
資料7 宅地及び宅地見込地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 所在及び地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 周辺の土地の利用 前面道路 水道，ガ 鉄道その他の主要 都市計画法

トル当たり の現況 の状況 ス及び下 な交通施設との接 その他法令
の価格 水道の整 近の状況 の制限で主

備の状況 要なもの
(円) (㎡)

大分 大分市 42,000 160 住宅 中規模一般住宅が 西 4m 水道 西大分

大字神崎字蟹喰１１番３９ 多い住宅地域 市道 ガス １低専

(県) - 1 1:1.5

1km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 98,000 293 住宅 中規模一般住宅が 北 6m 水道 大分

王子新町２１番 多い区画の整然と 市道 ガス １中専

(県) - 2 1.2:1 した住宅地域 下水 準防

「王子新町３－２２」 1.9km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 81,000 256 住宅 中小規模一般住宅 北 4.5m 水道 大分

王子中町３５０番１ のほか店舗も点在 市道 ガス １住居

(県) - 3 1:2 する住宅地域 準防

「王子中町６－４２」 2km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 33,500 249 住宅 一般住宅が多い分 北 6m 水道 豊後国分

富士見が丘東５丁目６４７番３７３ 譲住宅地域 市道 ガス １低専

(県) - 4 1:1.2 下水

「富士見が丘東５－９－８」 2.5km

ＬＳ2 ( 50、 100)

大分市 79,000 223 住宅 一般住宅の多い住 北 3.5m 水道 大分

泉町５８３７番１２ 宅地域 市道 ガス ２中専

(県) - 5 1:1.2 下水 準防

「泉町１－８」 1.9km

Ｗ1 ( 60、 200)

大分市 97,800 145 住宅 一般住宅が多い閑 北 5.8m 水道 大分

＊ 舞鶴町２丁目６２６８番３７ 静な既成住宅地域 市道 ガス １低専

(県) - 6 1:2 下水 準防

東 1.9km

ＲＣ2 側道 ( 60、 150)

大分市 94,800 595 住宅 一般住宅が建ち並 北 8m 水道 大分

中島東２丁目６４０９番１外 ぶ区画整然とした 市道 ガス １低専

(県) - 7 1:1.2 住宅地域 下水 準防

「中島東２－３－１８」 2.1km

Ｗ2 ( 60、 150)

大分市 83,000 257 住宅 一般住宅が多い閑 北 5.5m 水道 大分

長浜町３丁目３４４９番２外 静な住宅地域 市道 ガス １住居

(県) - 8 1:2 下水 準防

「長浜町３－３－１０」 1.5km

Ｗ1 ( 60、 200)

大分市 7,820 149 住宅 一般住宅の多い既 南 6m 水道 豊後国分 「都計外」

大字竹矢字法泉寺５８２番３ 成住宅地域 市道

(県) - 9 1.2:1

7.4km

Ｗ2

大分市 80,000 330 住宅 一般住宅、アパー 北 4m 水道 大分

大字駄原字河原１２１３番４ ト等が混在する住 市道 ガス １中専

(県) - 10 1:1.5 宅地域 下水

1.8km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 35,000 281 住宅 区画整理事業完了 北東 6m 水道 坂ノ市

横塚２丁目３６０番 後の一般住宅地域 市道 ２中専

(県) - 11 1:1.5

「横塚２－１３－１３」 1.6km

ＬＳ2 ( 60、 200)

大分市 142,000 162 共同住宅 区画整理事業施行 南西 7m 水道 大分

＊ 金池南２丁目２８９２番５ 中の一般住宅地域 市道 ガス １住居

(県) - 12 1:1.5 下水 準防

（大分駅南土地区画整理４１街区６） 630m

Ｓ2 ( 60、 300)

大分市 47,000 230 住宅 中規模一般住宅が 北西 6m 水道 南大分

大字市字迫７５２番１４６ 建ち並ぶ高台の住 市道 ガス １低専

(県) - 13 1:1 宅地域 下水

4km

ＬＳ2 ( 50、 100)

