
林地を除く

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

山武 山武市 北　　    3.5m 水道 （都）
10,700 496  1.5:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2       4km 　　 　　

山武 山武市 西　　      6m 水道 （都）
17,000 165    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     1.2km 　　 　　

山武 山武市 不整形 東　　    6.2m 水道 （都）
9,700 208    1:2   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     3.2km 　　 　　

山武 山武市 南西　      4m 水道 （都）
27,600 165    1:1.5 私道 ガス １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     980m 　　 　　

山武 山武市 北西　    8.5m 水道 （都）
9,400 364    1:1.5 県道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     9.2km 　　 　　

山武 山武市 南西　      5m 水道 （都）
10,800 139    1:1   私道

　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     4.2km 　　 　　

山武 山武市 北東　    4.5m 水道 （都）
7,700 545    1:1.5 市道

　 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     6.1km 　　 　　

山武 山武市 北西　    4.9m 水道 （都）
8,450 159    1:1.5 市道

　 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2 南西     7.7km 　　 　　

側道
山武 山武市 南西　      4m 水道 （都）

26,100 224    1:1.2 市道 １住居
　 (  60, 200)

(県)  -  9 Ｗ2     160m 　　 　　

山武 山武市 北西　      6m 水道 （都）
12,900 499  1.2:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2 南西     1.6km 　　 　　

側道
山武 山武市 南東　      4m 水道 （都）

7,400 1262    1:2   市道
　 下水 (  60, 200)

(県)  - 11 Ｗ1     3.7km 　　 　　

山武 山武市 南東　    4.3m 水道 （都）
9,800 1016    1:1.2 市道

　 下水 (  60, 200)
(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

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
(㎡)

沖渡字東宮向５４７番２１
八街

日向

住宅 日向中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした戸建住宅地
域

日向台２９番７

住宅 中規模の住宅が多い県道
背後の農家住宅地域埴谷字南井ノ上８２７番

成東
小泉字上野場１１１９番１９外

小松字見晴３７４１番６

住宅 成東
成東字原田１４５番６

周囲に農地の多い郊外の
戸建住宅地域

住宅

中小規模の住宅が建ち並
ぶ区画整然とした戸建住
宅地域

住宅 成東住宅、民宿、別荘等の混
在する戸建住宅地域

別荘、民宿、住宅が混在
する戸建住宅地域

中小規模住宅が多い郊外
の閑静な戸建住宅地域

住宅
蓮沼ハ字寺後南割３７２番

農家住宅、中規模住宅が
混在する農家住宅地域

住宅

住宅

横芝
蓮沼ロ字殿下北芝３０１５番８

松尾

中規模住宅、農家住宅が
混在する農家住宅地域

住宅 松尾
松尾町八田字生子宿２７７３番１外

住宅 松尾
松尾町大堤字新井堀田３７番９外

住宅のほか診療所等が見
られる駅に近い混在住宅
地域

松尾
松尾町高富字野内１４７３番２

松尾

中規模住宅と農家住宅が
混在する農家住宅地域

農地の中に農家住宅等が
見られる農家住宅地域

住宅

住宅
松尾町広根字上之原１３５１番



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
(㎡)

山武 山武市 北東　      8m 水道 （都）
27,700 622    1:3.5 県道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     110m 　　 　　

山武 山武市 台形 北西　   12.4m 水道 （都）
44,000 569    1:1   国道 ガス 準住居

　 (  60, 200)
(県) 5-  2 Ｓ1 北東     450m 　　 　　

側道
山武 山武市 南西　    7.2m 水道 （都）

8,700 3309    1:1.2 市道 工業
　 (  60, 200)

(県) 9-  1     3.8km 　　 　　

工場 中規模工場が建ち並ぶ内
陸型の工業地域

成東
白幡字神楽台２０７９番２外

店舗兼住宅 小売店舗、戸建住宅が混
在する近隣商業地域

松尾
松尾町大堤字鎌田８７番５外

店舗 国道沿いの小売店舗のほ
か空地も見られる路線商
業地域

成東
津辺字東町１０３番１


