
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北西   3.5m  水道          西登戸　　　　　               
　　　　　  登戸４丁目８４番２　　　　　　  215,000 239    1： 1.2 　　　　　 ぶ閑静な住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         ( 60, 200)    
(県)  -  1 「登戸４－１０－１４」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中小規模一般住宅にアパ 南     5.9m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  都町１８２番外　　　　　　　　  167,000 139  1.5： 1  　　　　　 ート、営業所等も混在す 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る住宅地域　　　　　　              下水            2.9Km         (200)
(県)  -  2 「都町２－２７－１８」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 小規模一般住宅にアパー 南東     5m  水道          東千葉　　　　　               
　　　　　  道場北２丁目３２７番１０　　　  160,000 105  1.2： 1  　　　　　 トも混在する既存の住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県)  -  3 「道場北２－１２－１８」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中小規模一般住宅が多い 北東     6m  水道          西登戸　　　　　               
　　　　　  汐見丘町２０番５　　　　　　　  240,000 248    1： 2  　　　　　 閑静な環境のよい住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水             170m         (200)
(県)  -  4 「汐見丘町３－９」              S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅を中心に 西     5.5m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  弁天４丁目４２８番６外　　　　  196,000 165    1： 1.5 　　　　　 アパート等が混在する住 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県)  -  5 「弁天４－２－１３」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多く、 北西     6m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  都町８７２番１外　　　　　　　  149,000 235    1： 1.5 　　　　　 区画整然とした閑静な住 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            3.1Km         ( 60, 200)    
(県)  -  6 「都町１－４３－４」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い海 南東     6m  水道          西千葉　　　　　               
　　　　　  登戸５丁目１０番３　　　　　　  228,000 379    1： 2  　　　　　 岸台地上に形成された閑 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 静な住宅地域　　　　　              下水             600m         ( 60, 200)    
(県)  -  7 「登戸５－１０－３」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 小規模一般住宅の密集す 北東     4m  水道          大森台　　　　　               
　　　　　  仁戸名町３７３番１８　　　　　  118,000 152    1： 1.2 　　　　　 る県道背後の傾斜地の住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 60, 150)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅を中心に 南西     6m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  都町７７３番外　　　　　　　　  161,000 172    1： 2  　　　　　 アパート等も混在する区 区画街路     ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 画整然とした住宅地域　              下水            2.4Km         ( 60, 200)    
(県)  -  9 「都町１－３－１４」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 一般住宅、アパート、貸 北西     6m  水道          蘇我　　　　　　               
　　　　　  稲荷町１２４番３外　　　　　　  148,000 216  1.2： 1  　　　　　 家等が混在する住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         (200)
(県)  - 10 （南部第２工区２８－１５）　　  W2          　　　　　　　　　                        高度   

　　　　　　　　　　　　　　　  
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 東       6m  水道          蘇我　　　　　　               
　　　　　  今井町９７番１　　　　　　　　  155,000 196    1： 1.5 　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             560m         (200)
(県)  - 11 「今井３－１８－５」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 田畑も見られる普通住宅 西     4.5m  水道          浜野　　　　　　               
　　　　　  村田町７７９番４　　　　　　　  113,000 165    1： 2  　　　　　 地域　　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             400m         (200)
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 既成の住宅地域内にある 西       6m  水道          浜野　　　　　　               
　　　　　  浜野町４４８番５６　　　　　　  122,000 175    1： 1  　　　　　 分譲住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             750m         (200)
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 一般住宅、アパートのほか 東      4.5m 水道          浜野　　　　　　               
　　　　　  浜野町１０２３番２　　　　　　  126,000 330    1： 1  　　　　　 空き地も見られる住宅地域市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             400m         (200)
(県)  - 14                                 W1          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 北西     3m  水道          学園前　　　　　               
　　　　　  南生実町１３０９番９　　　　　  104,000 126    1： 1.5 　　　　　 い高台の住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               800m         ( 50, 100)    
(県)  - 15                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南西     6m  水道          浜野　　　　　　               
　　　　　  生実町１１４５番１３５　　　　  115,000 139    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 50, 100)    
(県)  - 16                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中小規模一般住宅のほか 西       5m  水道          大森台　　　　　               
　　　　　  大森町５３０番５　　　　　　　  126,000 138  1.2： 1  　　　　　 空地等も混在する新興住 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                               600m         ( 60, 150)    
(県)  - 17                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 小規模一般住宅が多い住 北     3.7m  水道          蘇我　　　　　　               
　　　　　  鵜の森町１３２９番１５　　　　  139,000 93    1： 1.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 200)    
(県)  - 18 「鵜の森町１６－２」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅を中心と 北西     4m  水道          蘇我　　　　　　               
　　　　　  宮崎町１１４番５外　　　　　　  164,000 275  1.5： 1  　　　　　 する区画整然とした住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 200)    
(県)  - 19 「宮崎１－１３－１２」          S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北       5m  水道          本千葉　　　　　               
　　　　　  千葉寺町１４５番　　　　　　　  135,000 296    1： 1.5 　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         ( 60, 200)    
(県)  - 20                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 北       6m  水道          大森台　　　　　               
　　　　　  星久喜町７５１番２５　　　　　  116,000 158    1： 1.5 　　　　　 ち並ぶ丘陵地に開発され 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 た住宅地域　　　　　　              下水            1.6Km         ( 60, 150)    
(県)  - 21                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模住宅が多い区画の 南東　　5m 水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  矢作町２３５番９　　　　　　　  133,000 203  1.5： 1  　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              3Km         (200)
(県)  - 22                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南西     4m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  矢作町９９１番６４　　　　　　  127,000 153  1.2： 1  　　　　　 混在する丘陵地の住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            3.5Km         ( 60, 150)    
(県)  - 23                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 南東     4m  水道          大森台　　　　　               
　　　　　  松ケ丘町９９番１　　　　　　　  123,000 152    1： 1.5 　　　　　 い緑地に隣接した閑静な 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 150)    
(県)  - 24                                 W2          　　　　　　　　　    南西  側  道               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 一般住宅の中に店舗も混 西     5.5m  水道          本千葉　　　　　               
　　　　　  亀井町１０５番５　　　　　　　  185,000 235    1： 2.5 　　　　　 在する既存の住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         (200)
(県)  - 25 「亀井町１０－４５」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅を中心と 南東     5m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  都町１２１０番１７外　　　　　  137,000 137    1： 1  　　　　　 する区画整然とした閑静 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 な住宅地域　　　　　　              下水            3.5Km         ( 60, 200)    
(県)  - 26                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南       6m  水道          大森台　　　　　               
　　　　　  仁戸名町６５７番９　　　　　　  130,000 172  1.2： 1  　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.2Km         ( 60, 200)    
(県)  - 27                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 東       6m  水道          大森台　　　　　               
　　　　　  川戸町３２９番１６　　　　　　  114,000 167    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.8Km         ( 50, 100)    
(県)  - 28                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 小規模住宅が建ち並ぶ一 西       6m  水道          千葉寺　　　　　               
　　　　　  千葉寺町６９５番２６　　　　　  133,000 173    1： 1.2 　　　　　 般住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 60, 200)    
(県)  - 29                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 住宅　　　 大規模住宅が多い閑静な 南西     6m  水道          西千葉　　　　　               
　　　　　  春日２丁目１１番８　　　　　　  283,000 420    1： 1.5 　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         (200)
(県)  - 30 「春日２－９－３」              S3          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗、事務 低層の店舗、事務所等が 南西    15m  水道          西千葉　　　　　               
　　　　　  松波２丁目２２番２１　　　　　  286,000 161    1： 2.5 所兼住宅　 建ち並ぶ駅に近い商業地 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　              下水             200m         (300)
(県) 5-  1 「松波２－７－２」              S3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗兼住宅 小規模な小売店舗が建ち 北西    18m  水道          西千葉　　　　　               
　　　　　  松波４丁目２６番１７　　　　　  252,000 105    1： 1.2 　　　　　 並ぶ路線商業地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (300)
(県) 5-  2 「松波４－２１－７」            W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗兼事務 中高層の店舗、事務所ビ 北      28m  水道          千葉               
　　　　　  新町１番１９　　　　　　　　　  1,280,000 323    1： 1.5 所　　　　 ルが建ち並ぶ駅南側の商 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 業地域　　　　　　　　              下水             350m (600)
（県） 5- 3 　 SRC9        　　　　　　　　　     防火          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗兼事務 中高層の店舗、事務所ビ 南東    18m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  院内１丁目１２番８　　　　　　  347,000 287    1： 1.5 所　　　　 ルが建ち並ぶ商業地域　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (400)
(県) 5-  4 「院内１－１２－８」            SRC5        　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗　　　 中高層の飲食店ビル等が 南      10m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  富士見２丁目１７番２０　　　　  495,000 177    1： 1.5 　　　　　 多い商業地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (600)
(県) 5-  5 「富士見２－１７－１２」        RC4         　　　　　　　　　                 防火          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 ホテル　　 ホテル、店舗のほかマン 北      16m  水道          千葉中央　　　　               
　　　　　  新宿２丁目６番１１　　　　　　  455,000 355    1： 1.5 　　　　　 ションも見られる駅裏の 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 商業地域　　　　　　　              下水             130m         (600)
(県) 5-  6 「新宿２－６－１８」            SRC8F1B     　　　　　　　　　                 防火          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗　　　 中層の各種専門店が建ち 南      12m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  富士見２丁目８番１２　　　　　  705,000 149    1： 2  　　　　　 並ぶ繁華な商業地域　　 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             480m         (600)
(県) 5-  7 「富士見２－８－１０」          RC7         　　　　　　　　　                 防火          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗兼事務 中高層の店舗、事務所ビ 南西    12m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  登戸１丁目１０番１４外　　　　  280,000 116    1： 2  所　　　　 ルに一般住宅も混在する 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 商業地域　　　　　　　              下水             800m         (400)
(県) 5-  8 「登戸１－１０－１２」          RC5F1B      　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗　　　 小売店舗が連たんする路 北西    18m  水道          本千葉　　　　　               
　　　　　  港町４番３０　　　　　　　　　  225,000 86    1： 1.5 　　　　　 線商業地域　　　　　　 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             180m         (300)
(県) 5-  9 「港町４－１８」                W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                    台形　　　 店舗兼住宅 小規模な小売店舗、飲食 南       8m  水道          蘇我　　　　　　               
　　　　　  今井町５４５番５外　　　　　　  241,000 283    1： 2  　　　　　 店等が多い駅裏商業地域 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水          駅近接          (400)
(県) 5- 10 「今井１－２５－１３」          S3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗兼事務 金融機関、大型店舗等が 西      22m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  中央２丁目３番３２外　　　　　  1,000,000 926  1.5： 1  所　　　　 建ち並ぶ高層の商業地域 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             680m         (800)
(県) 5- 11 「中央２－３－１６」            SRC8F2B     　　　　　　　　　    南    側  道 防火          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 銀行　　　 中規模の店舗の中に集合 北西    19m  水道          東千葉　　　　　               
　　　　　  祐光４丁目１５９２番８　　　　  230,000 687    1： 1  　　　　　 住宅が見られる商業地域 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             850m         (200)
(県) 5- 12 「祐光４－２－１」              RC2         　　　　　　　　　    南西  側  道 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 店舗兼事務 中高層の店舗、事務所の 北      26m  水道          千葉中央　　　　               
　　　　　  本千葉町６番１　　　　　　　　  714,000 158  1.2： 1  所　　　　 建ち並ぶ駅前商業地域　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             100m         (800)
(県) 5- 13 「本千葉町６－１」              S8          　　　　　　　　　    西    側  道 防火          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 事務所　　 事務所、店舗等が混在す 北東    23m  水道          本千葉　　　　　               
　　　　　  長洲１丁目５９番１０　　　　　  368,000 165    1： 1  　　　　　 る路線商業地域　　　　 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             200m         (400)
(県) 5- 14 「長洲１－２１－５」            S3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉中央　 千葉市中央区                            　 倉庫付事務 倉庫、事務所、中層マン 北       7m  水道          浜野　　　　　　               
　　　　　  村田町８１５番３　　　　　　　  138,000 247  1.2： 1  所　　　　 ション等が混在する路線 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 商業地域　　　　　　　              下水             560m         (200)
(県) 5- 15                                 S2          　　　　　　　　　    東    側  道        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 南西   4.3m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  畑町６６２番５３　　　　　　　  190,000 169    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         ( 60, 150)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 南東   4.5m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  千種町２０４番１９　　　　　　  117,000 142    1： 2  　　　　　 ち並ぶ住宅地域　　　　 市道         下水          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                6Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 中規模一般住宅等が建ち 北東     6m  水道          勝田台　　　　　               
　　　　　  こてはし台４丁目１６番５　　　  127,000 254  1.2： 1  　　　　　 並ぶ、区画整然とした新 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 興住宅地域　　　　　　              下水            4.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3 「こてはし台４－１６－５」      W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 一般住宅、マンション等 北東     6m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  検見川町３丁目３１２番２　　　  226,000 163    1： 1.5 　　　　　 が混在する住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 60, 200)    
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 南東   5.5m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  作新台１丁目１５３２番１８３　  165,000 180    1： 2  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.7Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5 「作新台１－３－１９」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 中規模住宅にアパート等 東       6m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  花園２丁目４番２２　　　　　　  235,000 181    1： 1.5 　　　　　 が混在する住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             430m         ( 60, 150)    
(県)  -  6 「花園２－６－２２」            S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ高 南       4m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  朝日ヶ丘町３１６８番８　　　　  177,000 256    1： 1.5 　　　　　 台の閑静な住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 150)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 一般住宅を主体とした新 南     5.5m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  朝日ヶ丘町２５９２番１１　　　  167,000 165  1.5： 1  　　　　　 興の住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.9Km         ( 60, 150)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 南東     4m  水道          幕張　　　　　　               
　　　　　  幕張町３丁目１１０３番２　　　  203,000 137    2： 1  　　　　　 い既成住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 区画整然とした中規模な 北       6m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  さつきが丘１丁目１５番１３　　  161,000 268    1： 1.5 　　　　　 一般住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            3.2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 北東     6m  水道          幕張本郷　　　　               
　　　　　  幕張本郷３丁目６番１４　　　　  235,000 248    1： 2  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             750m         ( 60, 200)    
(県)  - 11 「幕張本郷３－６－３」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 一般住宅、店舗併用住宅 北東     6m  水道          勝田台　　　　　               
　　　　　  千種町３６１番２１　　　　　　  119,000 161    1： 1  　　　　　 等の混在する、郊外の住 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            4.5Km         ( 60, 200)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 北東     4m  水道          幕張　　　　　　               
　　　　　  幕張町５丁目２５２番２０　　　  203,000 148    1： 2  　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             430m         (200)
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 畑　　　　 既成住宅地域に隣接する 東       3m  水道          実籾　　　　　　               
　　　　　  長作町８８７番１外　　　　　　  68,000 898  1.5： 1  　　　　　 熟成度の高い地域　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km         ( 50, 100)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 事務所　　 銀行、中層の店舗ビルが 南東    18m  水道          幕張本郷　　　　               
　　　　　  幕張本郷１丁目３番６　　　　　  438,000 110    1： 2  　　　　　 建ち並ぶ駅前商業地域　 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水          駅近接          (300)
(県) 5-  1 「幕張本郷１－３－６」          RC4         　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 倉庫　　　 中規模の中層営業所等の 北東    50m  水道          幕張　　　　　　               
　　　　　  幕張町１丁目７６８６番１　　　  257,000 1657    1： 2  　　　　　 建ち並ぶ、国道１４号線 国道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 沿いの路線商業地域　　              下水            1.3Km         (200)
(県) 7-  1                                 B1          　　　　　　　　　                               