大分市 31,300 250 台形 住宅 区画整理事業が完 北 6m 水道 坂ノ市

久原南１丁目２６６番 了した一般住宅地 市道 ２中専

(県) - 14 1:1.2 域

「久原南１－１２－２」 1.1km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 64,200 251 住宅 中規模一般住宅が 西 4.5m 水道 高城

＊ 明野東３丁目２４３３番１０ 建ち並ぶ閑静な住 市道 ガス １低専

(県) - 15 1:1 宅地域 下水

「明野東３－９－１６」 3.6km

ＬＳ2 ( 50、 100)

大分市 79,000 200 住宅 一般住宅、アパー 西 4m 水道 大分

上野丘西３０５番８ トが混在する丘陵 市道 １中専

(県) - 16 1:1.5 地の既成住宅地域 下水 準防

「上野丘西２１－３０」 2km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 45,000 330 住宅 一般住宅の外、未 北 6m 水道 鶴崎

乙津港町２丁目３番１３ 利用地が見られる 市道 １住居

(県) - 17 1:1.2 一般住宅地域 下水

1.3km

ＬＳ2 ( 60、 200)
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大分市 62,500 195 住宅 一般住宅、貸家等 西 4m 水道 古国府

大字羽屋字舞給７９番１２ が多い住宅地域 市道 ガス １中専

(県) - 18 1.2:1 下水

700m

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 39,600 163 住宅 小規模一般住宅が 南 3.7m 水道 南大分

大字永興字東屋敷３４６番１ 建ち並ぶ住宅地域 市道 １中専

(県) - 19 1:2 下水

450m

Ｗ1 ( 60、 200)

大分市 48,500 272 住宅 一般住宅が建ち並 北 6m 水道 敷戸

大字光吉字仏ノ迫１４５６番７７ ぶ郊外の区画整然 市道 ガス １低専

(県) - 20 1:1 とした住宅地域 下水

2km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 8,700 206 住宅 道路沿いに住宅が 東 3.3m 水道 幸崎 （都）

大字佐賀関字園４５８番３ 散在し、山林原野 市道

(県) - 21 1:1 も混在する古くか

らの住宅地域 7.8km

Ｗ2 ( 70、 400)

大分市 62,200 324 住宅 一般住宅、アパー 西 6m 水道 南大分

＊ 大字奥田字下遊塚７２５番５外 ト等が混在する既 市道 １住居

(県) - 22 1.2:1 成住宅地域

600m

Ｗ1 背面道 ( 60、 200)

大分市 55,500 163 住宅 一般住宅のほかア 北 6m 水道 南大分駅

大字畑中字東９６７番１外 パートも見られる 市道 ガス １中専

(県) - 23 1:1.2 住宅地域

2km

Ｓ2 ( 60、 200)

大分市 26,200 265 住宅 一般住宅が多い住 南西 3.5m 水道 坂ノ市

大字屋山字宮ノ下２１７０番３３ 宅地域 道路 １住居

(県) - 24 1:1.5

1.8km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 49,500 176 住宅 中規模一般住宅が 北 6m 水道 鶴崎

＊ 大字森町字無田々通２４５番６５ 多い新興住宅地域 市道 ガス ２低専

(県) - 25 1:1

2km

Ｗ2 ( 60、 150)

大分市 55,000 217 住宅 中規模一般住宅が 北 6m 水道 牧

下郡東２丁目１０５２番４ 多い住宅地域 市道 ガス ２中専

(県) - 26 1:1.5

「下郡東２－６－１６」 2km

ＬＳ2 ( 60、 200)

大分市 81,900 159 住宅 区画整理された一 東 8m 水道 牧

東津留２丁目９９番 般住宅地域 市道 ガス ２中専

(県) - 27 1:1.5 下水

「東津留２－７－８」 800m

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 64,000 214 住宅 一般住宅の中に、 北 6m 水道 牧

