
林地のみ

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件  (８)  (９)

千葉（林） 市原市 雑木林地 県道 「調区」
460,000 2259 ナラ       4m

　  -  1 林(公)道  
      0m     3.3km     700m

千葉（林） 館山市 用材林地 人力 道路 （都）
247,000 1180 杉     1.8m

　  -  2  
     15m       5km     200m

千葉（林） 富津市 用材・雑木林地 市道 「都計外」
109,000 5209 杉     2.7m

　  -  3 林(公)道  
      0m     6.5km     350m

千葉（林） 鴨川市 用材林地 道路 「都計外」
172,000 5107 杉       3m

檜
　  -  4 林(公)道  

      0m     3.3km     350m
千葉（林） 匝瑳市 雑木林地 市道 「都計外」

212,000 2135 杉       4m

　  -  5 林(公)道  
      0m     6.8km     500m

千葉（林） 勝浦市 用材林地 市道 「都計外」
135,000 2664 杉 集材機     4.5m

　  -  6  
    150m     4.9km     180m

千葉（林） いすみ市 用材・雑木林地 道路 「都計外」
126,000 5438 杉       2m

　  -  7 林(公)道  
      0m     3.4km     1.1km

千葉（林） 山武市 用材・雑木林地 市道 （都）
282,000 16284 杉     2.5m

　  -  8 林(公)道  
      0m     3.2km      30m

千葉（林） 長生郡長南町 雑木林地 人力 町道 （都）
259,000 3590 クヌギ     3.6m

　  -  9  
     50m       7km     200m

千葉（林） 君津市 用材林地 道路 「調区」
337,000 9054 杉       1m

　  - 10 林(公)道  
      0m     8.3km     1.2km

千葉（林） 香取市 雑木林地 市道 （都）
228,000 3264 松     5.6m

　  - 11 林(公)道  
      0m     5.7km     250m

最寄集落及び
距離

集落近郊の高台に緩傾斜
の松や雑木が混在する自
然林地域

標高４０ｍ、約３０度の
南西傾斜。農地に隣接し
た用材及び雑木林地域

集落から近い緩傾斜のス
ギ、雑木が混在する自然
林地域

標高１５０ｍ、東傾斜約
３０度。農家集落に隣接
する用材林地域

標高６０ｍ、約２５度の
西傾斜。用材雑木が混在
する地域

集落から比較的近い緩傾
斜の人工林地域

農家集落地域に近い、広
葉樹を主体とする傾斜林
地域

標高１００ｍ、約１５度
の東向傾斜。集落に近い
用材雑木の混在地域

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(㎡)

地域の特性基準地の利用の
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

最寄駅及び距
離

公法上の規制

西町字中台峯１４８１番３ 「地森計」

金沢字太郎子谷２０８番２
上総牛久

藤原字片フタ１１６９番

上総湊 梨沢標高約９０ｍ、約３５度
の東方傾斜の用材林、雑
木林の混在地域

館山標高約６０ｍ、約２０度
の北傾斜。農地に接続す
る杉、雑木林の混在地

農村林地

農村林地
「地森計」

農村林地

「地森計」

谷藤原

皆吉

「地森計」

「地森計」

「地森計」

総元 杉戸
「地森計」

農村林地

農村林地

農村林地

「地森計」

農村林地

農村林地

梨沢字塚７２５番

飯高
飯高字足代１８５２番外

植草字向山１７４番１

杉戸字南内尺４６５番１

上総東 長志
長志字寺堀１４７０番

安房鴨川

八日市場

茂原 永井

日向 植草

仲根

農村林地
豊原字東川間２４２３番２ 「地森計」

君津 尾車 農村林地
皿引字山１３５番 「地森計」

標高６０ｍ～１００ｍ、
約２５度の北方傾斜。人
工林と雑木林の混在地

下小野字貝谷１８２０番１ 「地森計」
香取 下小野 農村林地