                                
千葉花見川 千葉市花見川区                          　 工場兼事務 中小規模の工場が建ち並 南東    10m  水道          新検見川　　　　               
　　　　　  千種町３１２番３外　　　　　　  83,000 4232    1： 2.5 所　　　　 ぶ工場団地　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  工業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              6Km         (200)
(県) 9-  1                                 S3          　　　　　　　　　                               

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い既 北     4.5m  水道          天台　　　　　　               
　　　　　  天台１丁目１０８０番４　　　　  182,000 238    1： 1.2 　　　　　 成住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             400m         ( 60, 200)    
(県)  -  1 「天台１－１９－６」            S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い新 北東　　4．5m 水道          スポーツセンター               
　　　　　  萩台町６９６番１１７　　　　　  153,000 170    1： 1  　　　　　 興住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 低層一般住宅、アパー 南       6m  水道          穴川　　　　　　               
　　　　　  園生町９８９番５外　　　　　　  157,000 163  1.2： 1  　　　　　 ト、店舗等の建ち並ぶ住 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水             500m         ( 60, 200)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い新 東       6m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  宮野木町８３５番８７　　　　　  158,000 164    1： 1  　　　　　 興住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.3Km         ( 60, 150)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中規模建売住宅が多い分 南西     5m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  長沼町２５３番３５　　　　　　  150,000 149    1： 1  　　　　　 譲住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            3.6Km         ( 60, 150)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南　　　　4m 水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  小仲台町1108番外 226,000 132  1.5： 1  　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             850m         ( 60, 200)    
(県)  -  6 「小仲台７－１０－２３」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 西       4m  水道          京成稲毛　　　　               
　　　　　  稲毛東５丁目１５１７番４　　　  193,000 134    1： 1.5 　　　　　 混在する住宅地域　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             480m         (200)
(県)  -  7 「稲毛東５－１６－８」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 小規模住宅、アパート等 南西   5.5m  水道          京成稲毛　　　　               
　　　　　  稲毛町５丁目４５３番　　　　　  167,000 119    1： 1.2 　　　　　 が混在する既成住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　    南東  側  道        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い低 北東     6m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  黒砂台３丁目１８２番１８　　　  184,000 127    1： 1.5 　　　　　 地にある住宅地域　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         (200)
(県)  -  9 「黒砂台３－２－１８」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い閑 南       7m  水道          天台　　　　　　               
　　　　　  穴川２丁目３３４番７　　　　　  188,000 165  1.2： 1  　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県)  - 10 「穴川２－６－２２」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 南東   5.5m  水道          西千葉　　　　　               
　　　　　  穴川１丁目２０７番６５　　　　  190,000 201    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         (200)
(県)  - 11 「穴川１－１－１７」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 北西     3m  水道          京成稲毛　　　　               
　　　　　  稲毛３丁目１５９８番５　　　　  168,000 182    1： 2  　　　　　 ち並ぶ既成住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             250m         (200)
(県)  - 12 「稲毛３－１５－２２」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 南       4m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  園生町４０８番３５　　　　　　  139,000 165  1.5： 1  　　　　　 ち並ぶ閑静な住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            4.2Km         (200)
(県)  - 13                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 住宅　　　 住宅、アパート、社宅、 北       6m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  山王町７２番９　　　　　　　　  111,000 135    1： 1.2 　　　　　 寮が混在する住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km         ( 60, 200)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 店舗兼住宅 中層ビルと小売店舗等が 北東    10m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  稲毛東３丁目１１番４　　　　　  380,000 79    1： 1.5 　　　　　 連たんする駅前商業地　 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             200m         (400)
(県) 5-  1 「稲毛東３－７－８」            W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 店舗兼住宅 飲食店、小売店舗の多い 北       8m  水道          京成稲毛　　　　               
　　　　　  稲毛東２丁目１番１０　　　　　  272,000 185    1： 2  　　　　　 駅前の商業地域　　　　 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水          近接 (300)
(県) 5-  2 「稲毛東２－４－４」            RC3         　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉稲毛　 千葉市稲毛区                            　 店舗　　　 飲食店舗、小売店舗等が 北東    18m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  小仲台２丁目９４７番３外　　　  470,000 99    1： 1.2 　　　　　 建ち並ぶ駅前の商業地域 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             100m         (400)
(県) 5-  3 「小仲台２－５－１４」          RC5         　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 区画整然とした閑静な一 南       6m  水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  大宮台４丁目３４６０番３１　　  108,000 236    1： 1  　　　　　 般住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              9Km         ( 50, 100)    
(県)  -  1 「大宮台４－１４－７」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南       5m  水道          千城台北　　　　               
　　　　　  千城台西１丁目２０番９　　　　  132,000 237  1.2： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         ( 50, 100)    
(県)  -  2 「千城台西１－２０－９」        W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北       8m  水道          千城台北　　　　               
　　　　　  小倉台７丁目１０７４番１６　　  136,000 245    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             450m         ( 50, 100)    
(県)  -  3 「小倉台７－１１－２」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北西     5m  水道          小倉台　　　　　               
　　　　　  小倉台１丁目１０３６番９３　　  138,000 251    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             150m         ( 50, 100)    
(県)  -  4 「小倉台１－１６－８」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 南東     6m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  都賀２丁目２３番１２　　　　　  164,000 165    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m         ( 60, 200)    
(県)  -  5 「都賀２－２３－１４」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模の戸建住宅が建ち 北東     6m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  都賀の台４丁目５１６番５３　　  148,000 168    1： 1  　　　　　 並ぶ区画整然とした住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  6 「都賀の台４－１７－７」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 北東     6m  水道          桜木　　　　　　               
　　　　　  貝塚町１３２７番１０５　　　　  133,000 193    1： 1.2 　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         (200)
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 南       6m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  若松町１８２番１３５　　　　　  105,000 175    1： 1  　　　　　 並ぶ郊外の区画整然とし 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 た住宅地域　　　　　　              下水              4Km         ( 50, 100)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 南東     5m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  加曽利町１０３２番１１　　　　  115,000 209    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              3Km         ( 60, 150)    
(県)  -  9                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 南東     6m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  桜木町５３３番３２　　　　　　  144,000 173    1： 1  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             950m         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち 南東     6m  水道          みつわ台　　　　               
　　　　　  みつわ台４丁目５番２４　　　　  152,000 198    1： 1.5 　　　　　 並ぶ区画整理済の住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             600m         ( 50, 100)    
(県)  - 11 「みつわ台４－５－１７」        W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 南       4m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  貝塚町１２０６番３　　　　　　  138,000 155    1： 1  　　　　　 い住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 50, 100)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 北       6m  水道          桜木　　　　　　               
　　　　　  桜木町２２５番１１４　　　　　  120,000 175  1.5： 1  　　　　　 ち並ぶ住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         ( 50, 100)    
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 小規模一般住宅の多い新 北東     5m  水道          桜木　　　　　　               
　　　　　  桜木町３３０番９　　　　　　　  131,000 84    1： 1.5 　　　　　 興住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         ( 50, 100)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模の一般住宅及びマ 東       6m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  西都賀２丁目９番１３　　　　　  161,000 154    1： 1.5 　　　　　 ンション等が建ち並ぶ県 私道 ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 道背後の住宅地域　　　              下水             550m         ( 60, 200)    
(県)  - 15 「西都賀２－９－１２」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 南西     6m  水道          みつわ台　　　　               
　　　　　  みつわ台５丁目１番１２０　　　  146,000 238  1.2： 1  　　　　　 並ぶ区画整然とした住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 16 「みつわ台５－１－１２０」      W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                     住宅　　　 一般住宅、アパート等が建 東　　　6.5m 水道          千葉　　　　　　               
　　　　　  加曽利町９８７番１３　　　　　  109,000 172   0.8 ： 1 　　　　　 ち並ぶ区画整然とした住宅市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水            4.5Km         ( 60, 150)    
(県)  - 17                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 一般住宅の中にマンショ 北東     6m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  都賀３丁目２８番２　　　　　　  178,000 208    1： 1.5 　　　　　 ン等が見られる住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         ( 60, 200)    
(県)  - 18 「都賀３－２８－２」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 店舗兼事務 中層の店舗ビル等が建ち 北西     6m  水道          都賀　　　　　　               
　　　　　  西都賀３丁目１２１７番１３　　  274,000 164    1： 1.5 所　　　　 並ぶ駅前背後の商業地域 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             100m         (400)
(県) 5-  1 「西都賀３－８－３」            S4          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 店舗兼住宅 小規模な小売り店舗が建 北西    18m  水道          千城台　　　　　               
　　　　　  千城台南１丁目１０番１０　　　  174,000 124    1： 2  　　　　　 ち並ぶ近隣商業地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         (200)
(県) 5-  2 「千城台南１－１０－１０」      W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉若葉　 千葉市若葉区                            　 住宅　　　 市街化区域に隣接し、工 南西     6m  水道          都賀　　　　　　 「調区」      
　　　　　  若松町５３１番２４６　　　　　  99,000 165    1： 1.5 　　　　　 場、食堂等が混在する既 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 存の住宅地域　　　　　                              1.2Km                       
(県)10-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                     住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ郊外 北西     6m  水道          千葉 「調区」      
　　　　　  中田町２３５７番６６　　　　　  62,000 189    1： 1  　　　　　 の区画整然とした住宅地 市道         　 　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域              下水            10.6km               
(県)10-  2                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                    台形　　　 住宅　　　 農地の中に農家住宅と一 南     4.5m  水道          千葉　　　　　　 「調区」      
　　　　　  下田町１０９７番２外　　　　　  49,000 1231  1.2： 1  　　　　　 般住宅が点在する地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                9Km                       
(県)10-  3                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉若葉　 千葉市若葉区                    　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 北　　　5.5m 水道          大森台　　　　　 「調区」      
　　　　　  大宮町１114番１４ 59,000 131    1： 1  　　　　　 ち並ぶ住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.7Km                       
(県)10-  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北東     6m  水道          土気　　　　　　               
　　　　　  高津戸町２番５６　　　　　　　  89,000 222    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                      台形　　　 住宅　　　 中小規模の一般住宅のほ 北西     4m  水道          鎌取　　　　　　               
　　　　　  辺田町１３２番５　　　　　　　  93,000 198    1： 2  　　　　　 か畑地の多い住宅地域　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m         ( 50, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 中小規模の一般住宅のほ 南東     4m  水道          誉田　　　　　　               
　　　　　  大膳野町４番２７９　　　　　　  84,000 215    1： 1  　　　　　 か畑地の多い住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.7Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          誉田　　　　　　               
　　　　　  誉田町３丁目３０番９０　　　　  111,000 166    1： 1.5 　　　　　 ぶ高台の住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 南東     5m  水道          土気　　　　　　               
　　　　　  大椎町１２５１番１７９　　　　  96,000 166    1： 1.5 　　　　　 整然とした新興の分譲住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 中規模住宅の中に未だ空 北西     6m  水道          誉田　　　　　　               
　　　　　  誉田町１丁目８４７番９　　　　  102,000 163  1.2： 1  　　　　　 地が見られる区画整然と 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 した新興の住宅地域　　              下水              2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 中規模住宅が旧農道沿い 北       4m  水道          鎌取　　　　　　               
　　　　　  鎌取町１１２番８外　　　　　　  110,000 178    1： 1  　　　　　 に建ち並ぶ県道背後の既 道路                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 存の一般住宅地域　　　                               600m         (200)
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 農家住宅の中に農地や一 南     2.5m  水道          浜野　　　　　　               
　　　　　  古市場町３４０番　　　　　　　  71,000 495    1： 1.5 　　　　　 般住宅が混在する道路条 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 件の劣る既存住宅地域　              下水            2.3Km         (200)
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 中規模の戸建住宅が建ち 南西     6m  水道          土気　　　　　　               
　　　　　  あすみが丘５丁目６０番６　　　  101,000 202    1： 1  　　　　　 並ぶ区画整然とした新興 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の住宅地域　　　　　　              下水            2.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 南西     4m  水道          誉田　　　　　　               
　　　　　  誉田町１丁目７９１番３３　　　  100,000 138    1： 1.5 　　　　　 ち並ぶ道路条件の劣る既 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 存の住宅地域　　　　　                              1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 店舗兼住宅 中小規模の小売店舗等に 北西     6m  水道          誉田　　　　　　               
　　　　　  誉田町２丁目７番４６　　　　　  189,000 165    1： 2  　　　　　 スーパーが混在し建ち並 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 ぶ駅前の路線商業地域　              下水             130m         (200)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 店舗兼事務 中小規模の小売店舗に一 北     7.5m  水道          土気　　　　　　               
　　　　　  土気町１７２７番４外　　　　　  176,000 152    1： 2  所　　　　 般住宅が見られる駅前の 県道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 路線商業地域　　　　　                                80m         (200)
(県) 5-  2                                 S3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ畑地 北       6m  水道          土気　　　　　　 「調区」      
　　　　　  土気町１２９４番３８　　　　　  68,000 133    1： 1  　　　　　 や農家住宅等に囲まれた 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                              1.6Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉緑　　 千葉市緑区                              　 住宅　　　 一般住宅、農家住宅等が 北　　　　4m 水道          誉田　　　　　　 「調区」      
　　　　　  誉田町２丁目２0番６８６ 79,000 165   1.5 : 1 　　　　　 混在する農地の多い住宅 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              1.1Km          
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　    東側道               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          検見川浜　　　　               
　　　　　  磯辺７丁目５８番１３６　　　　  209,000 223    1： 1.2 　　　　　 ぶ新興住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             550m         ( 50, 100)    
(県)  -  1 「磯辺７－１９－２」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北東     6m  水道          稲毛海岸　　　　               
　　　　　  高洲１丁目３番１４　　　　　　  206,000 193  1.2： 1  　　　　　 ぶ新興住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 200)    
(県)  -  2 「高洲１－４－１４」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          検見川浜　　　　               
　　　　　  真砂５丁目４０番５　　　　　　  205,000 244    1： 1.5 　　　　　 ぶ海浜埋め立て沿いの新 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 興住宅地域　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3 「真砂５－４０－５」            S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 一般住宅の中に店舗等が 南東     9m  水道          稲毛海岸　　　　               
　　　　　  稲毛海岸４丁目１番４９６　　　  225,000 165    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 200)    
(県)  -  4 「稲毛海岸４－４－２１」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 店舗　　　 自動車関連業種等の店舗 北東    50m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  幸町２丁目７番１外　　　　　　  302,000 1646  1.2： 1  　　　　　 の多い路線商業地域　　 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　 　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         (400)
(県) 5-  1 「幸町２－２０－５」            S1          　　　　　　　　　    背面道       準防          

