珂600m
「都計区」
１住居(60、200)

23 岩国市玖珂町字大土井５３９３番６ 29,200 461 2：1 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅のほかアパート
等が混在する住宅地域

東5m市道 水道、下水 玖珂1km
「都計区」
１住居(60、200)

24
岩国市本郷町本郷字今市１５５４番
外

3,890 463 1：2 住宅Ｗ2
一般住宅を中心とする山間の住宅地
域

北5m県道 水道、下水 河山12km 「都計外」



25
岩国市周東町下久原字仁王丸１７７
１番７外

24,000 279 台形 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ駅に近い
住宅地域

南東5.5m市道 下水 周防高森380m
「都計区」
１住居(60、200)

26
岩国市周東町祖生字西崎４５４５番１
２

9,120 456 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、小売店舗等が混在
する住宅地域

北6m市道 玖珂4.7km
「都計区」
(70、200)

27
岩国市周東町西長野字刈畑２０９１
番１６外

5,750 347 台形 1：1.5 住宅Ｗ1
一般住宅、農家住宅等が見られる県
道沿いの住宅地域

西10m県道 米川2.4km
「都計区」
(60、100)

28
岩国市周東町下久原字下宇谷２３６
６番６外

24,600 328 台形 1.5：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い県道沿いの住
宅地域

南東11m県道 下水 周防高森900m
「都計区」
２中専(60、200)

29
岩国市錦町宇佐郷字宇佐郷１１０１
番１

2,560 413 1：1 住宅Ｗ2
農家住宅、一般住宅が混在する小学
校等も見られる住宅地域

南東5m市道 水道、下水 錦町17km 「都計外」

30 岩国市錦町広瀬字下桜木２６５番 9,200 346 1：4 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い周囲に農地も
見られる既成住宅地域

東3.5m市道 水道、下水 錦町950m 「都計外」

31
岩国市錦町中ノ瀬字森ノ輪手１９７
番

3,000 657 不整形 1：1.5 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅、農家住宅等が見ら
れる住宅地域

東9m国道 水道 錦町4.4km 「都計外」

32
岩国市美川町小川字石ケ久保１１３
３番

3,500 864 不整形 2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、農家住宅等が見ら
れる県道沿いの住宅地域

南7.5m県道 水道 河山2.1km 「都計外」

33
岩国市美和町渋前字下立野１７７８
番７

9,900 351 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅、病院等が見られる県道沿
いの住宅地域

北9.2m県道 水道 椋野6.8km 「都計外」

34
岩国市藤生町２丁目１４４４番２「藤
生町２－１７－２４」

27,000 438 台形 1.5：1 住宅Ｗ2
農地の中に農家住宅等が見られる住
宅地域

南5m県道 藤生550m
「調区」
(60、100)

3 - 1 岩国市通津字長迫３３３１番４ 10,700 1,304 台形 1：1 田
農地の中に一般住宅等が見られる宅
地見込地地域

水道 通津500m １住居(60、200)

5 - 1
岩国市車町２丁目２２９番１「車町２
－７－２６」

72,300 351 台形 1：1.2
診療所兼住
宅Ｓ2

飲食店舗、小売店舗、医院等が建ち
並ぶ商業地域

南西15m市道
背面道

水道 岩国2.2km
商業(80、400)
準防

5 - 2
岩国市麻里布町２丁目７２番３「麻里
布町２－９－２４」

150,000 243 1：4
店舗兼事務
所Ｓ4

小売店舗、スーパー等が建ち並ぶ国
道沿いの商業地域

西25m国道 水道、下水 岩国400m
商業(80、600)
防火

※ 5 - 3
岩国市尾津町２丁目４７０番３「尾津
町２－２１－４０」

87,700 289 1：1.5
店舗兼共同
住宅Ｓ3

店舗、事務所等が建ち並ぶ国道沿い
の商業地域

北西15m国道 水道 南岩国250m
近商(80、200)
準防

5 - 4 岩国市美川町南桑字柏川２４３４番 7,900 142 1：2 店舗Ｓ1
店舗、一般住宅等が建ち並ぶ国道沿
いの商業地域

南西8m国道 水道、下水 南桑200m 「都計外」

5 - 5
岩国市麻里布町３丁目１１９番４「麻
里布町３－１９－８」

84,800 229 1：2 店舗Ｓ3
小売店舗、飲食店舗、ビル等が混在
する商業地域

南東7.5m市道 水道、下水 岩国480m
商業(80、400)
防火

5 - 6
岩国市由宇町中央１丁目６１３３番２
「由宇町中央１－５－５」

39,900 426 台形 1：1 店舗Ｓ2
店舗、事務所等が見られる駅に近い
国道沿いの商業地域

東10m国道 水道、下水 由宇130m
「都計区」
近商(80、200)
準防

5 - 7
岩国市装束町１丁目７７４番３１外
「装束町１－９－３０」

39,600 659 1：2
事務所兼作
業所Ｓ2

事務所、営業所等が建ち並ぶ国道沿
いの地域

東15m国道
背面道

水道、下水 和木1.2km 準工(60、200)

