
林地を除く

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

花見川 千葉市花見川区 南西　    4.3m 水道
130,000 169    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  1 Ｗ2     1.5km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 南東　    4.5m 水道
54,500 142    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2       6km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 北東　      6m 水道
64,300 254  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     4.2km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 北東　      6m 水道
181,000 163    1:1.5 市道 ガス １中専

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

花見川 千葉市花見川区 南東　      5m 水道
110,000 180    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     1.7km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 東　　      6m 水道
227,000 181    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  6 ＬＳ2     430m 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 南　　      4m 水道
124,000 195    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  7 Ｗ2     1.3km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 南西　    5.5m 水道
114,000 165  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  8 Ｗ2     1.9km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 北東　      4m 水道
156,000 148    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     430m 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 北　　      6m 水道
106,000 268    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     3.2km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 北東　      6m 水道
240,000 248    1:2   市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     750m 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 北東　      6m 水道
58,200 161    1:1   市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     5.5km 　　 　　

基準地について
の水道，ガス供
給施設及び下水
道の整備の状況

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

こてはし台４丁目１６番５
勝田台

新検見川

住宅 新検見川中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域千種町２０４番１９

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域畑町６６２番５３

新検見川
花園２丁目４番２２

作新台１丁目１５３２番１８３

住宅 新検見川
検見川町３丁目３１２番２

「こてはし台４－１６－５」

中規模一般住宅等が建ち
並ぶ区画整然とした新興
住宅地域

住宅

一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

住宅 八千代台

「作新台１－３－１９」

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

「朝日ケ丘１－１３－２」

一般住宅を主体とした既
成住宅地域

「花園２－６－２２」

中規模住宅にアパート等
が混在する住宅地域

住宅
朝日ケ丘４丁目３１６８番３０

「朝日ケ丘４－３６－１７」

一般住宅等が建ち並ぶ高
台の閑静な住宅地域

住宅

住宅

新検見川
朝日ケ丘１丁目２５９２番１１

新検見川

区画整然とした中規模の
一般住宅地域

住宅 新検見川
さつきが丘１丁目１５番１３

住宅 幕張
幕張町５丁目２５２番２０

一般住宅及びアパートが
混在し、駐車場も見られ
る住宅地域

勝田台
千種町３６１番２１

幕張本郷

一般住宅の中に事務所兼
住宅が見られる住宅地域

「幕張本郷３－６－３」

一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

住宅

住宅
幕張本郷３丁目６番１４



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

花見川 千葉市花見川区 南東　     18m 水道
315,000 110    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ4 近接 準防 　　

花見川 千葉市花見川区 北東　     50m 水道
175,000 1657    1:2   国道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     1.3km 　　 　　

花見川 千葉市花見川区 南東　     10m 水道
47,500 4232    1:2   市道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1       6km 　　 　　

事務所 銀行、中層の店舗ビルが
建ち並ぶ駅前商業地域

幕張本郷
幕張本郷１丁目３番６

「幕張本郷１－３－６」

事務所 中規模の中層営業所等の
建ち並ぶ国道１４号沿い
の路線商業地域

幕張
幕張町１丁目７６８６番１

工場 中小規模の工場が建ち並
ぶ工業団地

勝田台
千種町３１２番３外