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 店舗　　　 沿道サービス産業の店舗 北東    50m  水道          幕張本郷　　　　               
　　　　　  幕張西３丁目７７９７番８　　　  232,000 1500    1： 1.5 　　　　　 が建ち並ぶ路線商業地域 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         (200)
(県) 5-  2 「幕張西３－１－８」            S1          　　　　　　　　　    背面道              高度   

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 工場兼事務 事務所、営業所、倉庫等 南西    13m  水道          千葉みなと　　　               
　　　　　  新港６３番２　　　　　　　　　  132,000 3008  1.5： 1  所　　　　 が建ち並ぶ工業地域　　 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         (200)
(県) 7-  1                                 RC2         　　　　　　　　　                               

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 工場兼事務 中小規模の工場、倉庫が 南西    13m  水道          稲毛海岸　　　　               
　　　　　  新港１９７番８外　　　　　　　  89,000 5007    1： 2  所　　　　 建ち並ぶ臨海工業地域　 道路         ガス          　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 住宅　　　 一般住宅、民宿、農地等 南東   4.6m  水道          犬吠　　　　　　 (都)          
　　　　　  犬吠埼１０２３５番１　　　　　  46,300 466  1.5： 1  　　　　　 が混在する住宅地域　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               300m         (200)
(県)  -  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

銚子　　　 銚子市                                  　 住宅　　　 畑地も多い新興住宅地域 南西   3.5m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  小畑新町８４９３番３　　　　　  48,100 165  1.2： 1  　　　　　 　　　　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.4Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                          台形　　　 住宅　　　 小規模住宅の多い住宅地 東       5m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  本城町４丁目２１０番１　　　　  58,400 152    1： 1  　　　　　 域　　　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km         (200)
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 住宅　　　 駅に近接し、中小規模の 南東   4.4m  水道          椎柴　　　　　　 (都)          
　　　　　  野尻町２９４番５外　　　　　　  35,000 325    1： 1  　　　　　 一般住宅の多い住宅地域 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               220m                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 東     4.5m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  上野町２１７番１９　　　　　　  48,500 198    1： 1.5 　　　　　 ち並ぶ市が造成した旧分 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 譲住宅地域　　　　　　                              2.7Km         ( 60, 200)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 北西   4.5m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  北小川町２４５７番６　　　　　  58,900 165    1： 2.5 　　　　　 い住宅地域　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         (200)
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 住宅　　　 小規模住宅が建ち並ぶ住 北東   4.5m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  愛宕町２９６５番４　　　　　　  56,800 154    1： 2.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km         (200)
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                          台形　　　 住宅　　　 中小規模一般住宅の多い 北西     5m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  笠上町７１０７番１外　　　　　  49,100 411    1： 1.5 　　　　　 既存住宅地域　　　　　 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.7Km         ( 60, 200)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 住宅　　　 中規模農家住宅が多い農 東       6m  水道          松岸　　　　　　 (都)          
　　　　　  三宅町２丁目１１３１・１１３３番合併 19,200 1034    1： 1.2 　　　　　 家集落地域　　　　　　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.2Km                       
(県)  -  9                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 店舗兼住宅 店舗ビル、小売店舗等が 西      36m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  西芝町１０番２１　　　　　　　  271,000 71    1： 1  　　　　　 建ち並ぶ駅前通り商店街 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             150m         (400)
(県) 5-  1                                 RC4         　　　　　　　　　                 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

銚子　　　 銚子市                          不整形　　 店舗　　　 店舗、事務所、事業所等 北      14m  水道          松岸　　　　　　 (都)          
　　　　　  松岸町３丁目２７７番２外　　　  85,000 1304    1： 1  　　　　　 が建ち並ぶ路線商業地　 国道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               200m         (200)
(県) 5-  2                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
銚子　　　 銚子市                          台形　　　 店舗、住宅 店舗ビル、小売店舗、事 北      27m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  馬場町５番２　　　　　　　　　  148,000 143    1： 1.2 兼倉庫　　 務所ビル等が建ち並ぶ既 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 成商業地域　　　　　　              下水            1.2Km         (400)
(県) 5-  3                                 S5          　　　　　　　　　                 準防          