5 - 8
岩国市美和町渋前字風呂の本１７４
０番１０

12,000 828 1：1.5
営業所兼倉
庫Ｓ2

中小規模の店舗、営業所等の見られ
る県道沿いの商業地域

南東12m県道
背面道

水道 椋野7.5km 「都計外」



5 - 9
岩国市周東町下久原字常広１２５８
番１

31,000 133 2：1
店舗兼住宅
ＲＣ3

小規模店舗、スーパー等が建ち並ぶ
県道沿いの商業地域

南10m県道 下水 周防高森550m
「都計区」
近商(80、300)
準防

5 - 10 岩国市錦町広瀬字小正下６７１２番 14,500 208 1：1.5
店舗兼住宅
Ｓ2

小規模店舗、金融機関等が建ち並ぶ
商業地域

南6m市道 水道、下水 錦町400m 「都計外」

光(県)
- 1

光市和田町９０７番３１「和田町７－
８」

24,900 191 1：1 住宅Ｗ2
小規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした閑静な住宅地域

南東4m市道 水道、下水 光2.2km １中専(60、200)

2
光市千坊台２丁目２６７番「千坊台２
－５－８」

28,700 213 1：1.2 住宅ＲＣ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た高台の住宅地域

北6m市道 水道、ガス、下水 光6.4km １低専(50、80)

3
光市虹ケ丘３丁目３２３６番１０４「虹
ケ丘３－２７－４」

47,000 207 1：1.5 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

東6m市道 水道、ガス、下水 光1km １低専(50、80)

4
光市木園１丁目１８２１番２１「木園１
－１６－７」

40,400 219 1.2：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住
宅地域

南6m市道 水道、ガス、下水 光1.7km １住居(60、200)

※ 5
光市島田３丁目８７番「島田３－１５
－３０」

35,100 221 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た住宅地域

西6m市道 水道、ガス、下水 光2.7km １住居(60、200)

6
光市上島田２丁目１５５１番１２「上島
田２－１７－２」

30,800 170 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の区
画整然とした住宅地域

南東4.5m市道 水道、下水 島田1.2km １住居(60、200)

7
光市室積大町５２５０番４７「室積大
町１７－１０」

27,400 145 1：1 住宅Ｗ2
小規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な既
成住宅地域

北東4m市道 水道、下水 光7km １中専(60、200)

8 光市大字塩田字実安３５３７番６ 8,400 316 1：1.2 住宅Ｗ2
農家住宅等が見られる県道沿いの住
宅地域

南西17m県道 水道 岩田2.3km
「都計区」
(60、100)

9
光市大字三輪字やまと台１１６０番１
５６

13,800 225 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い高台の閑静な
住宅地域

北4m市道 水道、下水 岩田1.4km
「都計区」
１中専(60、200)

10 光市大字岩田字吉延２２０７番１５ 13,300 278 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い郊外の閑静な
住宅地域

南東5m市道 水道、下水 岩田800m
「都計区」
１住居(60、200)

11
光市上島田８丁目５４４番６「上島田
８－１６－３３」

12,200 415 台形 3.5：1 住宅Ｗ1
農家住宅等のほか、農地等も介在す
る住宅地域

北東6m市道 島田1.2km
「調区」
(60、100)

3 - 1 光市木園１丁目１８６０番 8,100 771 1.5：1 田
周辺を大型店、住宅等に囲まれた宅
地見込地地域

北西1m未舗装道路 下水 光1.7km １住居(60、200)

※ 5 - 1 光市浅江２丁目１８番７外 67,100 678 1.2：1 空地
低層の店舗、営業所等が建ち並ぶ路
線商業地域

南西22m国道 水道、ガス、下水 光1.2km
近商(80、200)
準防

5 - 2
光市室積中央町４２２２番２外「室積
中央町２３－２３」

29,900 403 台形 1：1.2 店舗Ｓ1
低層の店舗等が見られる国道沿いの
路線商業地域

西22m国道 水道、下水 光7.1km 準住居(60、200)

5 - 3 光市大字岩田字林当２４８３番６ 20,200 251 1：1.5
診療所兼住
宅Ｓ2

病院、公共施設、銀行等が見られる近
隣商業地域

北西11.5m市道 水道、下水 岩田380m
「都計区」
近商(80、200)
準防

9 - 1
光市中島田２丁目２２８０番１外「中
島田２－１９－１」

29,700 5,527 不整形 2：1
工場兼事務
所

中規模工場、事業所等が混在する県
道沿いの地域

南13m県道 水道、下水 島田2.1km 準工(60、200)

長門(県)
- 1

長門市東深川字東糘塚４４６番５ 18,400 225 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を主体に、農地等が
介在する住宅地域

北西6m市道 水道、下水 仙崎1.3km
「都計区」
１中専(60、200)



