
【千葉県】 公売財産一覧表

見 積 価 額 ( 円 )

公売保証金(円)

460,000 山林 114 千葉市緑区高津戸町747番139

山林 7.66 千葉市緑区高津戸町747番196

山林 116 千葉市緑区高津戸町747番99

山林 1108 千葉市緑区高津戸町747番8

1,057,000

110,000

2,577,000 公衆用道路（持分17分の7） 1392 山武市埴谷字柿作372番1

宅地 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

1,234,000 宅地 198.12 山武郡九十九里町片貝字披露548番13

宅地 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

売 却
区 分
番 号

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

中央２０

公売担当部署:中央県税事務所　収税第一課　電話０４３－２３１－２３３５

50,000

317

260,000

東金２

公売担当部署:東金県税事務所　収税課　電話０４７５－５４－０２２３

130,000

船橋１１

公売担当部署:船橋県税事務所　収税第一課　電話０４７－４３３－１２７５

佐倉１２

公売担当部署:佐倉県税事務所　収税第一課　電話０４３－４８３－１１１７

市川市柏井町2丁目891番1畑



【千葉県】 公売財産一覧表
見 積 価 額 ( 円 )

公売保証金(円)

2,190,000 田 166 山武郡九十九里町粟生字一丁堀894番4

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

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

3,944,000 田 170 山武郡九十九里町片貝字新堀新田773番4

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 7.50 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

535,000 山林 10700 富津市富岡字下細南郷810番1

60,000 山林 551 富津市富岡字下細南郷810番2木更津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

売 却
区 分
番 号

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

東金４

400,000

公売担当部署:東金県税事務所　収税課　電話０４７５－５４－０２２３

東金３

220,000

公売担当部署:東金県税事務所　収税課　電話０４７５－５４－０２２３



【千葉市】 公売財産一覧表

見積価額(円)

公売保証金(円)

8,380,000 宅地 153.20 千葉市中央区白旗3丁目323番1

居宅　　　　　　　　　　　　 1階 48.13 千葉市中央区白旗3丁目323番地１

2階 47.64 【家屋番号】323番1

居宅　　　　　　　　　　　　 1階 38.00 千葉市中央区白旗3丁目323番地

2階 38.00 【家屋番号】323番の4

4,640,000 宅地 220.41 茂原市中の島町537番

居宅　　　　　　　　　　　　 1階 51.25 茂原市中の島町537番地

　　　　　　　　　　　　　　　 2階 56.21 【家屋番号】537番

13,330,000

1,400,000

7,050,000 山林 93 千葉市花見川区長作町603番10

山林 37 千葉市花見川区長作町604番26

山林 3.30 千葉市花見川区長作町604番30

居宅　　　　　　　　　　 　　1階 48.02 千葉市花見川区長作町603番地10、604番地26

2階 28.98 【家屋番号】603番10

5,780,000

580,000

3,590,000 雑種地 142 千葉市花見川区幕張町4丁目2020番

360,000 雑種地 482 千葉市花見川区幕張町4丁目2021番

5,480,000

550,000

6,840,000 区分所有建物 70.68 千葉市美浜区高洲1丁目14番地

【家屋番号】高洲1丁目14番の10

宅地(敷地権100万分の3564) 27949.89 千葉市美浜区高洲1丁目14番

7,550,000 区分所有建物 60.63 千葉市美浜区高浜3丁目43番地1

【家屋番号】高浜3丁目43番の797

宅地（敷地権100万分の1071） 99948.27 千葉市美浜区高浜3丁目43番地1

西２－１８０１
690,000

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

西２－１８０２－２

760,000

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

西１－１７２９
山林 103 千葉市花見川区宮野木台2丁目218番1

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

東２－１８０３

東２－１７４３

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

東２－１８０２

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

東２－１８０１ 710,000

宅地 271.04 千葉市若葉区加曽利町815番1

売 却
区 分
番 号

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４

宅地 208.28 千葉市緑区あすみが丘1丁目31番9

東１－１８０１

840,000

東２－１７４５
470,000

公売担当部署:千葉市納税管理課　電話０４３－２４５－５１２４



【柏市】 公売財産一覧表

見積価額(円)

公売保証金(円)

9,200,000 宅地 124.32 柏市みどり台4丁目31番67

920,000 宅地 51.55 柏市みどり台4丁目87番97

8,800,000  山林 33  柏市松ケ崎字熊野山1213番17

 山林 165  柏市松ケ崎字熊野山1213番18

 柏市松ケ崎字熊野山1213番地18、1213番地17

 【家屋番号】1213番18

 柏市３０－
 ２

(公売中
止)

 公売担当部署:柏市債権管理課　電話０４－７１６８－１０３１

900,000
 事務所 95.12

売 却
区 分
番 号

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

柏市３０－１

公売担当部署:柏市収納課　電話０４－７１６７－１１２２

 



【勝浦市】 公売財産一覧表

見 積 価 額 ( 円 )

公売保証金(円)

1,663,000 原野 14,249 勝浦市串浜字春日畑1281番1

原野 6,725 勝浦市串浜字春日畑1281番12

雑種地 471 勝浦市串浜字春日畑1281番16

雑種地 253 勝浦市串浜字春日畑1281番17

雑種地 101 勝浦市串浜字春日畑1281番18

原野 773 勝浦市串浜字春日畑1285番1

原野 535 勝浦市串浜字春日畑1285番2

山林 684 勝浦市串浜字春日畑1287番

山林 1041 勝浦市串浜字春日畑1288番

山林 1062 勝浦市串浜字春日畑1289番1

原野 234 勝浦市串浜字春日畑1290番

山林 1150 勝浦市串浜字春日畑1294番1

売 却
区 分
番 号

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

公売担当部署:勝浦市税務課　電話０４７０－７３－６６２２

勝浦１

200,000



【市原市】 公売財産一覧表

見 積 価 額 ( 円 )

公売保証金(円)

18,450,000 宅地 165.28 市原市五井字南新田2635番2

居宅　　　　　　　　　　　　　1階 61.27 市原市五井字南新田2638番

　　　　　　　　　　　　　　　　2階 61.27 【家屋番号】2638

1,850,000

売 却
区 分
番 号

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

市債３０－２

公売担当部署:市原市債権管理課　電話０４３６－２３－９８５２



【袖ケ浦市】 公売財産一覧表

見 積 価 額 ( 円 )

公売保証金(円)

18,000,000 宅地 245.50 袖ケ浦市長浦駅前2丁目23番6

居宅・店舗　　　　　　　 　　1階 67.49 袖ケ浦市長浦駅前2丁目23番地6

　　　　　　　　　　　　　　　　2階 46.37 【家屋番号】23番6

売 却
区 分
番 号

財産種別
（単位：平方メートル）

財産所在地

袖７０－１

公売担当部署:袖ケ浦市納税課　電話０４３８－６２－２６５３

1,800,000