                                
銚子　　　 銚子市                                  　 冷蔵庫兼倉 魚類加工場、冷凍庫等と 南西     6m  水道          銚子　　　　　　 (都)          
　　　　　  明神町２丁目２７１番外　　　　  44,900 1415    1： 1.5 庫　　　　 住宅が混在する地域　　 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                4Km         (200)
(県) 7-  1                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 北       4m  水道          北国分　　　　　               
　　　　　  北国分２丁目２５８２番６外　　  182,000 106    1： 1.5 　　　　　 見られる閑静な住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m         ( 40,  80)    
(県)  -  1 「北国分２－２６－５」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                          台形　　　 住宅　　　 一般住宅の中に畑地等が 東       4m  水道          市川　　　　　　               
　　　　　  国分３丁目１７８５番１４　　　  165,000 180    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km         ( 40,  80)    
(県)  -  2 「国分３－２２－２５」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 東       6m  水道          下総中山　　　　               
　　　　　  本北方２丁目１０４９番２２　　  220,000 126    1： 1  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3 「本北方２－１３－１５」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 南東     5m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  宮久保１丁目３番５　　　　　　  220,000 147    1： 2  　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  4 「宮久保１－２０－２２」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般戸建住宅と農家住宅 北西     4m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  曽谷３丁目４７番４　　　　　　  187,000 105  1.5： 1  　　　　　 が混在する住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.7Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5 「曽谷３－３－２」              W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 南西     4m  水道          下総中山　　　　               
　　　　　  若宮１丁目５０番５　　　　　　  193,000 208    1： 1.2 　　　　　 い住宅地域　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.1Km         (200)
(県)  -  6 「若宮１－１１－２」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 南西     4m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  南八幡３丁目２３１番４外　　　  300,000 221    1： 1.2 　　　　　 ト等が混在する住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             480m         (200)
(県)  -  7 「南八幡３－１５－８」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中にアパート 南東     4m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  宮久保６丁目８４１番１８　　　  178,000 229    1： 2  　　　　　 等が混在する台地上の住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                              2.9Km         ( 50, 100)    
(県)  -  8 「宮久保６－１１－２１」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 北西     6m  水道          行徳　　　　　　               
　　　　　  末広２丁目１１番７　　　　　　  295,000 241    1： 1.5 　　　　　 ト等が混在する住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             770m         ( 60, 200)    
(県)  -  9 「末広２－１１－１６」          S3          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北西     6m  水道          行徳　　　　　　               
　　　　　  福栄２丁目１８番１０　　　　　  285,000 188    1： 2  　　　　　 混在する地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 60, 200)    
(県)  - 10 「福栄２－１８－１７」          RC2         　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南東    10m  水道          行徳　　　　　　               
　　　　　  入船７番１８外　　　　　　　　  281,000 200    1： 1.5 　　　　　 混在する新興住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 60, 200)    
(県)  - 11 「入船７－５」                  W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北西     4m  水道          市川　　　　　　               
　　　　　  新田２丁目１２２３番１　　　　  307,000 146    1： 1.2 　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             650m         ( 60, 200)    
(県)  - 12 「新田２－２８－１４」          W3          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模戸建住宅に共同住 北     6.2m  水道          本八幡　　　　　 　
　　　　　  八幡１丁目７０番４外　　　　　  326,000 333  1.5： 1  　　　　　 宅が混在する駅近くの古 市道 ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 くからの住宅地域　　　              下水             400m         (200)
(県)  - 13 「八幡１－１９－１」            S2          　　　　　　　　　    西側道        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西　　6m 水道          市川大野　　　　               
　　　　　  大野町１丁目４６７番８　　　　  180,000 151    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道 ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域                            　950m (４0, ８0)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅が散在する区画 北　　　　6m 水道          船橋法典　　　　               
　　　　　  柏井町1丁目１４８２番1外 160,000 157    1： 2  　　　　　 整理地区内の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　 　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水          　900m ( 50, 100)    
(県)  - 15 (柏井土地区画整理組合8街区3-1) W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が連続する区 南東     5m  水道          矢切　　　　　　               
　　　　　  中国分５丁目６２７番７２　　　  185,000 179    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.1Km         ( 40,  80)    
(県)  - 16 「中国分５－１３－１５」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 北       5m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  東菅野１丁目５３９番６　　　　  305,000 198    1： 2  　　　　　 並ぶ閑静な既成住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 17 「東菅野１－２１－７」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北東     6m  水道          市川大野　　　　               
　　　　　  南大野３丁目１８番１１１　　　  210,000 174    1： 2  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m         ( 50, 100)    
(県)  - 18 「南大野３－１８－１７」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等の 北西     6m  水道          妙典               
　　　　　  河原７２２番１１外　　　　　　  214,000 181    1： 1.5 　　　　　 混在する区画整然とした 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水          　　1km ( 60, 200)    
(県)  - 19 「河原１２－１１」              W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 小規模な一般住宅が建ち 北       4m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  宮久保３丁目４５２番２　　　　  215,000 102    1： 1.2 　　　　　 並ぶ住宅地域　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.9Km         ( 50, 100)    
(県)  - 20 「宮久保３－３２－９」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 南東     6m  水道          船橋法典　　　　               
　　　　　  本北方３丁目７７９番　　　　　  196,000 147    1： 2  　　　　　 見られる郊外の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.7Km         ( 50, 100)    
(県)  - 21 「本北方３－２３－３４」        RC2         　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 共同住宅　 アパート、マンションに 北西     6m  水道          南行徳　　　　　               
　　　　　  南行徳１丁目５番１８　　　　　  294,000 198    1： 1.2 　　　　　 戸建住宅の混在する区画 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 整然とした住宅地域　　              下水             550m         ( 60, 200)    
(県)  - 22 「南行徳１－５－１８」          S3          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 周辺に寮、社宅等の見ら 南東     4m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  菅野５丁目１６８３番５　　　　  256,000 145    1： 2  　　　　　 れる一般住宅地域　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 50, 100)    
(県)  - 23 「菅野５－９－５」              W2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート、小 南西   4.5m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  大和田３丁目１０６５番２外　　  245,000 182    1： 2  　　　　　 売店舗等が混在する住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 200)    
(県)  - 24 「大和田３－１８－９」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が連続する幹 北      11m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  菅野１丁目２０番２　　　　　　  335,000 390    1： 1  　　　　　 線道路沿いの住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         (200)
(県)  - 25 「菅野１－７－１６」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南西     6m  水道          南行徳　　　　　               
　　　　　  福栄１丁目１５番６外　　　　　  292,000 258    1： 2  　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         ( 60, 200)    
(県)  - 26 「福栄１－１５－１７」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市川　　　 市川市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い閑 北東     7m  水道          下総中山　　　　               
　　　　　  中山４丁目５２０番３　　　　　  222,000 206    1： 3  　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               870m         ( 40,  80)    
(県)  - 27 「中山４－１－５」              S2          　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                                  　 店舗　　　 中小規模の小売店舗、飲 南西     6m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  八幡２丁目１６７２番２　　　　  690,000 284    1： 1  　　　　　 食店等が建ち並ぶ繁華な 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 商業地域　　　　　　　              下水             150m         (600)
(県) 5-  1 「八幡２－６－５」              S2          　　　　　　　　　    東    側  道 防火          

                                
市川　　　 市川市                                  　 店舗　　　 店舗、金融機関等が混在 北西    15m  水道          行徳　　　　　　               
　　　　　  行徳駅前２丁目１３番３外　　　  685,000 543    1： 2.5 　　　　　 する駅前の商業地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              80m         (400)
(県) 5-  2 「行徳駅前２－１３－２１」      SRC4        　　　　　　　　　    背面道       防火          

                                
市川　　　 市川市                          台形　　　 店舗、事務 中高層ビルが建ち並ぶ駅 北      20m  水道          市川　　　　　　               
　　　　　  市川１丁目１０７０番７外　　　  860,000 380    1： 3.5 所、共同住 前商業地域　　　　　　 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  宅　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             180m         (600)
(県) 5-  3 「市川１－７－１５」            SRC7        　　　　　　　　　                 防火          

                                
市川　　　 市川市                                  　 店舗、共同住 中高層のビル化が進む駅 南東    12m  水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  南八幡４丁目１７０番１外　　　  940,000 202    1： 1.5 宅　　　　 周辺の商業地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             170m         (600)
(県) 5-  4 「南八幡４－６－６」            RC5         　　　　　　　　　                 防火          

                                
市川　　　 市川市                          台形　　　 店舗兼住宅 中層店舗ビルが建ち並ぶ 東   駅前広場 水道          本八幡　　　　　               
　　　　　  八幡２丁目１３１番２　　　　　  1,330,000 205  1.2： 1  　　　　　 駅前の繁華な商業地域　              ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水          駅前広場接面    (600)
(県) 5-  5 「八幡２－１６－６」            SRC7F1B     　　　　　　　　　                 防火          

                                
市川　　　 市川市                                  　 作業所兼住宅 中小工場、一般住宅、マン北東    5.6m 水道          原木中山               
　　　　　  原木１丁目５２６番９外 230,000 114 　　1 ： 1 　　　　　 ション等が混在する地域 市道 ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　              下水             550m         (200)
(県) 7-  1 「原木１－４－３５」            W2          　　　　　　　　　                 高度

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市川　　　 市川市                                  　 工場　　　 大中規模の工場、倉庫が 北東    18m  水道          二俣新町　　　　               
　　　　　  高谷新町９番５外　　　　　　　  95,000 21123    1： 3  　　　　　 立地する海面を埋め立て 市道                       　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 た工業地域　　　　　　                              1.9Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
市川　　　 市川市                          台形　　　 住宅　　　 農地の中に一般住宅、農 北西   2.7m  水道          市川大野　　　　 「調区」      
　　　　　  大町４８１番２　　　　　　　　  82,000 1487    1： 1.5 　　　　　 家住宅が見られる地域　 道路                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km                       
(県)10-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパートが併 北       6m  水道          下総中山　　　　               
　　　　　  本中山５丁目２５番１３　　　　  260,000 92    1： 1.2 　　　　　 存する区画整然とした住 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  -  1 「本中山５－８－１７」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 南       4m  水道          馬込沢　　　　　               
　　　　　  藤原７丁目４２５番１６８　　　  155,000 116    1： 1.2 　　　　　 い住宅地域　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               800m         ( 40,  80)    
(県)  -  2 「藤原７－２５－２６」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ閑静 北西     6m  水道          海神　　　　　　               
　　　　　  海神３丁目６８２番１１　　　　  247,000 150    1： 1.5 　　　　　 な既成住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県)  -  3 「海神３－６－１９」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほかにアパー 北西     4m  水道          船橋競馬場　　　               
　　　　　  浜町１丁目４番６７　　　　　　  208,000 132    1： 1.5 　　　　　 ト等が混在する住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               500m         (200)
(県)  -  4 「浜町１－３７－１３」          W3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模分譲住宅の建ち並 南西     6m  水道          小室　　　　　　               
　　　　　  小室町２８５９番　　　　　　　  138,000 222    1： 1.5 　　　　　 ぶ千葉ニュータウン内の 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水              1Km         ( 40,  80)    
(県)  -  5                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 西       5m  水道          東船橋　　　　　               
　　　　　  東船橋４丁目３０２２番５　　　  261,000 188    1： 1.5 　　　　　 混在する新興住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             350m         ( 50, 100)    
(県)  -  6 「東船橋４－２５－５」          RC2         　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                          不整形　　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 北       4m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  市場１丁目１９６８番６　　　　  233,000 147  1.5： 1  　　　　　 並ぶ地域　　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  ２住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                1Km         (200)
(県)  -  7 「市場１－２－１１」            W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南     4.5m  水道          塚田　　　　　　               
　　　　　  前貝塚町３６６番５８　　　　　  201,000 192    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水             950m         ( 50, 100)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅が建ち 北東     4m  水道          二和向台　　　　               
　　　　　  高野台４丁目６８６番１７２　　  120,000 100    1： 2.5 　　　　　 並ぶ南東向緩傾斜状の住 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 50, 100)    
(県)  -  9 「高野台４－７－１６」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中にアパート 北西     4m  水道          二和向台　　　　               
　　　　　  咲が丘２丁目６５０番４５　　　  156,000 151    1： 2.5 　　　　　 等も見られる住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             850m         ( 50, 100)    
(県)  - 10 「咲が丘２－４２－１６」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い高 南東     4m  水道          馬込沢　　　　　               
　　　　　  丸山１丁目８７番２４　　　　　  176,000 168  1.2： 1  　　　　　 台の閑静な住宅地域　　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               570m         ( 50, 100)    
(県)  - 11 「丸山１－３８－１９」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほかにアパー 東　　　　6m 水道          西船橋　　　　　               
　　　　　  海神町南１丁目１４２２番５ 235,000 113    1： 1.5 　　　　　 ト、マンション、作業場等 道路         ガス          　　　　　　　  1住居
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 が混在する住宅地域　　              下水             800m         (200)
(県)  - 12 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 西　　　 6m 水道          習志野　　　　　               
　　　　　  習志野台５丁目２４番１９　　　  182,000 240    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　              下水             1.4km ( 60, 200)    
(県)  - 13 「習志野台５－２４－２２」      W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模住宅の中にアパー 北西     5m  水道          前原　　　　　　               
　　　　　  前原西７丁目７５６番３５　　　  214,000 154    1： 1  　　　　　 トが混在する住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               420m         ( 60, 200)    
(県)  - 14 「前原西７－１３－１５」        S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模住宅やアパートに 南西   4.5m  水道          前原　　　　　　               
　　　　　  前原東２丁目１３４番２０　　　  211,000 169  1.5： 1  　　　　　 駐車場及び農地が見られ 私道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る住宅地域　　　　　　                               520m         ( 60, 200)    
(県)  - 15 「前原東２－２０－２０」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模住宅が多く、畑 南東     4m  水道          船橋法典　　　　               
　　　　　  上山町２丁目４８９番７　　　　  153,000 185    1： 1.2 　　　　　 等も見られる一般住宅地 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              1.6Km         ( 50, 100)    
(県)  - 16                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 北西   4.5m  水道          二和向台　　　　               
　　　　　  二和東６丁目１０３番１４１　　  162,000 161    1： 1  　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         ( 60, 200)    
(県)  - 17 「二和東６－６－５」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模住宅が多い分譲 東     4.5m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  夏見台６丁目７番７２　　　　　  171,000 126    2： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.2Km         ( 40,  80)    
(県)  - 18 「夏見台６－３－２」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 台地上の閑静な一般住宅 北西　　5m 水道          薬園台　　　　　               
　　　　　  田喜野井４丁目８９３番１５　　  179,000 142    1： 1.5 　　　　　 地域　　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m         ( 60, 200)    
(県)  - 19 「田喜野井４－５－９」          S2          　　　　　　　　　                  