2 長門市東深川字東湊１０５５番６ 18,700 209 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、漁家住宅等が混在
する住宅地域

北西5m市道 水道、下水 長門市500m
「都計区」
１住居(60、200)

3
長門市深川湯本字射場ケ台８８５番
８

14,000 274 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い閑静な既成住
宅地域

西7m市道 水道、下水 長門湯本80m
「都計区」
１住居(60、200)

4 長門市東深川字正明２０３９番１ 18,500 339 1：3 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほかに店舗併用住
宅等が見られる古くからの住宅地域

東5.5m市道 水道、下水 長門市1.2km
「都計区」
２低専(60、150)

5 長門市西深川字下築地３１４３番４ 14,000 340 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした郊外の住宅地域

西7m市道 水道、下水 板持1.5km
「都計区」
(70、200)

6 長門市三隅下字野波瀬３７０９番７ 10,700 116 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模漁家住宅の中に併用住宅等の
見られる漁港近くの住宅地域

北東7.5m道路 水道、下水 長門三隅2.3km
「都計区」
(70、200)

7 長門市日置上字小港６５５２番２ 6,900 56 台形 1：1.2 住宅ＲＣ2
中小規模漁家住宅の中に一般住宅
等が混在する臨海の漁村集落地域

南東5m市道 水道、下水 黄波戸1.1km 「都計外」

8 長門市日置中字鳥落２５２５番１ 5,450 262 1：2.5 住宅Ｗ1
中規模一般住宅を主とし、農家住宅
が見られる国道背後の住宅地域

南5m市道 水道、下水 長門古市1km 「都計外」

9 長門市日置中字下山根４５９４番２ 4,450 806 台形 2：1 住宅Ｗ1
中規模農家住宅が見られる県道沿い
の古くからの農家集落地域

南西4.5m県道 水道、下水 長門古市1.9km 「都計外」

10 長門市油谷新別名字東陵５５番３ 7,450 345 1：1.2 住宅Ｗ1
一般住宅、公営住宅のほかに農地も
見られる住宅地域

西5m市道 水道、下水 人丸1.1km 「都計外」

11
長門市油谷向津具下字久津浦３４５
４番１

6,350 302 1：2 住宅Ｗ2
漁家住宅を主とし、旅館や神社等も見
られる住宅地域

北西3.5m市道 水道 人丸12km 「都計外」

5 - 1
長門市油谷新別名字段ノ下９５０番
１外

10,800 709 台形 1：2 店舗Ｓ2
低層店舗、公共施設等が見られる駅
前の商業地域

東10m県道 水道、下水 人丸120m 「都計外」

5 - 2 長門市東深川字西中ノ坪８９０番４２ 23,300 627 1：2
診療所兼住
宅ＲＣ3

低層店舗を主体とする病院や郵便局
も見られる商業地域

南東12m県道 水道、下水 長門市330m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 3 長門市三隅下字東菰池１３６４番４外 11,800 264 台形 1：1.5
店舗兼住宅
Ｗ2

店舗、住宅が建ち並ぶ県道沿いの近
隣商業地域

南東7.5m県道 水道、下水 長門三隅270m
「都計区」
(70、200)

柳井(県)
- 1

柳井市古開作字下向地１０１９番１ 27,500 626 1.2：1 住宅Ｗ2
一般住宅等の外農地も残存する国道
背後の住宅地域

北東4.5m市道 水道 柳井1.4km
「都計区」
１住居(60、200)

2 柳井市柳井字大屋２０８８番２１ 29,400 298 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多いやや高台の閑
静な住宅地域

北東12m市道 水道、下水 柳井1.9km
「都計区」
１中専(60、200)

3 柳井市古開作字狐崎１１４６番１１ 27,800 229 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ古い造成
住宅地域

南西3.9m私道 水道 柳井1.8km
「都計区」
１中専(60、200)

4
柳井市南町７丁目１０番７「南町７－
１０－７」

42,500 385 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い区画整理済の
住宅地域

北西6m市道 水道 柳井900m
「都計区」
２中専(60、200)

5 柳井市柳井字山崎３１８番２３ 25,500 188 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅のほかに農地も見ら
れる住宅地域

西6m道路 水道 柳井港900m
「都計区」
１低専(50、100)

6 柳井市大畠字浦１１２８番 21,200 193 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ沿岸部の
国道背後の既成住宅地域

南東4.5m市道 水道、下水 大畠1.4km 「都計外」



7 柳井市遠崎字西中浦１２５５番１ 18,400 218 1：2.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い沿岸部の国道
背後の既成住宅地域

北4m市道 水道、下水 柳井港1.2km 「都計外」

5 - 1
柳井市中央３丁目４０５番５「中央３
－８－１５」

40,800 267 台形 1：1.2
店舗兼住宅
Ｓ3

店舗、飲食店のほかに住宅等も見ら
れる商業地域

北西12m県道 水道 柳井600m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 2
柳井市南町３丁目２番２「南町３－２
－２」

