
林地を除く

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

香取 香取市 東　　    5.1m 水道 （都）
23,000 207    1:1   市道 １低専

　 (  40,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     2.3km 　　 　　

香取 香取市 北西　    6.7m 水道 （都）
32,700 371    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.6km 　　 　　

香取 香取市 南東　      6m 水道 （都）
17,700 165    1:1.5 市道 ガス

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     2.8km 　　 　　

香取 香取市 北東　      4m 水道 （都）
19,500 232    1:2.5 市道 １低専

　 (  40,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     2.1km 　　 　　

香取 香取市 南東　      6m 水道 （都）
36,600 173    1:2   市道 １中専

　 下水 (  40, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.4km 　　 　　

香取 香取市 北東　    4.1m 水道 （都）
22,600 330    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     550m 　　 　　

香取 香取市 北　　    5.4m 水道 （都）
20,700 326    1:1.2 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.4km 　　 　　

香取 香取市 台形 北東　      5m 水道 （都）
11,000 356    1:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     300m 　　 　　

香取 香取市 不整形 西　　    7.6m 水道 「都計外」
7,000 1365  2.5:1   市道

　
(県)  -  9 Ｗ1    11.4km 　　 　　

香取 香取市 南東　    5.1m 水道 「都計外」
9,000 723    1:2   市道

　 下水
(県)  - 10 Ｗ1     2.3km 　　 　　

香取 香取市 西　　      5m 水道 「都計外」
7,600 714  1.5:1   市道

　
(県)  - 11 Ｗ2    11.4km 　　 　　

香取 香取市 東　　      7m 水道 （都）
43,400 277    1:3   県道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     610m 準防 　　

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
(㎡)

みずほ台２丁目９９１番１３１
下総神崎

佐原

住宅 佐原中規模住宅、共同住宅が
建ち並ぶ混在住宅地域佐原字仁井宿イ３１８０番４

住宅 中規模住宅の中に空地等
も見られる戸建住宅地域佐原字橋替イ１３１２番６外

小見川
小見川字野際１０７１番１

岩ケ崎台１４番６

住宅 佐原
牧野字居合１９７７番６

大規模開発による区画整
然とした戸建住宅地域

住宅

周囲に農家、農地が残る
中に戸建住宅が増えつつ
ある農家住宅地域

住宅 佐原住宅の中に空地も残る区
画整然とした戸建住宅地
域

一般住宅と農家住宅等が
混在する戸建住宅地域

住宅が多い中に事業所等
も見られる戸建住宅地域

住宅
野田字上谷中２９５番１

住宅が建ち並ぶ中に水田
も見られる戸建住宅地域

住宅

住宅

水郷
一ノ分目字ノ中１０５１番２外

小見川

農家住宅のほか一般住宅
も見られる農家住宅地域

住宅 小見川
小見字渕木１８２９番２外

住宅 東成田
沢字辺田１８７７番１

中規模の在来の農家住宅
が多い農家住宅地域

佐原
佐原字横宿イ５９１番

佐原

低層小売店舗等が建ち並
ぶ古くからの普通商業地
域

県道背後の在来の農家住
宅が多い農家住宅地域

診療所、店舗
兼住宅

住宅
岩部字後谷５５２番２



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
(㎡)

香取 香取市 北西　     22m 水道 （都）
56,200 229    1:1.5 市道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｓ2     350m 準防 　　

香取 香取市 北西　    8.7m 水道 （都）
26,600 135    1:2.5 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2     660m 準防 　　

香取 香取市 台形 東　　    9.1m 水道 （都）
8,300 6848  1.2:1   県道 工業

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1 南     4.1km 　　 　　

側道

店舗兼住宅 中低層の店舗が多い区画
整理済の路線商業地域

佐原
北３丁目２番１３外

店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち
並ぶ近隣商業地域

小見川
小見川字本町２６５番１外

倉庫 中規模工場が多く見られ
る内陸型の工業地域

水郷
木内字行人谷１２０３番１外