＊ 萩原１丁目３１３番２ アパートも多い住 市道 ガス ２中専

(県) - 28 1.5:1 宅地域 下水

「萩原１－１６－８」 1km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 66,000 215 住宅 中規模一般住宅が 北 4m 水道 牧

大津町１丁目１７８番 建ち並ぶ既成住宅 市道 ガス １住居

(県) - 29 1:1.5 地域 下水

「大津町１－２－９」 2.3km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 59,000 205 住宅 一般住宅、共同住 北 6m 水道 高城

原新町２２４番 宅、事務所が混在 市道 １住居

(県) - 30 1.5:1 する住宅地域 下水

「原新町１１－１５」 640m

ＲＣ3 ( 60、 200)

大分市 70,600 181 住宅 一般住宅・アパー 北 6m 水道 牧

牧２丁目１６３番 ト等が混在する区 市道 ガス ２中専

(県) - 31 1:1 画整理された閑静 下水

「牧２－５－４」 な住宅地域 450m

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 58,000 232 住宅 中規模の一般住宅 北 6m 水道 高城

公園通り１丁目１０番１６ が建ち並ぶ新興住 市道 ガス １低専

(県) - 32 1:1.2 宅地域 下水

7km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 88,500 239 住宅 中規模一般住宅が 北東 6m 水道 西大分

にじが丘２丁目１１番７ 多い高台の閑静な 市道 ガス １低専

(県) - 33 1:1 住宅地域 下水

2.4km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 52,000 310 住宅 一般住宅、アパー 北 6m 水道 高城

寺崎町２丁目１番１０ ト等が混在する区 市道 １住居

(県) - 34 1:2 画整然とした住宅 下水

「寺崎町２－１－１５」 地域 1.3km

Ｗ2 ( 60、 200)
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大分市 38,000 422 住宅 一般住宅が多い住 北 5m 水道 高城

大字小池原字仲門８５番外 宅地域 市道 １中専

(県) - 35 1:1.2

1.5km

Ｗ1 ( 60、 200)

大分市 35,400 256 台形 住宅 農地も残るなか、 南 4.2m 水道 高城

大字横尾字二目川３８８３番４ 一般住宅、アパー 市道 １中専

(県) - 36 1:2 ト等の混在する住 下水

宅地域 4.3km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 37,000 220 住宅 一般住宅と農家が 北西 4.5m 水道 鶴崎

大字猪野字東ノ平２２３番６ 混在する在来の住 市道 １中専

(県) - 37 1:2 宅地域

3.6km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 38,500 212 住宅 在来住宅と新興住 北 4m 水道 鶴崎

大字森字簾４７１番１１外 宅が混在する住宅 私道 １中専

(県) - 38 1:2 地域

2.5km

ＬＳ2 ( 60、 200)

大分市 48,800 230 住宅 一般住宅が多い閑 北西 6m 水道 敷戸

大字寒田字小迫１０６６番５４ 静な分譲住宅地域 市道 ガス １低専

(県) - 39 1:1 下水

1.3km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 59,000 199 住宅 一般住宅が多い分 北 6m 水道 高城

明野北３丁目１６２０番２５ 譲住宅地域 市道 ガス １低専

(県) - 40 1:1 下水

「明野北３－２２－５」 2.3km

ＬＳ2 ( 50、 100)

大分市 33,200 223 住宅 一般住宅のほか、 北東 5m 水道 鶴崎

大字鶴崎字家形２４０９番５ アパート等も混在 私道 １住居

(県) - 41 1:1.2 する住宅地域

900m

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 53,000 270 住宅 一般住宅が建ち並 北西 4m 水道 牧

大字羽田字伐畑８５番７ ぶ住宅地域 市道 ガス １低専

(県) - 42 1.2:1 下水

2.8km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 30,000 214 住宅 一般住宅が建ち並 北東 5.5m 水道 鶴崎