58,000 400 1：1.5
デイサービ
スセンター
Ｗ1

小売店舗、中層事務所ビル等が建ち
並ぶ駅南の商業地域

北東12m市道 水道、下水 柳井450m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 3 柳井市神代字晩定４１８３番１４ 28,400 165 台形 1：1.5
店舗兼住宅
Ｓ2

低層店舗、住宅等が混在する駅前の
商業地域

南9m国道
背面道

水道、下水 大畠近接 「都計外」

9 - 1
柳井市南浜４丁目６７５番５３「南浜４
－４－５」

21,700 3,302 1：2 工場
工場、営業所、倉庫等が建ち並ぶ工
業地域

北東14m市道
背面道

水道 柳井2.7km
「都計区」
工業(60、200)

美祢(県)
- 1

美祢市於福町下字金山２３０５番 4,800 545 台形 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を中心に店舗等も見
られる住宅地域

西4.5m県道 水道 於福300m
「都計区」
(70、200)

2 美祢市大嶺町東分字則重３３６４番 13,900 386 1.2：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅の中に店舗等も見ら
れる住宅地域

北西5m市道
南側道

水道、下水 美祢330m
「都計区」
１中専(60、200)

3
美祢市豊田前町麻生下字矢ノ原５８
７番６外

5,700 322 1：1.2 住宅Ｗ2
住宅、店舗等が混在し市の出張所が
ある国道沿いの住宅地域

北東17.5m国道 水道、下水 南大嶺8.9km
「都計区」
(70、200)

4
美祢市西厚保町本郷字本郷沖５５３
番３

5,800 393 台形 1.2：1 住宅Ｗ1
一般住宅を主として事業所等も介在
する県道沿いの住宅地域

南東18m県道 水道 厚保1.2km
「都計区」
(70、200)

5 美祢市美東町赤字鍔市４０７番１ 2,560 463 1.5：1 住宅ＬＳ1
中規模一般住宅、農家住宅が集落を
なす住宅地域

北西4m市道 水道 長門三隅18km 「都計外」

6 美祢市美東町大田字正覚６２３６番５ 6,600 179 1：1.5 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東4.5m市道 水道、下水 重安17km 「都計外」

7 美祢市美東町真名字大原３４７番外 7,000 671 1：1 住宅Ｗ2
農家住宅や一般住宅のほか店舗、工
場等が見られる県道沿いの住宅地域

南東11m県道 水道 上郷9km 「都計外」

8 美祢市秋芳町秋吉字瀬戸４８８５番４ 6,850 378 1.5：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い古くからの住
宅地域

北4.5m市道 水道 重安12km
「都計区」
(70、200)

9
美祢市秋芳町別府字西福寺２６８５
番３

3,660 264 台形 1.5：1 住宅ＬＳ2
一般住宅、農家住宅のほか店舗、農
地等が見られる県道沿いの住宅地域

西11m県道 水道、下水 於福7.7km
「都計区」
(70、200)

10
美祢市秋芳町嘉万字中有等２９２８
番

3,710 483 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅等が見られる古く
からの住宅地域

南4.5m市道 水道 於福7.8km
「都計区」
(70、200)

5 - 1 美祢市大嶺町東分字前川２９０番２ 21,800 378 1：1.2 店舗Ｓ1
店舗、医院、ホテル等が建ち並ぶ商
業地域

南6m市道 水道、下水 美祢650m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 2
美祢市美東町大田字近光５４８１番１
外

11,000 776 台形 1：1.2 店舗Ｓ1
店舗、営業所等が見られる道の駅周
辺の県道沿いの商業地域

南西14m県道 水道、下水 重安17km 「都計外」

5 - 3 美祢市秋芳町秋吉字生森５３７０番１ 9,000 883 台形 1：1 店舗ＲＣ2
店舗、店舗併用住宅を中心に住宅等
が見られる商業地域

西10.5m市道
北東側道

水道 重安11km
「都計区」
(70、200)

周南(県)
- 1

周南市大字栗屋字坂田９４８番１９外 29,500 150 1：1 住宅Ｗ2
一般住宅の中に空き地等が見られる
住宅地域

北4m私道 水道、ガス、下水 櫛ケ浜1.8km １住居(60、200)



2 周南市大字米光字上前田２４４番 6,300 330 1.5：1 住宅Ｗ2
農家住宅、一般住宅を中心に店舗も
見られる旧来よりの住宅地域

北3.8m市道 水道、下水 新南陽11km 「都計外」

3
周南市大字久米字三郎丸３２３１番２
外

40,200 177 1.5：1 住宅Ｗ2
一般住宅を主とし、店舗等が混在する
住宅地域

北西4m市道 水道、下水 櫛ケ浜1.3km １住居(60、200)

※ 4 周南市大字久米字貞宗７９３番６ 31,800 171 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ高台住宅
地域

東4.7m市道 水道、下水 櫛ケ浜3.5km １低専(50、80)

