
林地を除く

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

我孫子 我孫子市 南　　      6m 水道
136,000 226    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     650m 　　 　　

我孫子 我孫子市 北西　      6m 水道
161,000 221    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  -  2 ＬＳ2     600m 　　 　　

我孫子 我孫子市 北西　      4m 水道
99,000 191    1:1   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2     620m 　　 　　

我孫子 我孫子市 北東　      4m 水道
107,000 214  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ2     1.2km 　　 　　

我孫子 我孫子市 北西　      6m 水道
32,000 157    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  5 Ｗ2     400m 　　 　　

我孫子 我孫子市 南　　      6m 水道
41,200 184    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     1.3km 　　 　　

我孫子 我孫子市 東　　      6m 水道
62,000 257    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ1     750m 　　 　　

我孫子 我孫子市 南　　      8m 水道
125,000 258    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     700m 　　 　　

我孫子 我孫子市 北西　      6m 水道
106,000 159    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 Ｗ2     700m 　　 　　

我孫子 我孫子市 南　　    4.5m 水道
70,200 149    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 10 ＬＳ2     1.3km 　　 　　

我孫子 我孫子市 南西　      6m 水道
112,000 169    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 11 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

我孫子 我孫子市 南　　    4.5m 水道
31,200 181    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     1.5km 　　 　　

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

「柴崎台４－１２－３８」

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
(㎡)

我孫子４丁目５６３番９
我孫子

天王台

住宅 我孫子中規模一般住宅の中に駐
車場も見られる住宅地域白山２丁目２５５６番７

住宅 住宅、アパートが混在す
る区画整理済の住宅地域柴崎台４丁目１２番１２

新木
布佐平和台５丁目１８００番５１

「白山２－５－１６」

布佐１丁目１０番２１

住宅 我孫子
緑２丁目１９６８番２２

「我孫子４－３７－５」

中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

住宅

「緑２－９－１４」

中小規模の一般住宅が多
い閑静な住宅地域

住宅 布佐中規模住宅が多い区画整
理済みの住宅地域

「天王台６－２－１８」

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

「布佐平和台５－１４－６」

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

住宅
湖北台８丁目１０番１１

「湖北台８－１０－５」

中小規模住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

住宅

住宅

天王台
天王台６丁目２番１３外

湖北

「並木８－１９－１１」

中規模一般住宅の多い区
画整然とした住宅地域

住宅 我孫子
並木８丁目１４８４番２３

住宅 北柏
台田４丁目９０番

「台田４－７－１８」

中規模住宅、マンション
等が混在する区画整理後
の住宅地域

新木
新木字吾妻３１８０番１０

我孫子

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

「つくし野１－９－５」

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

住宅

住宅
つくし野１丁目８８２番３３



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
(㎡)

我孫子 我孫子市 西　　    4.2m 水道 「調区」
39,000 301  1.2:1   市道 ガス

　 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ1       1km 　　 　　

我孫子 我孫子市 東　　駅前広場 水道
285,000 214    1:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ5 駅前広場接面 防火 　　

我孫子 我孫子市 台形 北　　     18m 水道
86,500 429    1:2   国道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  2 Ｓ4     540m 　　 　　

背面道

住宅 一般住宅と農家住宅が見
られる畑の多い住宅地域

天王台
柴崎字山王作１５４番１

店舗兼事務所 店舗、事務所ビル等が建
ち並ぶ駅前商業地域

我孫子
我孫子１丁目１番７

「我孫子１－１－２２」

事務所、店舗
兼倉庫

店舗、飲食店、倉庫等が
混在する路線商業地域

北柏
台田４丁目１１６番

「台田４－１１－４０」


