【千葉県】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

財産種別
（単位：平方メートル）

3,754,000 宅地
380,000 宅地
船橋４

財産所在地
189.45 山武市大木字大口199番1
1139.46 山武市大木字大口199番2

居宅

81.81 山武市大木字大口199番地

物置

29.75 【家屋番号】199番

公売担当部署:船橋県税事務所 収税第一課 電話０４７－４３３－１２７５

松戸１

2,093,000 山林
210,000

277 栃木県日光市清滝安良沢町1730番84

公売担当部署:松戸県税事務所 収税第一課 電話０４７－３６１－４０１３

500,000 宅地
50,000 雑種地
佐倉５

0.72 印旛郡栄町西字西耕地205番6
27 印旛郡栄町西字西耕地314番1

原野

34 印旛郡栄町西字西耕地315番1

山林

155 印旛郡栄町西字西耕地316番2

居宅

33.12 印旛郡栄町西字西耕地316番地2
【家屋番号】316番2

公売担当部署:佐倉県税事務所 収税第一課 電話０４３－４８３－１１１７

1,809,000 公衆用道路（持分17分の7）
200,000 宅地

佐倉６

1,392 山武市埴谷字柿作372番1
284.19 山武市埴谷字柿作372番12

宅地

171.34 山武市埴谷字柿作372番13

宅地

165.22 山武市埴谷字柿作372番14

宅地

299.97 山武市埴谷字柿作372番15

宅地

170.75 山武市埴谷字柿作372番16

雑種地（持分17分の7）

20 山武市埴谷字柿作372番19

宅地（持分17分の7)

23.85 山武市埴谷字柿作372番20

公園（持分17分の7)

155 山武市埴谷字柿作372番21

雑種地（持分17分の7）

68 山武市埴谷字柿作372番22

雑種地（持分17分の7）

19 山武市埴谷字柿作372番23

公売担当部署:佐倉県税事務所 収税第一課 電話０４3－４８３－１１１７

【千葉県】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

財産種別
（単位：平方メートル）

1,203,000 宅地
125,000 宅地
東金１

財産所在地
198.12 山武郡九十九里町片貝字披露548番13
198.21 山武郡九十九里町片貝字披露548番14

公衆用道路（持分13分の2）

534 山武郡九十九里町片貝字披露548番1

用悪水路（持分13分の2）

7.22 山武郡九十九里町片貝字披露548番19

雑種地（持分13分の2）

5.01 山武郡九十九里町片貝字披露548番20

公売担当部署:東金県税事務所 収税課 電話０４７５－５４－０２２３

東金２

1,906,000 田
200,000 田

186 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番6

田

182 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番7

田

156 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番10

畑

175 山武郡九十九里町粟生字一丁堀895番3

畑

30 山武郡九十九里町粟生字一丁堀895番6

畑

2.69 山武郡九十九里町粟生字一丁堀895番7

166 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番4

公衆用道路（持分10分の5）

68 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番1

公衆用道路（持分10分の5）

220 山武郡九十九里町粟生字一丁堀895番1

用悪水路（持分10分の5）

8.09 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番3

雑種地（持分10分の5）

3.05 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番8

公売担当部署:東金県税事務所 収税課 電話０４７５－５４－０２２３

東金３

3,520,000 田

170 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番4

360,000 田

168 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番5

田

161 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番6

田

183 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番7

田

178 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番11

田

179 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番12

田

179 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番13

田

179 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番14

宅地

5.16 山武郡九十九里町片貝字新堀新田1411番5

宅地

7.5 山武郡九十九里町片貝字新堀新田1411番6

公衆用道路(持分５分の４）

344 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番1

用悪水路（持分５分の４）

6.01 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番9

公売担当部署:東金県税事務所 収税課 電話０４７５－５４－０２２３

【千葉県】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

木更津１

財産種別
（単位：平方メートル）

1,090,000 宅地
110,000 公衆用道路（持分15分の2）
雑種地（持分15分の2）

財産所在地
180.44 大網白里市南飯塚字中谷227番24
1124 大網白里市南飯塚字中谷227番21
3.98 大網白里市南飯塚字中谷227番22

公売担当部署:木更津県税事務所 収税第一課 電話０４３８－２５－１１１０

木更津３

690,000 山林
70,000 山林
山林(持分604分の75)

135 大網白里市南横川字原台下1923番15
81 大網白里市南横川字原台下1923番16
604 大網白里市南横川字原台下1923番2

公売担当部署:木更津県税事務所 収税第一課 電話０４３８－２５－１１１０

市原２

1,701,000 宅地
180,000

167.34 市原市米原字新生273番71

公売担当部署:市原県税事務所 収税課 電話０４３６－２２－２１７１

【千葉市】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

西２－２００１
（公売中止）

財産種別
（単位：平方メートル）

27,740,000 宅地
2,774,000 居宅

財産所在地
268.72 千葉市稲毛区小仲台九丁目877番105

1階

79.49 千葉市稲毛区小仲台九丁目877番地105

２階

51.34 【家屋番号】877番105

公売担当部署:千葉市納税管理課 電話０４３－２４５－５１２４

西２－２００２

14,870,000 宅地
1,487,000 宅地

23.68 千葉市花見川区幕張町五丁目446番10

宅地

47.75 千葉市花見川区幕張町五丁目447番79

宅地

92.06 千葉市花見川区幕張町五丁目448番3

17.36 千葉市花見川区幕張町五丁目446番12

公売担当部署:千葉市納税管理課 電話０４３－２４５－５１２４

【船橋市】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

財産種別
（単位：平方メートル）

562,000 山林
60,000 山林
船橋市２－１

居宅

財産所在地
25 千葉県長生郡長生村金田字永台3001番19
265 千葉県長生郡長生村金田字永台3001番20

１階
２階

55.1 千葉県長生郡長生村金田字永台3001番地20
32.77 【家屋番号】3001番20

公売担当部署:船橋市債権管理課 電話０４７－４３６－２２５０

【柏市】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

柏市２－１

2,230,000 宅地
230,000 居宅・作業所
400,000 雑種地

柏市２－２

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地
115.7 柏市南逆井四丁目1789番37

1階

39.93 柏市南逆井四丁目1789番地37

２階

11.01 【家屋番号】1789番37
132 富里市御料字宮内503番3

0
公売担当部署:柏市財政部収納課 電話０４－７１６７－１１２２

【八街市】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

八街合不１

870,000 宅地
90,000

155.93 八街市吉倉字起シ田567番96

八街合不２

870,000 宅地
90,000

155.81 八街市吉倉字起シ田567番97

八街合不３

865,000 宅地
90,000

155.01 八街市吉倉字起シ田567番98

公売担当部署:八街市納税課収税第二班 電話０４３－４４３－１１１５

【市原市】
売
区
番

公売財産一覧表

却 見積価額(円)
分
号 公売保証金(円)

市債２－２

2,880,000 宅地
290,000 居宅

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地
492.56 市原市大桶字根田761番1

1階
２階

104.54 市原市大桶字根田761番地1
55.48 【家屋番号】761番１の2

公売担当部署:市原市債権管理課 電話０４３６－２３－９８５２