5
周南市周陽１丁目５０番４「周陽１－
５－７」

69,400 281 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

南東6m市道 水道、ガス、下水 徳山3.7km １低専(50、80)

6
周南市北山１丁目７５４４番１０「北山
１－７－２」

44,100 293 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た住宅地域

南西6m市道 水道、ガス、下水 徳山1.9km ２中専(60、200)

7 周南市五月町３３番 47,000 309 1：1.5 空地
一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住
宅地域

西6m市道 水道、ガス、下水 櫛ケ浜1.1km １住居(60、200)

8 周南市大字戸田字市東２８３４番１外 27,000 314 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほかに小売店舗等
が見られる既成住宅地域

南4m市道 水道、下水 戸田2.2km １住居(60、200)

※ 9
周南市楠木１丁目８６番「楠木１－９
－２２」

58,400 357 1：2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅を中心とした住宅地
域

南6m市道 水道、ガス、下水 徳山2.6km １中専(60、200)

10 周南市大字下上字上土井１４５７番５ 39,600 214 1：1.5 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い比較的新興の
住宅地域

西6m市道 水道、下水 新南陽1.8km １中専(60、200)

11 周南市緑町２丁目３０番 69,600 243 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た既成住宅地域

南西6m市道 水道、ガス、下水 徳山1.2km
１住居(60、200)
準防

12
周南市原宿町６８番外「原宿町５－
６」

55,600 192 1：2.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

北西6m市道 水道、ガス、下水 徳山1.8km １住居(60、200)

13
周南市土井２丁目１７３０番５「土井２
－５－３」

47,800 194 1：2.5 住宅Ｗ2 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 北西4m市道 水道、ガス、下水 新南陽750m １住居(60、200)

14
周南市大神４丁目２１５３番１２「大神
４－８－６」

35,700 168 1.2：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

東3.8m市道 水道、ガス、下水 新南陽1.8km １中専(60、200)

15
周南市富田１丁目３９３３番７「富田１
－８－６」

50,500 215 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の
良い住宅地域

南16m市道 水道、ガス、下水 新南陽2.2km １住居(60、200)

※ 16
周南市政所３丁目２番９「政所３－２
－８」

67,400 189 1：2 住宅ＬＳ2
一般住宅が多い利便性の良い住宅地
域

南西8m市道 水道、ガス、下水 新南陽650m １住居(60、200)

17
周南市中畷町２３５３番３１「中畷町２
－４６」

38,600 232 1：1 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た住宅地域

南東6m市道 水道、ガス、下水 福川1.3km １中専(60、200)

18 周南市大字富田字新町２９３３番 55,400 216 1：3 住宅Ｗ2
一般住宅、店舗併用住宅等が建ち並
ぶ住宅地域

南6m市道 水道、ガス、下水 新南陽1.2km １住居(60、200)

19 周南市大字小松原字木代１２４６番５ 10,000 253 1：1.5 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅、農家住宅、店舗
等が混在する県道沿いの住宅地域

南東10m県道 水道、下水 高水4.5km
「都計区」
(70、200)

20
周南市大字呼坂字勝間原１１００番９
７

17,300 219 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

北5.5m市道 水道、ガス、下水 勝間950m
「都計区」
１中専(60、200)



21 周南市大字八代字大市９１８番 3,660 349 1：2 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅、農家住宅等が混
在する住宅地域

南西4m市道 下水 高水7.6km 「都計外」

22 周南市大字原字中西原１１９番８ 12,200 485 1：1.5 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅、事業所等が混在
する県道沿いの住宅地域

北東12m県道 水道、下水 高水900m
「都計区」
１中専(60、200)

23 周南市大字鹿野上字下市３１７８番 8,450 243 1：4.5 住宅Ｗ2
店舗併用住宅も見られる既成住宅地
域

東7m市道 水道、下水 新南陽23km 「都計外」

24 周南市大字大潮字中ノ原２１２番 2,840 898 2.5：1 住宅Ｗ2
市道沿いに農家住宅等が散在する農
村地域

東9m市道 水道 新南陽27km 「都計外」

25
周南市新地２丁目５６番外「新地２－
７－２８」

41,200 247 1：1
事務所兼倉
庫Ｓ2

中規模一般住宅、営業所等が混在す
る県道背後の地域

北東16m市道 水道、ガス、下水 徳山2.1km 準工(60、200)

26
周南市大字夜市字河原田９２８番１
外

11,600 455 台形 1：1.2 住宅ＬＳ2
一般住宅、農家住宅等が混在する住
宅地域

北西10.5m県道 水道 戸田3km
「調区」
(70、200)

3 - 1 周南市かせ河原町２４０２番 8,150 1,761 1：3 田
周辺に既成一般住宅のほかに、住宅
団地も見られる宅地見込地地域

水道、ガス、下水 福川1.5km １中専(60、200)