徳島２丁目１９９４番 ぶ区画整然とした 市道 １住居

(県) - 43 1:1.5 住宅地域 下水

「徳島２－５－９」 1.1km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 31,000 405 住宅 中規模住宅、アパ 東 6m 水道 大在

＊ 大字政所字村田２２２３番１７ ートが混在する住 市道 １住居

(県) - 44 1:1 宅地域

500m

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 37,000 484 住宅 一般住宅が多い区 北 6m 水道 大在

大在北３丁目２０８番 画整理済の住宅地 市道 ２中専

(県) - 45 1:1.2 域 下水

「大在北３－７－１４」 1.7km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 72,500 426 住宅 一般住宅、店舗、 北 16m 水道 牧

萩原１丁目２８６番 事業所等の混在す 市道 ガス ２住居

(県) - 46 1:2 る住宅地域 下水

「萩原１－１２－１６」 1.1km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 27,600 380 住宅 区画整理が行われ 北東 6m 水道 坂ノ市

大字佐野字南４２４０番 た一般住宅地域 市道 １住居

(県) - 47 1:1.2

4.3km

Ｗ1 ( 60、 200)

大分市 26,500 538 台形 住宅 丘陵地に農家、ア 西 4m 水道 大在

大字城原字南４７３番１ パート、一般住宅 市道 １低専

(県) - 48 1:1.5 が混在する住宅地

域 南 1.6km

ＲＣ2 側道 ( 50、 100)

大分市 42,500 222 住宅 一般住宅が多い閑 東 5.5m 水道 敷戸

大字田尻字南ノ迫１０４５番１０５ 静な分譲住宅地域 市道 ガス １低専

(県) - 49 1.2:1 下水

2.5km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 45,800 194 住宅 一般住宅が建ち並 西 12m 水道 南大分

＊ 大字上宗方字小迫９１８番４ ぶ区画整然とした 市道 ガス １低専

(県) - 50 1:1.2 住宅地域 下水

3km

ＬＳ2 ( 50、 100)

大分市 81,000 201 住宅 一般住宅・共同住 北 6m 水道 牧

古ケ鶴２丁目９３番 宅等が混在する住 市道 ２中専

(県) - 51 1:1.2 宅地域 下水

「古ケ鶴２－１２－６」 600m

ＬＳ2 ( 60、 200)
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大分市 36,000 214 住宅 農地が残るなか、 南 3.5m 水道 敷戸

大字寒田字平園５２１番６ 一般住宅、農家の 道路 １低専

(県) - 52 1:1.5 ほかアパートも見 下水

られる住宅地域 1.4km

Ｗ2 ( 50、 100)

大分市 50,000 228 住宅 一般住宅が多い古 北東 4.5m 水道 滝尾

大字羽田字前田７９０番１ くからの住宅地域 市道 ガス １中専

(県) - 53 1:1

1.3km

Ｗ1 ( 60、 200)

大分市 61,500 190 住宅 中規模一般住宅が 東 6m 水道 牧

大字下郡字年ノ神１５５７番８ 多い分譲住宅地域 市道 ガス １住居

(県) - 54 1:1

900m

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 22,500 591 住宅 一般住宅と農家が 南 3m 水道 中判田

大字中判田字笹越３７５番１外 混在する住宅地域 市道 １住居

(県) - 55 2:1

東 1.5km

Ｗ1 側道 ( 60、 200)

大分市 89,000 495 住宅 大中規模一般住宅 北 8m 水道 大分

碩田町２丁目５７６１番 の多い住宅地域 市道 ガス ２中専

(県) - 56 1:1.5 下水 準防

「碩田町２－４－１３」 1.8km

Ｗ2 ( 60、 200)

大分市 19,500 422 台形 住宅 一般住宅と農家が 北 7m 水道 豊後国分 「都計外」

大字野津原字二ノ瀬原６４９番 混在する住宅地域 市道

(県) - 57 1:1

5.6km

Ｗ2

大分市 15,000 1,147 不整形 原野 新興分譲住宅地背 南西 1m 西大分

大字駄原字ダンダン２０９９番１ 後に位置する宅地 道路 １低専

(県) 3- 1 1:1.8 見込地地域 未舗装

1.3km

( 50、 100)

