
林地を除く

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

浦安 浦安市 西　　    5.8m 水道
275,000 190    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     700m 　　 　　

浦安 浦安市 南東　      6m 水道
454,000 182    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     800m 　　 　　

浦安 浦安市 南東　      6m 水道
340,000 162    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  3 Ｗ2     1.3km 　　 　　

浦安 浦安市 南西　    5.4m 水道
309,000 199    1:3   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｓ2     1.8km 　　 　　

浦安 浦安市 南西　      6m 水道
369,000 187  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｓ2     1.3km 　　 　　

浦安 浦安市 北東　      6m 水道
342,000 159    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  6 Ｗ2     1.2km 　　 　　

浦安 浦安市 南　　      5m 水道
268,000 145    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     800m 　　 　　

浦安 浦安市 南東　      6m 水道
352,000 230    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     1.2km 　　 　　

浦安 浦安市 南東　      6m 水道
433,000 171    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 Ｗ2     900m 　　 　　

浦安 浦安市 南西　     12m 水道
355,000 165    1:2.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｓ2     750m 　　 　　

浦安 浦安市 北　　     10m 水道
725,000 165    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ4     150m 準防 　　

浦安 浦安市 長方形 北西　     18m 水道
150,000 2702    1:1.5 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     1.6km 　　 　　

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

「猫実３－１９－１４」

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
(㎡)

海楽２丁目５４番１６８
新浦安

浦安

住宅 新浦安中規模建売住宅が多い新
興住宅地域美浜３丁目１０番１０４

住宅 中小規模戸建住宅と共同
住宅の混在する既存の住
宅地域

猫実３丁目９８１番４外

舞浜
東野３丁目１８６番

「美浜３－２３－１３」

富岡１丁目３番１７０

住宅 舞浜
富士見３丁目２７６９番８

「海楽２－３１－１３」

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

住宅

「富士見３－１１－１６」

一般住宅のほかに作業
所、共同住宅が混在する
住宅地域

住宅 新浦安

「富岡１－１４－９」

中規模一般住宅が建ち並
ぶ、区画整然とした中級
分譲住宅地域

「今川２－８－３０」

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

「東野３－２１－２」

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

住宅
当代島２丁目２６４番４

「当代島２－２０－４」

一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

住宅

住宅

新浦安
今川２丁目４６番１８

浦安

「北栄３－３６－９」

中小規模の一般住宅、共
同住宅等が混在する住宅
地域

住宅 浦安
北栄３丁目９９６番２

住宅 舞浜
舞浜３丁目９番１８９

「舞浜３－２７－９」

中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

舞浜
鉄鋼通り三丁目１５９番

浦安

「鉄鋼通り３－２－２」

鉄鋼関連の倉庫、加工所
の建ち並ぶ工業地域

「北栄１－１５－２６」

大型小売店舗を中心に中
小店舗、事務所ビルが建
ち並ぶ駅前の商業地域

倉庫

店舗兼事務所
北栄１丁目６０４番２