5 - 1 周南市二番町３丁目３番 72,700 561 1：2
店舗、事務
所兼共同住
宅ＲＣ5

中小規模の店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

南東25m県道 水道、ガス、下水 徳山1.4km
近商(80、300)
準防

5 - 2
周南市千代田町１３７番５「千代田町
１１－２３」

54,900 2,729 1：1.2 店舗Ｓ2
店舗、事務所等が混在する県道沿い
の商業地域

南西25m県道 水道、ガス、下水 徳山620m
商業(80、400)
準防

5 - 3 周南市岐山通２丁目２１番 93,700 527 1：2.5
事務所、寄
宿舎、倉庫
Ｓ4

中低層の事務所、店舗等が建ち並ぶ
商業地域

南東36m市道 水道、ガス、下水 徳山750m
近商(80、300)
準防

※ 5 - 4 周南市本町１丁目２０番 72,200 169 1：3 事務所ＲＣ4
事務所、小売店舗、ホテル等が建ち
並ぶ商業地域

南西20m市道 水道、ガス、下水 徳山300m
商業(80、600)
防火

5 - 5
周南市岡田町２１０番「岡田町１０－
４０」

58,300 667 1：2 店舗Ｓ1
低層店舗、事務所等が建ち並ぶ国道
沿いの路線商業地域

北東32m国道 水道、ガス、下水 徳山1.6km 近商(80、200)

5 - 6 周南市新宿通３丁目１８番外 63,300 359 1：1.2
事務所兼倉
庫Ｓ2

低層の事務所、営業所、店舗等が多
い商業地域

北東36m県道 水道、ガス、下水 徳山1.4km
商業(80、400)
準防

5 - 7
周南市福川３丁目３４９番２「福川３
－１１－４」

45,400 91 3：1
店舗兼住宅
Ｓ4

低層事務所、店舗等が建ち並ぶ駅前
の商業地域

東16m市道 水道、ガス、下水 福川100m
商業(80、400)
準防

5 - 8
周南市大字鹿野上字中市浦２９８０
番５外

11,400 311 1：2
店舗兼住宅
Ｓ2

小規模店舗、一般住宅等が混在する
近隣商業地域

西9m県道 水道、下水 新南陽23km 「都計外」

9 - 1 周南市宮前町６０２番１０外 22,000 432,009 不整形 1：1.5 工場
大規模工場が建ち並ぶ臨海部の工業
地域

東12m県道 水道、ガス 櫛ケ浜200m 工専(60、200)

9 - 2
周南市野村１丁目４６０８番７外「野
村１－１８－２３」

30,200 618 1.2：1 事務所ＬＳ2
中小規模の事業所、事務所等が見ら
れる工業地域

北7m私道 水道、下水 新南陽2.1km 準工(60、200)

9 - 3 周南市大字栗屋字開作南７９７番３ 33,200 546 1.5：1
住宅兼診療
所Ｗ2

中小規模の営業所、工場等が混在す
る地域

北西12m県道 水道、下水 櫛ケ浜1.7km 準工(60、200)

山陽小野田
(県)  　　   　 -

1

山陽小野田市大学通２丁目３７６３番
２４「大学通２－１４－５」

26,200 240 1：1.2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

南西6m道路 水道 雀田800m
「都計区」
１住居(60、200)



2
山陽小野田市高千帆２丁目７５７番３
０「高千帆２－２０－１８」

25,300 196 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住
宅地域

南東9m市道 水道、ガス、下水 小野田2.4km
「都計区」
１中専(60、200)

3
山陽小野田市大字東高泊字一ノ下
木屋２２３０番８

21,800 324 1：1 住宅Ｗ2
一般住宅を主としてアパートも見られ
る住宅地域

北東4.5m市道 水道、下水 小野田600m
「都計区」
１中専(60、200)

4
山陽小野田市大字西高泊字西河内
２１４１番７

14,100 230 台形 1：2.5 空地
一般住宅のほかに農家住宅が見られ
る住宅地域

北5.5m市道 水道、下水 小野田3.4km
「都計区」
１中専(60、200)

5
山陽小野田市大字小野田字一ノ山
４５０番１８

16,600 240 1.2：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た住宅地域

南東8m市道 水道、下水 長門本山800m
「都計区」
１中専(60、200)

6
山陽小野田市大字郡字横根３３４１
番８

10,900 345 1：1 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が多い県道背後の住
宅地域

南3.5m道路 水道、下水 厚狭4.6km
「都計区」
(60、100)

7
山陽小野田市大字山川字二ノ稗田
１３４０番３８

22,500 323 1：2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然
とした住宅地域

南6m市道 水道、下水 厚狭1.3km
「都計区」
１中専(60、200)

8
山陽小野田市大字埴生字片山２３０
番４

14,700 312 不整形 1：3 住宅Ｗ2
農家住宅、一般住宅のほかに農地が
介在する住宅地域

北西6m市道
背面道

水道 埴生1.8km
「都計区」
１住居(60、200)

9
山陽小野田市大字厚狭字上ケ田１０
５７番３

21,400 377 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅のほかに農家住宅が
介在する住宅地域

