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

東京（林） 西多摩郡奥多摩町 用材林地 町道 都計外
78,400 15,842 杉 4m

檜、から松
- 1 (82,000) 公道隣接 国立公

0m 14km 200m (普通)
東京（林） あきる野市 用材林地 林道 調区

95,000 14,082 杉 4m

- 2 (100,000) 林道隣接 国立公
0m 9.7km 50m (普通)

東京（林） あきる野市 用材林地 市道 調区
104,000 10,101 杉 6m

檜
- 3 (109,000) 公道隣接

0m 5km 150m
東京（林） 西多摩郡檜原村 用材林地 林道 都計外

89,300 34,710 杉 3.6m

- 4 (93,000) 林道隣接
0m 15km 1km

東京（林） 八王子市 用材林地 都道 調区
712,000 8,157 杉 5m

鉄索
- 5 (719,000) 都立公

200m 4.4km 800m (普通)
東京（林） 八王子市 用材・雑木林地 林道 調区

614,000 8,330 杉 3.6m
檜

- 6 (620,000) 林道隣接 都立公
0m 9.6km 250m (普通)

東京（林） 青梅市 用材林地 都道 調区
194,000 1,373 杉 9m

檜
- 7 (210,000) 公道隣接

0m 3.9km 300m
東京（林） 青梅市 用材林地 市道 調区

152,000 5,950 杉 4.5m
檜 鉄索

- 8 (163,000) 国立公
100m 2.3km 850m (普通)

東京（林） 西多摩郡日の出町 用材林地 林道 調区
106,000 7,636 杉 3.6m

檜
- 9 (111,000) 林道隣接 国立公

0m 7.8km 200m (普通)
東京（林） 小笠原村 雑木林地 都道 （都）

1,350,000 3,889 松 6m
ひめつばき

- 10 (1,350,000) 公道隣接 国立公
0m 1.6km 2.2km (２種)

東京（林） 小笠原村 雑木林地 都道 （都）
950,000 4,359 ひめつばき 4m

ビロウ等
- 11 (950,000) 公道隣接 国立公

0m 7.7km 7.3km 特別保護

最寄駅及び距離 最寄集落及び距離 公法上の規制

 (１)

基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の
10アール当たり
の価格(円)

基準地の地積
             (㎡)

基準地の利用の現況 地域の特性

標高６５０ｍ、約３５度の北向き傾斜で、
杉、檜、から松人工造林地域

奥多摩 峰谷 農村林地
川野字大ざす５４０番１ 地森計

基準地の周辺の土地の利用の現況 基準地から搬
出地点までの
搬出方法及
び距離

搬出地点の
道路の状況

標高４５０ｍ、約３５度の北東向き傾斜
の地域で杉主体の人工造林地域

武蔵五日市 上養沢 農村林地
養沢字上養沢１０５１番 地森計

標高３８０ｍ、約３５度の南東向き傾斜
の地域で杉、檜の人工造林地域

武蔵五日市 戸倉盆堀大入 農村林地
戸倉字盆堀日向清水１９８９番１ 地森計

標高４５０ｍ、約３０度の東向き傾斜の
地域で、杉の人工造林地域

武蔵五日市 南郷 農村林地
字南郷５９８７番 地森計

標高３００ｍ、北傾斜約３０度の人工造
林地域

高尾 裏高尾 都市近郊林地
裏高尾町１８７６番外 地森計

標高３００ｍ約２５度で東向き傾斜の人
工林地域

高尾 高留 都市近郊林地
上恩方町４７２６番外 地森計

標高２５０ｍ、約３５度の南向き傾斜の
地域で、杉、檜の人工造林地域

軍畑 北小曽木 農村林地
成木八丁目７３１番１ 地森計

標高４５０ｍ、約３５度の南西向き傾斜
の地域で杉、檜の人工造林地域

軍畑 高源寺 農村林地
二俣尾五丁目１７２４番 地森計

標高４００ｍ、約３５度の南東向き傾斜
の地域で杉、檜の人工造林地域

武蔵五日市 三ツ沢 農村林地
大字大久野字三ツ沢４７７２番 地森計

標高２００ｍ、約３０度の南西向き傾斜
の地域で雑木の自然林地域

農業センター停 扇浦 農村林地
父島字長谷１１０番１ 地森計

標高約１６０ｍ、約３０度の東向き傾斜
の地域で雑木の自然林地域

沖港 元地 農村林地
母島字庚申塚６０番１ 地森計