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南東　　5m 水道          三咲　　　　　　               
　　　　　  三咲２丁目２６７番１６　　　　  156,000 151    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 60, 200)    
(県)  - 20 「三咲２－２０－２３」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 南       4m  水道          習志野　　　　　               
　　　　　  習志野１丁目３１８番１４　　　  172,000 118    1： 1.5 　　　　　 い住宅地域　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         (200)
(県)  - 21 「習志野１－３－１４」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南東     4m  水道          北習志野　　　　               
　　　　　  西習志野２丁目８４６番２７　　  203,000 233  1.2： 1  　　　　　 画整然とした閑静な住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               500m         ( 50, 100)    
(県)  - 22 「西習志野２－２８－７」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                          台形　　　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 北東     6m  水道          薬園台　　　　　               
　　　　　  二宮２丁目８０番１１３　　　　  178,000 236    1： 1.2 　　　　　 閑静な住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               650m         ( 60, 200)    
(県)  - 23 「二宮２－３２－６」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 北     4.5m  水道          飯山満　　　　　               
　　　　　  芝山１丁目３３４番１０６　　　  197,000 173    1： 1.2 　　　　　 閑静な分譲住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             450m         ( 50, 100)    
(県)  - 24 「芝山１－２０－８」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模住宅が多い高台 西     4.5m  水道          北習志野　　　　               
　　　　　  芝山７丁目１３６番４５　　　　  190,000 203    1： 1.2 　　　　　 の閑静な分譲住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 25 「芝山７－２６－７」            W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 北東     6m  水道          船橋日大前　　　               
　　　　　  習志野台７丁目１５８３番２９　  195,000 162    1： 1  　　　　　 閑静な分譲住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 200)    
(県)  - 26 「習志野台７－１８－４」        S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中層官民集合住宅が多い 南       6m  水道          習志野　　　　　               
　　　　　  薬円台４丁目２６６番７　　　　  218,000 191    1： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               450m         (200)
(県)  - 27 「薬円台４－１７－１３」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並ぶ区 南東   4.5m  水道          三咲　　　　　　               
　　　　　  大穴北２丁目２５９番４３　　　  148,000 142  1.5： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.7Km         ( 50, 100)    
(県)  - 28 「大穴北２－１６－８」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅の多 南西     4m  水道          高根木戸　　　　               
　　　　　  習志野台１丁目１０７３番５　　  212,000 116    1： 1.2 　　　　　 い住宅地域　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 60, 200)    
(県)  - 29 「習志野台１－１８－１６」      W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅が多い 東       4m  水道          高根公団　　　　               
　　　　　  新高根２丁目２７６５番６８　　  153,000 155  1.5： 1  　　　　　 北向緩傾斜状の住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 30 「新高根２－２０－３」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                          台形　　　 住宅　　　 一般住宅の中に空き地等 北　　　3.7m 水道          津田沼　　　　　               
　　　　　  前原西２丁目２６5番６ 232,000 132    1： 1.2 　　　　　 が見られる住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              650m (200)
(県)  - 31 「前原西２－４１－３」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北西　　6m 水道          滝不動　　　　　               
　　　　　  南三咲２丁目４１１番２８０　　  161,000 178    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               400m         ( 50, 100)    
(県)  - 32 「南三咲２－２１－７」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並ぶ区 南西     6m  水道          高根木戸　　　　               
　　　　　  松が丘２丁目７４６番５　　　　  145,000 172    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.3Km         ( 50, 100)    
(県)  - 33 「松が丘２－３－３」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が多い区画整 北東     4m  水道          高根公団　　　　               
　　　　　  大穴南５丁目９５１番６５　　　  153,000 116 　　１：１ 　　　　　 然とした住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             950m         ( 50, 100)    
(県)  - 34 「大穴南５－２０－１１」        W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほか集合住宅 南西     4m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  夏見台１丁目７２８番３１　　　  207,000 184  1.5： 1  　　　　　 が見られる住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km         ( 60, 200)    
(県)  - 35 「夏見台１－６－１５」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中規模住宅、アパートの 北西     4m  水道          馬込沢　　　　　               
　　　　　  丸山５丁目１８番２７外　　　　  186,000 171    1： 1.5 　　　　　 多い高台の一般住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　 未舗装                        280m         ( 50, 100)    
(県)  - 36 「丸山５－３３－１１」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北西    5.5m 水道          西船橋　　　　　               
　　　　　  西船５丁目４４８番２　　　　　  259,000 113    1： 1  　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m         (200)
(県)  - 37 「西船５－１９－１６」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南西     3m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  本町４丁目１５２６番７　　　　  270,000 109  2.5： 1  　　　　　 混在する既成住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  ２住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         (300)
(県)  - 38 「本町４－２４－２１」          W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 畑　　　　 住宅地域近傍の周辺が宅                            船橋法典　　　　               
　　　　　  藤原２丁目４１番３　　　　　　  70,000 899    1： 4  　　　　　 地化されつつある熟成度                            　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の高い地域　　　　　　                               700m         ( 40,  80)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗兼住宅 日用小売店舗が連たんす 南東　　８ｍ 水道          下総中山　　　　               
　　　　　  本中山２丁目２２７番２外 500,000 210    1 ： 3.5 　　　　　 る駅前商店街 県道 ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                            　　120ｍ (400)
(県) 5-  1 「本中山２－１８－２」 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗・事務 中層の事務所ビル、店舗 北東    16m  水道          西船橋　　　　　               
　　　　　  �飾町２丁目３８４番６　　　　  416,000 82    1： 2  所兼住宅　 併用住宅等が増えつつあ 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る新興商業地域　　　　              下水             450m         (400)
(県) 5-  2                                 RC4         　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗・事務 都市再開発事業により整 西      23m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  本町６丁目１３４６番３　　　　  980,000 278    1： 2  所兼住宅　 備された駅前広場に連な 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る商店街　　　　　　　              下水             250m         (400)
(県) 5-  3 「本町６－６－３」              S3          　　　　　　　　　    背面道       準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗　　　 店舗ビルのほかに銀行等 西      20m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  本町４丁目１２４１番７　　　　  1,450,000 152    1： 2  　　　　　 が見られる駅前通り沿い 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の商業地域　　　　　　              下水             250m         (600)
(県) 5-  4 「本町４－４１－２８」          RC4F1B      　　　　　　　　　                 防火          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

船橋　　　 船橋市                                  　 店舗兼住宅 中層店舗が建ち並ぶ駅前 南      22m  水道          北習志野　　　　               
　　　　　  習志野台２丁目４９番１９　　　  410,000 198    1： 2.5 　　　　　 商業地域　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             340m         (200)
(県) 5-  5 「習志野台２－４９－１７」      RC4         　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗兼住宅 中小規模の小売店舗等が 東    16.5m  水道          二和向台　　　　               
　　　　　  二和東６丁目１１９番１０外　　  277,000 132    1： 2.6 　　　　　 建ち並ぶ駅前商店街　　 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             170m         (200)
(県) 5-  6 「二和東６－１６－８」          SRC3        　　　　　　　　　                 準防   高度   

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 事務所　　 中高層の事務所ビル等が 南西    12m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  本町２丁目２３２５番１０　　　  465,000 367    1： 1  　　　　　 建ち並ぶ国道１４号沿い 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の商業地域　　　　　　              下水             780m         (400)
(県) 5-  7 「本町２－７－９」              RC8         　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗兼住宅 中小規模店舗ビルが建ち 南西    13m  水道          西船橋　　　　　               
　　　　　  西船４丁目２７７番２　　　　　  395,000 171    1： 3.5 　　　　　 並ぶ国道沿いの商業地域 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             200m         (400)
(県) 5-  8 「西船４－１７－９」            S4          　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗兼教習 中高層の雑居ビルが建ち 南東    22m  水道          津田沼　　　　　               
　　　　　  前原西２丁目５８６番　　　　　  1,050,000 226    1： 1.2 所　　　　 並ぶ繁華な商業地域　　 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               180m         (600)
(県) 5-  9 「前原西２－１３－１３」        S7          　　　　　　　　　                 防火          

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 店舗　　　 店舗・事務所に一般住宅 南西    13m  水道          船橋競馬場　　　               
　　　　　  宮本４丁目２２５番１　　　　　  266,000 200   1.5 ： 1 　　　　　 が混在する路線商業地域 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             330m         (200)
(県) 5- 10                                 S3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
船橋　　　 船橋市                          台形　　　 住宅　　　 中小規模の工場、アパー 南　　   6.2m 水道          西船橋　　　　　               
　　　　　  海神町東１丁目１０３９番２　　  219,000 228    1： 1.5 　　　　　 ト、中規模住宅が混在す 市道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る地域　　　　　　　　              下水            1.3Km         (200)
(県) 7-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 中小工場、共同住宅、一 東       7m  水道          船橋　　　　　　               
　　　　　  日の出１丁目５番５３　　　　　  172,000 238    1： 1  　　　　　 般住宅等が混在する地域 市道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.7Km         (200)
(県) 7-  2 「日の出１－５－３」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
船橋　　　 船橋市                                  　 倉庫　　　 中規模工場、倉庫等が建 西      16m  水道          二俣新町　　　　               
　　　　　  西浦２丁目６番２外　　　　　　  90,000 26607    1： 2  　　　　　 ち並ぶ臨海工業地域　　 市道                       　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1 「西浦２－１４－１」            S1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

船橋　　　 船橋市                                  　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ水田 南       4m                北習志野　　　　 「調区」      
　　　　　  金堀町１０番　　　　　　　　　  45,000 657    1： 1  　　　　　 及び畑作地帯の古くから 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の住宅地域　　　　　　                              5.5Km                       
(県)10-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅が多い 北       4m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  笠名字新具曽１４０８番　　　　  39,500 462  1.2： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.8Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅のほか空 北東     5m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  館山字浜道８９６番１　　　　　  49,000 435    1： 1.5 　　　　　 地も見られる住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.8Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅が多い 東       5m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  上真倉字砂田９２番１８　　　　  46,500 222    1： 2  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km         (200)
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 東       4m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  北条字北浜小松２２９０番３２外  70,500 581    1： 1.5 　　　　　 ち並ぶ駅に近い住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               350m         (200)
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い商 北東     4m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  北条字新塩場１６８１番２外　　  70,000 350    1： 1.2 　　　　　 業地背後の住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             650m         (200)
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅・アパー 北       4m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  湊字江川３５１番１０　　　　　  42,500 231    1： 1  　　　　　 ト等の混在する旧来の住 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                              1.7Km         ( 60, 200)    
(県)  -  6                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ既 南       3m  水道          那古船形　　　　 (都)          
　　　　　  船形字堀合４９７番５　　　　　  40,700 228    1： 2  　　　　　 成住宅地域　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               800m         (200)
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                          台形　　　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅等が 東     5.5m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  犬石字川向１４９６番７８　　　  33,500 426    1： 1  　　　　　 混在する住宅地域　　　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                9Km                       
(県)  -  8                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