北4.5m市道
東側道

水道、下水 厚狭1.8km
「都計区」
１中専(60、200)

3 - 1
山陽小野田市大字小野田字松原４
２９２番

4,150 910 2.5：1 田
田のほかに畑が見られる幹線市道近
傍の宅地見込地地域

ガス 雀田1.4km
「都計区」
１中専(60、200)

5 - 1
山陽小野田市中央２丁目６１６５番３
外「中央２－１－８」

31,700 190 1：1
店舗兼住宅
Ｓ2

小売店舗、事務所等が混在する路線
商業地域

西15m県道 水道、ガス、下水 南小野田500m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 2
山陽小野田市日の出１丁目１７８２番
４１「日の出１－１０－１６」

38,300 584 1：1.5 診療所ＬＳ1
銀行、店舗、事業所等が建ち並ぶ駅
近傍の商業地域

北16m市道 水道、ガス、下水 小野田330m
「都計区」
商業(80、400)
準防

5 - 3
山陽小野田市大字東高泊字西長田
屋下１４０１番１７

33,300 384 台形 1：2
事務所兼住
宅Ｗ2

事務所、店舗、住宅等が混在する国
道背後の商業地域

北11m市道 水道 小野田760m
「都計区」
準工(60、200)

9 - 1
山陽小野田市新沖３丁目７５１５番８
２「新沖３－１－２８」

9,000 3,148 1：1.5 倉庫Ｓ1
中小規模工場、倉庫等が多い工業地
域

北東12m市道 水道 小野田港1.2km
「都計区」
工専(60、200)

周防大島(県)
- 1

大島郡周防大島町大字久賀字八反
田４８６５番６

20,600 226 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を中心とする既成住
宅地域

北11m町道 水道 大畠13km 「都計外」

2
大島郡周防大島町大字椋野字天満
崎１８３１番１

12,000 229 台形 1：2 住宅ＬＳ2
中小規模一般住宅を主とする国道沿
いの住宅地域

北11m国道 水道 大畠7.1km 「都計外」

3
大島郡周防大島町大字西三蒲字浜
屋敷１８８２番１

13,100 409 1：1.5 住宅Ｗ2
一般住宅が建ち並ぶ町道沿いの既成
住宅地域

南5.5m町道 水道 大畠4.2km
「都計区」
(70、200)

4
大島郡周防大島町大字土居字森友
１４９４番３

11,200 178 1：2 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅等が見られる住
宅地域

南4m町道 水道、下水 大畠19km 「都計外」

5
大島郡周防大島町大字小松字貞森
１０６９番３

15,800 235 台形 1：1.5 住宅ＲＣ2
中規模一般住宅が多い周囲に畑等も
見られる既成住宅地域

南東4m町道 水道 大畠4km
「都計区」
(70、200)

6
大島郡周防大島町大字平野字塩屋
２７７番１

11,100 255 1.5：1 住宅Ｗ2
一般住宅、農家住宅、小売店舗等が
混在する県道沿いの住宅地域

北西7m県道 水道、下水 大畠26km 「都計外」



7
大島郡周防大島町大字和田字ろノ
泊６９９番１

8,150 289 1：1.5 住宅Ｗ1
中規模一般住宅が建ち並ぶ町道沿い
の住宅地域

東5m町道 水道、下水 大畠33km 「都計外」

8
大島郡周防大島町大字西安下庄字
長尾西６４１番１

13,400 365 台形 1：1.2 住宅Ｗ2
一般住宅の中に農地が介在する県道
沿いの住宅地域

南東6m県道 水道、下水 大畠24km 「都計外」

9
大島郡周防大島町大字東安下庄字
久保畠１３９９番

14,900 234 1：1 住宅Ｗ2
一般住宅が建ち並ぶ県道沿いの既成
住宅地域

北西10m県道 水道、下水 大畠22km 「都計外」

5 - 1
大島郡周防大島町大字久賀字竜頭
４７８７番２

24,500 217 1：2.5
店舗兼住宅
Ｗ2

小売店舗、一般住宅等が混在する既
成商業地域

北5.5m町道 水道 大畠12km 「都計外」

5 - 2
大島郡周防大島町大字東安下庄字
西浦２９３９番１８

23,100 107 1：2
店舗兼住宅
ＳＲＣ4

中小規模店舗等が建ち並ぶ商業地域 北西5.5m県道 水道、下水 大畠23km 「都計外」

和木(県)
- 1

玖珂郡和木町和木３丁目１４９番９
「和木３－４－２８」

74,000 332 1：1.2 住宅Ｗ2
中小規模一般住宅、社宅等が混在す
る住宅地域

南5m町道 水道、下水 和木350m １住居(60、200)

2
玖珂郡和木町和木５丁目１０３４番１
「和木５－６－３０」

62,900 248 2.5：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い大工場に近接
する住宅地域

東5m町道 水道、下水 和木450m ２住居(60、200)