大分市 9,900 991 田 住宅地背後の川沿 南東 3.3m 大在

大字丹生字身添１番２０ いに農地が多く残 道路 １住居

(県) 3- 2 1:3 る宅地見込地地域

3.4km

( 60、 200)

大分市 350,000 166 店舗兼住宅 各種専門店等が建 西 8m 水道 大分

中央町１丁目７０番 ち並ぶ中心アーケ 市道 ガス 商業

(県) 5- 1 1:2 ード商業地域 下水 準防

「中央町１－４－１２」 500m

ＲＣ4 ( 80、 600)

大分市 161,000 482 診療所兼共 店舗、事務所、マ 北 8m 水道 大分

城崎町２丁目５９００番 同住宅 ンション等の中低 市道 ガス 商業

(県) 5- 2 1:2 層ビルが多い商業 下水 準防

地域 1.2km

ＲＣ7 ( 80、 400)

大分市 62,000 1,021 台形 店舗 店舗、沿道サービ 南西 33m 水道 中判田

大字中戸次字北園６０７１番１外 ス施設等が建ち並 国道 近商

(県) 5- 3 1:1 ぶ郊外の路線商業

地域 1.6km

Ｓ2 ( 80、 200)

大分市 120,000 201 店舗兼住宅 小売店舗が建ち並 北 6m 水道 大分

長浜町１丁目１３９７番２ ぶ古くからの商業 市道 ガス 商業

(県) 5- 4 1:2 地域 下水 準防

「長浜町１－５－１６」 1.4km

Ｓ2 ( 80、 400)

大分市 97,000 352 店舗兼共同 中小規模の各種店 南 23m 水道 敷戸

大字光吉字西津留９１８番１ 住宅 舗等が建ち並ぶ路 国道 近商

(県) 5- 5 1:1.5 線商業地域 下水

2.1km

Ｓ2 ( 80、 200)

大分市 103,000 608 台形 事務所 郊外型店舗のほか 南 23m 水道 豊後国分

大字市字川田１１２１番 に住宅も混在する 国道 近商

(県) 5- 6 2:1 路線商業地域 下水

3km

Ｓ2 三方路 ( 80、 200)

大分市 125,000 662 台形 銀行 営業所、沿道サー 東 25m 水道 大分

＊ 西大道３丁目５４６番８ ビス施設等が建ち 国道 ガス 近商

(県) 5- 7 1:1.2 並ぶ路線商業地域 下水 準防

「西大道３－１－２４」 1.5km

ＲＣ2 ( 80、 300)

大分市 102,000 655 台形 店舗、事務 小売店、営業所、 北西 16m 水道 南大分

大字奥田字相家田６５５番２外 所兼共同住 遊技場が建ち並ぶ 国道 近商

(県) 5- 8 1.5:1 宅 商業地域

1km

ＲＣ3 ( 80、 200)

大分市 70,000 161 店舗 店舗・営業所等の 東 12m 水道 高城

高松２丁目２番９ ほか住宅も混在す 市道 ガス 商業

(県) 5- 9 1:2 る商業地域 下水

「高松２－２－２１」 500m

Ｗ2 ( 80、 400)



資料7 宅地及び宅地見込地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 所在及び地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 周辺の土地の利用 前面道路 水道，ガ 鉄道その他の主要 都市計画法

トル当たり の現況 の状況 ス及び下 な交通施設との接 その他法令
の価格 水道の整 近の状況 の制限で主

備の状況 要なもの
(円) (㎡)

大分市 63,000 270 店舗兼住宅 小売店舗、営業所 南東 11m 水道 鶴崎

大字松岡字鍛治屋敷４７１７番４外 等と一般住宅が混 県道 近商

(県) 5- 10 3:1 在する県道沿いの

商業地域 6.9km

Ｗ2 背面道 ( 80、 200)