館山　　　 館山市                                  　 田　　　　 農地の中に一般住宅等が 北       2m                館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  上野原字辻道５５番１　　　　　  16,000 786  1.5： 1  　　　　　 見られる地域　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　 未舗装                       1.9Km                       
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
館山　　　 館山市                                  　 事務所　　 中層の事務所、小売店舗 西       8m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  北条字新塩場１６３６番４外　　  108,000 236    1： 1.5 　　　　　 の建ち並ぶ路線商業地　 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         (400)
(県) 5-  1                                 S2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
館山　　　 館山市                          台形　　　 旅館兼住宅 旅館等が建ち並ぶ幹線道 南       8m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  北条字浜新田２５４９番３外　　  85,000 247    1： 4  　　　　　 路沿いの商業地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         (400)
(県) 5-  2                                 S2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
館山　　　 館山市                                  　 住宅　　　 漁業関係の建物、一般住 東      11m  水道          館山　　　　　　 (都)          
　　　　　  沼字磯崎９８５番１５　　　　　  42,500 398    1： 2  　　　　　 宅等が混在する漁港地域 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.7Km         (200)
(県) 7-  1                                 W1          　　　　　　　　　    南    側  道               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中小規模の一般住宅地域 西       6m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  桜井字北町４７７番１　　　　　  58,000 211    1： 2  　　　　　 　　　　　　　　　　　 道路         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅の建ち並 東       4m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  長須賀字宮ノ下２５０３番１　　  56,000 175    1： 1.2 　　　　　 ぶ住宅地域　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km         (200)
(県)  -  2                                 W2F1B       　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 一般住宅の中に空地も見 東       4m  水道          巌根　　　　　　               
　　　　　  高柳１丁目４６０番２外　　　　  55,000 231    1： 1.5 　　　　　 られる住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km         (200)
(県)  -  3 「高柳１－４－２１」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 一般住宅等の中に空地も 南西    4.5m 水道          木更津　　　　　               
　　　　　  吾妻２丁目４３９番１外　　　　  69,000 316    1： 1.5 　　　　　 見られる既存の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         (200)
(県)  -  4 「吾妻２－２－２」              W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                        台形　　　 住宅　　　 谷津田を宅地化した貸家 北東     3m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  請西字望地谷８７４番２　　　　  45,000 330  1.2： 1  　　　　　 も見られる住宅地域　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.9Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模の住宅が建ち並ぶ 南       6m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  大久保２丁目７６２番２５２　　  44,500 212    1： 1.2 　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              6Km         ( 50, 100)    
(県)  -  6 「大久保２－２０－１２」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 区画整理後の空地が介在 南       6m  水道          祇園　　　　　　               
　　　　　  祇園３丁目２番１３　　　　　　  63,000 175    1： 1.5 　　　　　 する一般住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  7 「祇園３－２－１９」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅の中にア 東       6m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  請西3丁目3番3外 66,800 230    1： 1  　　　　　 パートも見られる住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            2.4Km         ( 50, 100)    
(県)  -  8 「請西３－３－４」              W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い区 東       6m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  文京６丁目５番６　　　　　　　  90,000 196    1： 2  　　　　　 画整理された住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  -  9 「文京６－５－１０」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 区画整理済の空地もある 北       6m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  桜町２丁目９番７　　　　　　　  76,000 130    1： 1  　　　　　 国道背後の一般住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km         (200)
(県)  - 10 「桜町２－９－７」              W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 小規模分譲住宅が見られ 東       4m  水道          馬来田　　　　　               
　　　　　  真里字諏訪原５８番５　　　　　  36,500 136  1.2： 1  　　　　　 る国道背後の住宅地域　 私道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               400m         ( 50, 100)    
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模の住宅が建ち並ぶ 東       6m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  八幡台２丁目９４１番６７　　　  44,800 231  1.2： 1  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            7.5Km         ( 50, 100)    
(県)  - 12 「八幡台２－３－５」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南     4.5m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  中里１丁目１３９１番６　　　　  63,000 217    1： 1.2 　　　　　 ぶ住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.9Km         (200)
(県)  - 13 「中里１－４－５」              W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模住宅の多い区画整 南       6m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  清見台２丁目５番１３　　　　　  67,200 248    1： 2  　　　　　 理後の一般住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.4Km         (200)
(県)  - 14 「清見台２－５－２１」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並ぶ空 南西     9m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  畑沢南３丁目２番１０　　　　　  51,000 274    1： 1.5 　　　　　 地の多い高台の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 15 「畑沢南３－２－２２」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 区画整然とした熟成途上 南       6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  港南台2丁目10番１３ 51,000 232    1： 1.5 　　　　　 の住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            3.3Km         ( 50, 100)    
(県)  - 16 「港南台２－１０－３」 W2          　　　　　　　　　                               

　
木更津　　 木更津市                                　 田　　　　 田地の中に一般住宅等が 北      5.3m 水道          木更津　　　　　               
　　　　　  長須賀字中央３５８番　　　　　  40,000 1021    1： 2.5 　　　　　 増加しつつある宅地見込 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地地域　　　　　　　　                              1.5Km         (200)
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 店舗兼住宅 大型店、銀行等が建ち並 南      24m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  中央１丁目１５３０番３外　　　  260,000 140    1： 1.5 　　　　　 ぶ駅前通りの商業地域　 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             250m         (400)
(県) 5-  1 「中央１－４－３」              W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
木更津　　 木更津市                                　 店舗兼住宅 中層の店舗、事務所等が 東      14m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  大和１丁目４番１２外　　　　　  250,000 385    1： 1.5 　　　　　 増えつつある商業地域　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         (400)
(県) 5-  2 「大和１－４－８」              S3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
木更津　　 木更津市                                　 店舗兼住宅 小売店、飲食店等が建ち 南       7m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  富士見２丁目１７１３番１，１７13番３，  96,000 123    1： 2  　　　　　 並ぶ古くからの商業地域 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          合併の２　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         (400)
(県) 5-  3 「富士見２－１－７」            RC5         　　　　　　　　　                 準防          

                                
木更津　　 木更津市                                　 店舗　　　 低層の店舗、営業所等が 北西  25.5m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  請西2丁目1番２２ 83,000 549    1： 1  　　　　　 混在する路線商業地域　 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.9Km         (200)
(県) 5-  4 「請西２－１－４」              S1          　　　　　　　　　    北東  側  道        高度   

                                
木更津　　 木更津市                                　 事務所　　 中小規模の店舗、事務所 東      13m  水道          木更津　　　　　               
　　　　　  東中央３丁目３番２　　　　　　  96,000 457    1： 2  　　　　　 が建ち並ぶ路線商業地域 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県) 5-  5 「東中央３－３－１３」          RC4         　　　　　　　　　    北    側  道               

                                
木更津　　 木更津市                                　 店舗兼住宅 低層店舗、飲食店等が見 西       7m  水道          馬来田　　　　　               
　　　　　  真里字篠崎１１３番１６　　　　  53,500 186    1： 2.5 　　　　　 られる路線商業地域　　 国道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                50m         (200)
(県) 5-  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 一般住宅の他事務所、店 東       8m  水道          巖根　　　　　　               
　　　　　  江川字仲野町３８６番１　　　　  58,500 254    1： 1.5 　　　　　 舗が混在する地域　　　 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km         (200)
(県) 7-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 工場　　　 事業所、工場、運輸施設 北東    15m 水道          木更津　　　　　               
　　　　　  潮浜２丁目１番７　　　　　　　  54,500 1747    1： 1.2 　　　　　 等が多い埠頭沿いの地域 市道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.3Km         (200)
(県) 7-  2                                             　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                        台形　　　 住宅　　　 農家住宅が点在し周囲に 南東    10m  水道          下郡　　　　　　 「調区」      
　　　　　  下郡字向台１８１４番１　　　　  27,000 1357    1： 1  　　　　　 農地の多い住宅地域　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 農家住宅の点在する水田 東     4.5m  水道          祇園　　　　　　 「調区」      
　　　　　  牛袋字十二天８１３番１　　　　  28,000 495  1.2： 1  　　　　　 地帯の中の既存住宅地域 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 農家住宅が見られる既存 南西   5.5m  水道          袖ケ浦　　　　　 「調区」      
　　　　　  牛込字宮塚１０１１番　　　　　  32,000 780    1： 2  　　　　　 の農家住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km                       
(県)10-  3                                 RC2         　　　　　　　　　                               

                                
木更津　　 木更津市                                　 住宅　　　 農地の中に農家住宅が見 南西   3.5m  水道          木更津　　　　　 「調区」      
　　　　　  草敷字御所塚４７６番　　　　　  25,400 935    2： 1  　　　　　 られる住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             10.5Km                       
(県)10-  4                                 W1          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 東       4m  水道          矢切　　　　　　               
　　　　　  下矢切字栄町９６番４　　　　　  198,000 286    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 北東     4m  水道          松戸　　　　　　               
　　　　　  三矢小台５丁目２３番７　　　　  196,000 152    1： 1  　　　　　 画整然とした閑静な住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水            1.5Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南       6m  水道          北国分　　　　　               
　　　　　  二十世紀が丘柿の木町４８番　　  195,000 155    1： 2  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2F1B       　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅、アパ 北       6m  水道          馬橋　　　　　　               
　　　　　  西馬橋４丁目２４１番３　　　　  195,000 116    1： 2  　　　　　 ート等が混在する区画整 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 理済の住宅地域　　　　              下水            1.6Km         ( 50, 100)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が多い区画整 東       6m  水道          北小金　　　　　               
　　　　　  小金原５丁目２１番９　　　　　  180,000 250    1： 1.5 　　　　　 然とした住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.5Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南       6m  水道          松戸　　　　　　               
　　　　　  松戸新田字ヅウハタ１８番１９　  202,000 249    1： 1.2 　　　　　 ぶ高台の閑静な住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 60, 200)    
(県)  -  6                                 W1          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 東       6m  水道          新松戸　　　　　               
　　　　　  二ツ木字上ノ台１６４２番　　　  218,000 140    1： 1.5 　　　　　 整理後の住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 60, 200)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北       6m  水道          新八柱　　　　　               
　　　　　  日暮６丁目１５７番　　　　　　  205,000 175    1： 2  　　　　　 ぶ区画整然とした新興の 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             800m         ( 50, 100)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 マンション、店舗併用住 南       6m  水道          常盤平　　　　　               
　　　　　  常盤平３丁目２２番５　　　　　  238,000 198    1： 2.5 　　　　　 宅も見られる利便性の良 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 い中規模一般住宅地域　              下水             400m         ( 60, 200)    
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並び周 南       4m  水道          六実　　　　　　               
　　　　　  六実２丁目６０番８　　　　　　  147,000 186  1.5： 1  　　　　　 辺に畑がある住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅を中心 東       4m  水道          元山　　　　　　               
　　　　　  松飛台字御立場１００番５　　　  170,000 141    1： 1  　　　　　 とし、アパート等も混在 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 する既存の住宅地域　　                               850m         ( 50, 100)    
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅のほかに 西       4m  水道          五香　　　　　　               
　　　　　  五香六実字北丘６４７番１４　　  158,000 107    1： 1  　　　　　 アパート、空地等が見ら 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 れる既成の住宅地域　　                              1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模住宅に寮、アパー 北       6m  水道          五香　　　　　　               
　　　　　  常盤平６丁目１１番１２　　　　  210,000 142    1： 2  　　　　　 トが混在する区画が整っ 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 た住宅地域　　　　　　              下水             650m         ( 50, 100)    
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 東       6m  水道          新松戸　　　　　               
　　　　　  新松戸６丁目２４番外　　　　　  226,000 229    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整理済の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 60, 200)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南東     6m  水道          常盤平　　　　　               
　　　　　  常盤平２丁目１７番６　　　　　  212,000 264    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 50, 100)    
(県)  - 15                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 南     8.5m  水道          馬橋　　　　　　               
　　　　　  西馬橋広手町３０番２　　　　　  213,000 203    1： 1.5 　　　　　 ト等が混在する地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 50, 100)    
(県)  - 16                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅に飲食店舗、ア 北       6m  水道          北小金　　　　　               
　　　　　  大金平２丁目１１０番２　　　　  173,000 231    1： 2  　　　　　 パート等の混在する住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             850m         ( 50, 100)    
(県)  - 17                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                          台形　　　 住宅　　　 駅に近い、住宅、アパー 南西    4m 水道          松戸新田　　　　               
　　　　　  仲井町１丁目５４番１　　　　　  195,000 137  1.2： 1  　　　　　 ト等が混在する住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               350m ( 60, 200)    
(県)  - 18                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中小規模住宅が多い一般 南東     4m  水道          上本郷　　　　　               
　　　　　  胡録台字大畑３３番７　　　　　  186,000 165    1： 1.5 　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               550m         ( 50, 100)    
(県)  - 19                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 北       5m  水道          上本郷　　　　　               
　　　　　  南花島３丁目４８番１３　　　　  207,000 231    1： 2  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             330m         ( 50, 100)    
(県)  - 20                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅、マンショ南       6m  水道          松戸　　　　　　               
　　　　　  小根本字後田１０１番２外　　　  231,000 240    1： 1  　　　　　 ン、アパート等が混在する 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域              下水             750m         (200)
(県)  - 21                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