3
玖珂郡和木町関ケ浜１丁目２５２番４
「関ケ浜１－３－４」

45,900 216 台形 1：1.5 住宅Ｗ2
一般住宅を主とし、農地が介在する住
宅地域

南東7m町道 水道、下水 和木2.9km ２中専(60、200)

上関(県)
- 1

熊毛郡上関町大字室津字竹ノ浦１７
９１番１３外

12,300 122 1：1.5 住宅Ｓ2
中規模一般住宅が多い県道背後の住
宅地域

南4m道路 水道 柳井17km 「都計外」

2
熊毛郡上関町大字長島字東町５４４
番

16,100 143 1：3 住宅Ｗ2
一般住宅のほかに小売店舗等が介在
する住宅地域

南西3.5m町道 水道 柳井19km 「都計外」

3
熊毛郡上関町大字長島字下小路４
４８８番３

9,850 168 2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い沿岸部の既成
住宅地域

北東12m町道 水道、下水 柳井23km 「都計外」

5 - 1
熊毛郡上関町大字室津字本町８０６
番２

17,000 181 台形 1：1.5
店舗兼住宅
Ｗ2

低層小売店舗等を主として、住宅等も
混在する県道沿いの商業地域

南西7m県道 水道 柳井18km 「都計外」

田布施(県)
- 1

熊毛郡田布施町大字下田布施字新
町５２４番

25,500 240 1：1.5 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が多い既成住宅地
域

南4.5m町道 水道、下水 田布施800m
「都計区」
１住居(60、200)

2
熊毛郡田布施町大字宿井字下市３
３８番９８

14,900 288 1.2：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住
宅地域

東4.4m町道 水道、下水 田布施1.9km
「都計区」
(60、100)

3
熊毛郡田布施町大字別府字新宮１
６２５番外

13,900 535 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い漁港近くの既
存住宅地域

北西3.5m町道 水道 田布施5.8km
「都計区」
１住居(60、200)

4
熊毛郡田布施町大字大波野字下正
下給３２４番１８

21,000 257 1：2
住宅兼教習
所Ｗ2

中規模一般住宅が建ち並ぶ県道背後
の住宅地域

南東6m道路 水道、下水 田布施2km
「都計区」
１住居(60、200)

5 - 1
熊毛郡田布施町大字波野字三本松
３９３番６

32,000 181 1：1
店舗兼住宅
Ｓ3

小売店舗、一般住宅等が混在する駅
前の商業地域

北13m町道 水道、下水 田布施50m
「都計区」
商業(80、400)
準防

平生(県)
- 1

熊毛郡平生町大字大野南字大久保
２７６番８

20,000 198 1：1.2 住宅ＬＳ2
中規模一般住宅が区画整然と建ち並
ぶ郊外の住宅地域

東4.5m道路 水道、下水 田布施5.3km
「都計区」
２中専(60、200)

2
熊毛郡平生町大字佐賀字荒木９２９
番２

8,800 260 不整形 1：1.5 住宅Ｗ1
一般住宅、漁家住宅等が建ち並ぶ住
宅地域

南西4m町道 水道、下水 田布施12km
「都計区」
(70、200)



3
熊毛郡平生町大字竪ケ浜字西組３７
９番

16,900 236 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

東4m町道 水道、下水 田布施2.7km
「都計区」
１中専(60、200)

4
熊毛郡平生町大字平生村字十三割
５７７番２０

25,700 235 1：1 住宅Ｗ2
中規模一般住宅が多い区画整然とし
た住宅地域

北東5m町道 水道、下水 柳井4.6km
「都計区」
１中専(60、200)

5 - 1
熊毛郡平生町大字平生村字下東浜
１５３番１２

28,600 281 1：3
店舗兼住宅
Ｓ2

小売店舗、銀行等が建ち並ぶ商業地
域

南東18m町道
背面道

水道、下水 田布施4.4km
「都計区」
商業(80、400)
準防

阿武(県)
- 1

阿武郡阿武町大字奈古字寺河内３
３１８番２

9,050 162 1：1.5 住宅Ｗ2
中規模一般住宅を中心に、畑、果樹
園等が介在する住宅地域

南2.8m町道 水道、下水 奈古1.1km 「都計外」

2
阿武郡阿武町大字宇田字今浦１３５
１番２

7,850 149 1：2 住宅Ｗ2
中規模一般住宅、小売店舗等が混在
する住宅地域

西4m町道 水道、下水 宇田郷900m 「都計外」

3
阿武郡阿武町大字福田上字六十歩
１２１９番１

2,430 509 台形 2：1 住宅Ｗ2
農家住宅等が集落をなす旧来からの
住宅地域

南西10m国道 水道、下水 宇田郷16km 「都計外」

5 - 1
阿武郡阿武町大字奈古字岡田橋２
８５９番１

17,300 378 1：1.5 店舗ＬＳ1
店舗、医院、一般住宅等が混在する
駅前の国道沿い商業地域

南東12m国道 水道、下水 奈古100m 「都計外」