大分市 380,000 550 銀行 銀行、事務所等中 南 36m 水道 大分

＊ 都町２丁目５番外 高層の建物の多い 国道 ガス 商業

(県) 5- 11 1:1.2 商業地域 下水 準防

「都町２－１－６」 700m

ＳＲＣ5F1B ( 80、 600)

大分市 79,000 227 店舗兼共同 国道沿いに店舗、 北 20m 水道 高城

仲西町２丁目６番８ 住宅 営業所が建ち並ぶ 国道 近商

(県) 5- 12 1:1.2 路線商業地域 下水

「仲西町２－６－１４」 1.1km

ＲＣ5 ( 80、 200)

大分市 112,000 372 台形 店舗併用共 中規模の小売店舗 北 24m 水道 大分

大字津留字六本松１９４１番２外 同住宅 等が建ち並ぶ幹線 県道 近商

(県) 5- 13 1:1.2 沿いの路線商業地 下水

域 2km

ＲＣ4 背面道 ( 80、 200)

大分市 80,000 173 診療所兼住 中規模の店舗、営 北 40m 水道 牧

東浜２丁目４９番 宅 業所が多い路線商 県道 ガス 準住居

(県) 5- 14 1.5:1 業地域 下水

「東浜２－６－７」 1.9km

ＲＣ4 ( 60、 200)

大分市 30,000 99 店舗兼住宅 小規模小売店舗が 北西 4.8m 水道 幸崎 （都）

大字佐賀関字上浦町２２５７番 建ち並び住宅もあ 市道

(県) 5- 15 1:1.5 る古くからの商業

地域 8.9km

Ｗ2 ( 70、 400)

大分市 23,000 230 店舗兼住宅 国道沿いに店舗、 南 9m 水道 豊後国分 「都計外」

大字野津原字中牟田９１９番３ 医院、スーパー等 国道

(県) 5- 16 1.5:1 が混在する商業地

域 5.3km

Ｓ3

大分市 61,000 467 倉庫 倉庫、工場、事業 北西 8m 水道 牧

西新地２丁目１６番 所等が建ち並ぶ工 市道 ガス 準工

(県) 7- 1 1:1.2 業地域 下水

「西新地２－１－１０」 2.6km

Ｓ1 ( 60、 200)

大分市 78,500 826 事務所兼倉 幹線道路沿いに店 南東 23m 水道 牧

萩原２丁目１１５番 庫 舗、営業所等が建 県道 ガス 準工

(県) 7- 2 1:1 ち並ぶ路線商業地 下水

「萩原２－２－３２」 域 1.2km

Ｓ2 ( 60、 200)

大分市 102,000 2,244 事務所 自動車営業所、事 西 20m 水道 敷戸

大字宮崎字延命１３７７番１外 務所等が建ち並ぶ 国道 ガス 準工

(県) 7- 3 1:2 国道沿いの路線商 下水

業地域 1.1km

Ｓ2 ( 60、 200)

大分市 21,000 9,321 不整形 工場 大規模工場、事業 西 10m 水道 鶴崎

大字家島字飛島１７０３番２外 所等が建ち並ぶ臨 県道 工専

(県) 9- 1 4:1 海工業地域

3km

( 60、 200)

大分市 33,900 327 住宅 農地の中に農家住 南東 2.8m 水道 南大分 「調区」

大字玉沢字垣添７２６番１外 宅が見られる幹線 市道

(県)10- 1 1:2 背後の住宅地域

4km

Ｗ1 ( 60、 200)

大分市 15,800 576 住宅 一般住宅、農家住 南 8.4m 水道 賀来 「調区」

大字東院字都原７１１番１ 宅等が見られる農 県道

(県)10- 2 1:1.5 地の多い住宅地域

2.4km

Ｗ1 ( 60、 200)