松戸　　　 松戸市                          　 住宅　　　 住宅、マンションの多い住 東       8m  水道          松戸　　　　　　               
　　　　　  吉井町１１番５ 223,000 245     1 : 2 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             1km (200)
(県)  - 22                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 北       6m  水道          北小金　　　　　               
　　　　　  幸田４丁目１２１番　　　　　　  168,000 196  1.2： 1  　　　　　 進みつつある区画整理済 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の閑静な住宅地域　　　              下水            1.7Km         ( 50, 100)    
(県)  - 23                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並ぶ分 南東     5m  水道          馬橋　　　　　　               
　　　　　  八ケ崎２丁目１０番７　　　　　  171,000 150    1： 1  　　　　　 譲住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km         (200)
(県)  - 24                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 南西     6m  水道          北松戸　　　　　               
　　　　　  上本郷字１丁目３３２８番１　　  214,000 134    1： 1.5 　　　　　 ト、農地等が混在する区 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 画整理済みの住宅地域　              下水             700m         ( 50, 100)    
(県)  - 25                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほかにアパー 南東     4m  水道          八柱　　　　　　               
　　　　　  千駄堀字清水台８３０番１２　　  179,000 101    1： 2  　　　　　 トも混在する新興の住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               900m         (200)
(県)  - 26                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 東      12m  水道          北松戸　　　　　               
　　　　　  上本郷字２丁目３６７３番外　　  189,000 335    1： 1.2 　　　　　 ト等が混在する区画整理 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 済の住宅地域　　　　　                              1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 27                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅のほか周 南       5m  水道          北松戸　　　　　               
　　　　　  新作３丁目１１５６番　　　　　  195,000 159    1： 2  　　　　　 辺に空地も見られる新興 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の住宅地域　　　　　　              下水             830m         ( 50, 100)    
(県)  - 28                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅が建ち並 南       8m  水道          北松戸　　　　　               
　　　　　  古ヶ崎３丁目３３５４番３　　　  185,000 102    1： 2  　　　　　 ぶ新興の住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         ( 60, 100)    
(県)  - 29                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほかにアパー 南西     5m  水道          馬橋　　　　　　               
　　　　　  八ヶ崎６丁目２７番１４外 178,000 234    1： 1.5 　　　　　 トも混在する既存の住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水            1.4Km         ( 50, 100)    
(県)  - 30                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 区画整理済の空地も多く 北       6m  水道          六実　　　　　　               
　　　　　  六高台３丁目２３番２　　　　　  152,000 187    1： 2.5 　　　　　 見られる新興の中規模一 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 般住宅地域　　　　　　              下水            1.4Km         ( 60, 200)    
(県)  - 31                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 南西     4m  水道          松戸　　　　　　               
　　　　　  岩瀬字住吉町２３番３外　　　　  246,000 264    1： 1.5 　　　　　 ト等が建ち並ぶ住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             550m         (200)
(県)  - 32                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が多い駅に近 東       5m  水道          みのり台　　　　               
　　　　　  稔台１４２番２　　　　　　　　  212,000 199    1： 1.5 　　　　　 い閑静な住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               300m         ( 60, 200)    
(県)  - 33                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中にアパート 東       5m  水道          五香　　　　　　               
　　　　　  五香西２丁目３０番２３　　　　  173,000 199    1： 1.2 　　　　　 も見られる住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m         ( 50, 100)    
(県)  - 34                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 田　　　　 周辺の開発が活発な熟成 南       3m  水道          馬橋　　　　　　               
　　　　　  栄町西３丁目１０６０番外　　　  85,000 3384  1.5： 1  　　　　　 度の高い地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.8Km         ( 40,  60)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 店舗兼事務 中高層の店舗ビル等が建 東      12m  水道          松戸　　　　　　               
　　　　　  本町２番４　　　　　　　　　　  980,000 112    1： 1.2 所　　　　 ち並ぶ中心的商業地域　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             100m         (600)
(県) 5-  1                                 RC8F1B      　　　　　　　　　                 防火          

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 店舗兼共同住 中層の店舗・事務所ビルが北東    15m 水道          北松戸　　　　　               
　　　　　  上本郷字三斗蒔９００番３ 435,000 132   1 ： 1.2 宅 建ち並ぶ駅前通りの商業 市道 ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　 地域　　　　　　　　　              下水               90m (400)
(県) 5-  2                                 RC4         　　　　　　　　　                 　　　　準防

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 店舗兼共同 私鉄駅前の小売店舗の連 西      12m  水道          みのり台　　　　               
　　　　　  松戸新田字一本槻５７９番８　　  385,000 147    1： 2  住宅　　　 たんする商業地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                            駅近接          (200)
(県) 5-  3                                 RC4         　　　　　　　　　                 準防          

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 店舗兼事務 中層ビル、小売店舗が建 南      18m  水道          五香　　　　　　               
　　　　　  常盤平５丁目１８番６　　　　　  510,000 105    1： 1  所　　　　 ち並ぶ私鉄駅前商業地域 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              90m         (400)
(県) 5-  4                                 S4          　　　　　　　　　                 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

松戸　　　 松戸市                                  　 店舗兼事務 中層ビル、金融機関等が 西   駅前広場 水道          新松戸　　　　　               
　　　　　  新松戸２丁目１０８番　　　　　  870,000 160    1： 2.5 所　　　　 建ち並ぶ駅前商業地域　              ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水          駅前広場接面    (400)
(県) 5-  5                                 RC5F1B      　　　　　　　　　                 準防          

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 店舗兼住宅 中層の店舗兼住宅等が多 南      22m  水道          馬橋　　　　　　               
　　　　　  西馬橋蔵元町１２番　　　　　　  356,000 278    1： 1.5 　　　　　 い駅前通りの商業地域　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             200m         (400)
(県) 5-  6                                 S6          　　　　　　　　　                 準防          

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 店舗　　　 レストランやガソリンス 北西    18m  水道          北小金　　　　　               
　　　　　  小金きよしケ丘４丁目３番１１　  202,000 556    1： 1  　　　　　 タンド等の店舗が混在す 国道                       　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る路線商業地域　　　　              下水            1.1Km         (200)
(県) 5-  7                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅の中にア 南東     5m  水道          松戸　　　　　　               
　　　　　  上矢切字勢至下１５４８番５　　  162,000 116    1： 1.2 　　　　　 パート、工場等の混在す 私道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る空地も多い住宅地域　              下水            2.3Km         (200)
(県) 7-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松戸　　　 松戸市                                  　 住宅　　　 一般住宅と農家住宅が混 南西     5m                北国分　　　　　 「調区」      
　　　　　  大橋字南台６３０番１　　　　　  158,000 107  1.2： 1  　　　　　 在する住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に店舗等が 南東     6m  水道          川間　　　　　　               
　　　　　  中里字東耕地５１１番１　　　　  95,000 188    1： 1  　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅に中層共 西       6m  水道          梅郷　　　　　　               
　　　　　  山崎字西大和田１２６６番１３　  118,000 190    1： 1.2 　　　　　 同住宅が混在する区画整 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 然とした住宅地域　　　              下水            1.4Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い閑 東       6m  水道          清水公園　　　　               
　　　　　  清水字堀端４９４番９　　　　　  109,000 181    1： 2  　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             430m         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模住宅の多い一般住 東       7m  水道          愛宕　　　　　　               
　　　　　  柳沢新田字畔ケ谷７番１８　　　  121,000 165    1： 1.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         (200)
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 東       4m  水道          運河　　　　　　               
　　　　　  山崎字島２５５８番８　　　　　  123,000 174    1： 1  　　　　　 ぶ郊外の閑静な既成住宅 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               950m         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 東       8m  水道          野田市　　　　　               
　　　　　  上花輪新町１２番１９　　　　　  113,000 165    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 60, 200)    
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 小規模建売住宅の多い住 南東     4m  水道          野田市　　　　　               
　　　　　  中根新田字鹿島原１８番３６　　  118,000 110    1： 1  　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 60, 200)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 周辺に畑、農家が多い小 南東     4m  水道          梅郷　　　　　　               
　　　　　  山崎字中地２０４３番２７　　　  112,000 227    1： 1  　　　　　 規模の分譲住宅地域　　 私道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               650m         ( 50, 100)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 空地もある区画整然とし 北       6m  水道          七光台　　　　　               
　　　　　  五木新町２４番７　　　　　　　  110,000 185    1： 2  　　　　　 た一般住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             840m         ( 50, 100)    
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並ぶ区 南西     6m  水道          野田市　　　　　               
　　　　　  大字桜台字前谷１６９番２１　　  117,000 178    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い郊 南西   5.5m  水道          野田市　　　　　               
　　　　　  大殿井字眞福寺新田８３番６８　  91,500 165    1： 1.5 　　　　　 外の閑静な大規模開発住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            3.6Km         ( 50, 100)    
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 北東     4m  水道          愛宕　　　　　　               
　　　　　  宮崎新田字神明前１２６番４８　  119,000 158    1： 1  　　　　　 い住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 60, 200)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 西       6m  水道          川間　　　　　　               
　　　　　  尾崎字堂山２３４番１１　　　　  113,000 157    1： 1.2 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               550m         ( 50, 100)    
(県)  - 13                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の周囲に 西     4.5m  水道          梅郷　　　　　　               
　　　　　  花井新田字三丁歩１６９番９外　  115,000 196    1： 1  　　　　　 山林、空地等が多く見ら 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 れる新興住宅地域　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 店舗事務所 スーパー、小売店舗が連 南東    13m  水道          愛宕　　　　　　               
　　　　　  野田字山王山下７８７番１０　　  230,000 247    1： 2.5 兼住宅　　 たんする駅前商業地域　 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                80m         (400)
(県) 5-  1                                 S3          　　　　　　　　　    南西  側  道 準防          

                                
野田　　　 野田市                                  　 店舗　　　 中規模沿道店舗と倉庫等 南西    21m  水道          梅郷　　　　　　               
　　　　　  山崎字北中地１９０９番１外　　  145,000 1440    1： 2  　　　　　 が混在する路線商業地域 国道                       　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               850m         (200)
(県) 5-  2                                 S1          　　　　　　　　　    背面道              高度   

                                
野田　　　 野田市                          台形　　　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ古く 南       4m                川間　　　　　　 「調区」      
　　　　　  船形字松山２６８５番　　　　　  50,000 839  1.2： 1  　　　　　 からの住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野田　　　 野田市                                  　 住宅　　　 農家住宅と一般住宅が混 北     3.6m                運河　　　　　　 「調区」      
　　　　　  下三ケ尾字宮田６２９番６　　　  59,500 330    1： 2  　　　　　 在する農地の多い住宅地 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                                3Km                       
(県)10-  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
佐原　　　 佐原市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 東       5m  水道          佐原　　　　　　 (都)          
　　　　　  佐原字橋替イ１３１２番７外　　  43,500 181  1.2： 1  　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.4Km         ( 40,  80)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐原　　　 佐原市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅、共同 北西     7m  水道          佐原　　　　　　 (都)          
　　　　　  佐原字仁井宿イ３１８０番４　　  57,000 371    1： 1.2 　　　　　 住宅が混在する住宅地域 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐原　　　 佐原市                                  　 住宅　　　 大規模開発による区画整 南東     6m  水道          下総神崎　　　　 (都)          
　　　　　  みずほ台２丁目９９１番１３１　  33,500 165    1： 1.5 　　　　　 然とした分譲住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.8Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐原　　　 佐原市                                  　 住宅　　　 農家が散在する新興住宅 北東   4.4m                佐原　　　　　　 (都)          
　　　　　  牧野字居合１９７７番６　　　　  31,000 232    1： 2  　　　　　 地域　　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km         ( 40,  80)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

佐原　　　 佐原市                                  　 住宅　　　 区画整理された空地の多 南東    6m 水道          佐原　　　　　　 (都)          
　　　　　  岩ケ崎台１４番６　　　　　　　  57,000 173    1： 2  　　　　　 い新興住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 60, 200)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐原　　　 佐原市                                  　 田　　　　 農地の中に一般住宅等が 南西     5m  水道          大戸　　　　　　 (都)          
　　　　　  大戸字宮作１５４１番外　　　　  13,500 1913    1： 1.5 　　　　　 見られる地域　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               450m                       
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
佐原　　　 佐原市                                  　 診療所・店舗 低層の小売店舗等が建ち 東       7m  水道          佐原　　　　　　 (都)          
　　　　　  佐原字横宿イ５９１番　　　　　  93,000 277    1： 3  兼住宅　 並ぶ古くからの商業地域 県道                       　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (400)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
佐原　　　 佐原市                                  　 店舗兼住宅 中、低層の店舗が多い区 北西    22m  水道          佐原　　　　　　 (都)          
　　　　　  北３丁目２番１３外　　　　　　  128,000 229    1： 1.5 　　　　　 画整理済みの商業地域 市道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             470m         (300)
(県) 5-  2                                 S2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南東     4m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  六田台１５８番　　　　　　　　  40,000 250    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                4Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の中に空 北東   5.5m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  茂原字北三貫野１５０３番８　　  63,000 194  1.2： 1  　　　　　 地等が見られる住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 東       4m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  中の島町３９８番　　　　　　　  54,000 215    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            2.4Km         ( 60, 200)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模戸建住宅を中心と 東     5.5m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  茂原字森川町３８１番　　　　　  66,000 231    1： 1  　　　　　 する在来からの住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         (200)
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北       5m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  緑町１３番３　　　　　　　　　  58,000 251    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.4Km         ( 60, 200)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 西       5m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  八幡原字八王子７９９番３３　　  50,000 244  1.2： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            3.6Km         ( 60, 200)    
(県)  -  6                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い新 東       6m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  東部台３丁目１５番２　　　　　  60,000 352    1： 1.2 　　　　　 興住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km         (200)
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 西       4m  水道          新茂原　　　　　 (都)          
　　　　　  東郷字富士見１６６５番３　　　  47,000 363    1 ： 1 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km         (200)
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅、アパー 西       4m  水道          本納　　　　　　 (都)          
　　　　　  法目字南沼１１３３番１　　　　  47,500 298    1： 1.5 　　　　　 ト、事務所、農地等が混 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 在する住宅地域　　　　                               500m                       
(県)  -  9                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い郊 北       5m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  緑ヶ丘４丁目１１番６　　　　　  49,500 193    1： 1.5 　　　　　 外の閑静な新興住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              5Km         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い国 東       6m  水道          新茂原　　　　　 (都)          
　　　　　  北塚字生内１１９５番７４　　　  42,500 165    1： 1.2 　　　　　 道背後の新興住宅地域　 私道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km                       
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 雑木林　　 一般住宅に隣接する熟成 西     2.5m                茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  北高根飛地字後受３１２５番　　  19,000 2138  2.5： 1  　　　　　 度の高い山林、農地地域 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　 未舗装                       3.8Km                       
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 店舗　　　 小規模の小売店舗が建ち 西      10m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  茂原字通町３４０番２　　　　　  85,000 198    1： 2.5 　　　　　 並ぶ古くからの商業地域 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         (400)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                 防火          

                                
茂原　　　 茂原市                                  　 店舗事務所 中低層の小売店舗が建ち 東      20m 水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  町保字高師野７番１０４　　　　  185,000 105    1： 1.5 兼住宅　　 並ぶ商業地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             100m         (400)
(県) 5-  2                                 S6          　　　　　　　　　                 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

茂原　　　 茂原市                                  　 店舗　　　 中小規模の営業所と一般 東      11m  水道          新茂原　　　　　 (都)          
　　　　　  小林字芝２５４５番３外　　　　  72,000 947    1： 1.5 　　　　　 住宅が混在する商業地域 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                1Km         (200)
(県) 5-  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
茂原　　　 茂原市                          不整形　　 工場　　　 中小工場、住宅等が混在 西       7m  水道          新茂原　　　　　 (都)          
　　　　　  東郷字富士見１８１３番　　　　  33,000 8705    1： 1.5 　　　　　 する工業地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km         (200)
(県) 7-  1                                             　　　　　　　　　    背面道                     

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 駅接近性がよい、共同住 北       6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  囲護台３丁目３番４　　　　　　  110,000 270    1： 1  　　　　　 宅が混在する低層一般住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水             440m         ( 60, 150)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多く、 南西     4m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  寺台字妙見３３９番３　　　　　  61,000 132    1： 1.5 　　　　　 空地も見られる低地の新 道路                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 興住宅地域　　　　　　              下水            2.2Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　    北西  側  道        高度   

                                
成田　　　 成田市                          台形　　　 住宅　　　 小規模一般住宅が多く、 東     3.5m  水道          宗吾参道　　　　               
　　　　　  宗吾２丁目３００番２２　　　　  58,000 131    1： 2  　　　　　 農地も近くに見られる住 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 60, 150)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北西     4m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  飯仲字向台１番６０　　　　　　  74,000 330    1： 1.2 　　　　　 ぶ小規模の宅地造成され 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 た住宅地域　　　　　　              下水            2.6Km         ( 60, 150)    
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南       6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  橋賀台１丁目４番３　　　　　　  91,000 239    1： 1.2 　　　　　 ぶ大規模に宅地造成され 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 た住宅地域　　　　　　              下水            3.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 工場、営業所等に囲まれ 西       5m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  大袋字並木添６５４番３４　　　  75,000 166    1： 2  　　　　　 た中規模一般住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.7Km         (200)
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 街区の整然とした中規模 南東     6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  加良部４丁目１６番８　　　　　  95,300 256  1.2： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         ( 50, 100)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 南西     6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  不動ケ岡字苅分２０９５番１８　  73,600 136    1： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 小規模な宅地造成による 南東     6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  東和田字囲後田６２１番２１　　  70,900 321    1： 1.5 　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         (200)
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 新東京国際空港近くの事 北東     6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  三里塚光ヶ丘１番６７３　　　　  46,000 158    1： 1.2 　　　　　 業所、一般住宅混在地域 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              8Km         (200)
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　    北西  側  道        高度   

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 一般住宅、貸家が散在す 北       6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  西三里塚１番９３７　　　　　　  43,500 230    1： 2  　　　　　 る区画整然とした住宅地 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水              9Km         ( 50, 100)    
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 区画整理された、共同住 北       6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  美郷台１丁目６番１８　　　　　  86,800 199    1： 2  　　　　　 宅も混在する低層一般住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            2.2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い新 南東    10m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  土屋字二部内８９２番６１外　　  73,000 171    1： 1.2 　　　　　 興住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.5Km         ( 60, 150)    
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い分 南東   4.2m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  飯田町字東向野１７２番９８外　  77,700 283  1.5： 1  　　　　　 譲住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.9Km         ( 60, 150)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 周辺に空地が多い住宅地 南東     6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  並木町字角林谷１３２番３　　　  63,000 154    1： 1.2 　　　　　 域　　　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.8Km         ( 60, 150)    
(県)  - 15                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                          不整形　　 山林　　　 農地、山林の中に農家が 北     2.7m                成田　　　　　　               
　　　　　  不動ヶ岡字中弘１８４２番３　　  23,000 1190  1.5： 1  　　　　　 見られる地域　　　　　 道路                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         ( 60, 150)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

成田　　　 成田市                                  　 店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建 西       6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  上町５５３番２　　　　　　　　  300,000 335    1： 3  　　　　　 ち並ぶ路線商業地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             550m         (400)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
成田　　　 成田市                          不整形　　 店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建 北西   7.5m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  本町５９２番１外　　　　　　　  128,000 238    1： 1  　　　　　 ち並ぶ商業地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             850m         (400)
(県) 5-  2                                 RC3         　　　　　　　　　                 準防          

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅と農家住 北西     2m                宗吾参道　　　　 「調区」      
　　　　　  台方字稷山７２番　　　　　　　  21,000 634    1： 2  　　　　　 宅が点在し国道に近い住 道路                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                              2.5Km                       
(県)10-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模農家住宅と一般住 西       9m                久住　　　　　　 「調区」      
　　　　　  小泉字堀越５７４番６　　　　　  28,000 991    1： 2  　　　　　 宅が点在し、周辺には畑 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 が多い住宅地域　　　　                              4.5Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                          台形　　　 住宅　　　 農家住宅が集在し、近く 北東     7m                成田　　　　　　 「調区」      
　　　　　  下福田字大田辺田７２番　　　　  18,500 791    1： 1.2 　　　　　 に店舗等も散見される国 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 道近くの住宅地域　　　                              6.5Km                       
(県)10-  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
成田　　　 成田市                                  　 住宅　　　 中規模農家住宅がまとま 西     6.6m                成田　　　　　　 「調区」      
　　　　　  十余三字円妙寺１３番３３　　　  24,000 979    1： 1.5 　　　　　 る国道背後の住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.5Km                       
(県)10-  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並ぶ区 南       6m  水道          物井　　　　　　               
　　　　　  山王２丁目６番１３　　　　　　  97,000 193    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 西       6m  水道          佐倉　　　　　　               
　　　　　  六崎字井戸作１３２１番８１　　  103,000 160    1： 1.5 　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 南東     6m  水道          志津　　　　　　               
　　　　　  中志津１丁目１１２１番１４　　  138,000 112    1： 1  　　　　　 ち並ぶ住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             850m         ( 50, 100)    
(県)  -  3 「中志津１－８－８」            W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空き地等 西      5.5m 水道          京成佐倉　　　　               
　　　　　  大蛇町字千日前４８１番１ 81,000 218    1 : 1.5 　　　　　 の多い住宅地域 市道         下水          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              　      2km ( ６0, 1５0)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 東       6m  水道          京成佐倉　　　　               
　　　　　  宮前１丁目７番６　　　　　　　  118,000 233    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が並ぶ区 南東     6m  水道          公園　　　　　　               
　　　　　  ユーカリが丘２丁目２３番１４　  138,000 180    1： 1.2 　　　　　 画整然とした大規模分譲 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             600m         ( 50, 100)    
(県)  -  6 「ユーカリが丘２－２３－１４」 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 建売住宅の多い新興住宅 南東     4m  水道          京成臼井　　　　               
　　　　　  臼井田字浜田２３３７番５　　　  112,000 127    1： 1.5 　　　　　 地域　　　　　　　　　 私道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 60, 150)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 一般住宅が多い区画整然 東       6m  水道          佐倉　　　　　　               
　　　　　  白銀２丁目１５番５　　　　　　  96,000 187  1.2： 1  　　　　　 とした分譲住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.4Km         ( 50, 100)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 台地上の閑静な中規模中 北       6m  水道          京成臼井　　　　               
　　　　　  稲荷台４丁目１１４８番３外　　  120,000 193    1： 1.2 　　　　　 級住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  9 「稲荷台４－１５－１１」        RC2         　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 小規模の建売住宅が建ち 南東     4m  水道          志津　　　　　　               
　　　　　  井野字大野１４０３番７９　　　  136,000 128  1.2： 1  　　　　　 並ぶ住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 60, 150)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 駅に近い区画整理済の一 東       5m  水道          京成佐倉　　　　               
　　　　　  宮前３丁目２７番２１　　　　　  135,000 190    1： 1.5 　　　　　 般住宅が多い住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             250m         ( 60, 200)    
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 大規模開発の区画整然と 北       6m  水道          中学校　　　　　               
　　　　　  宮ノ台２丁目３番１０　　　　　  116,000 180    1： 1.2 　　　　　 した分譲住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             400m         ( 50, 100)    
(県)  - 12 「宮ノ台２－３－１０」          S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 東       6m  水道          佐倉　　　　　　               
　　　　　  大崎台４丁目２３番３　　　　　  110,000 181    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 西       5m  水道          志津　　　　　　               
　　　　　  上志津字東間作１７６９番６２　  142,000 102    1： 2  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 60, 150)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅とアパ 西       6m  水道          佐倉　　　　　　               
　　　　　  鏑木町１丁目７番７３　　　　　  123,000 142    1： 1.5 　　　　　 ートが混在する住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         ( 60, 200)    
(県)  - 15                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南東     6m  水道          京成臼井　　　　               
　　　　　  稲荷台２丁目７番５　　　　　　  151,000 176    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 50, 100)    
(県)  - 16                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 住宅　　　 駅の近い区画整然とした 北       6m  水道          佐倉　　　　　　               
　　　　　  大崎台２丁目１９番１９　　　　  130,000 163    1： 1.5 　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             650m         ( 50, 100)    
(県)  - 17                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 畑　　　　 周辺に宅地開発が散見す 西     2.5m  水道          佐倉　　　　　　               
　　　　　  六崎字平台６３５番　　　　　　  55,000 1147  1.5： 1  　　　　　 る畑が多い宅地見込地　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 店舗兼住宅 区画整然とした駅前の商 北西    12m  水道          京成臼井　　　　               
　　　　　  王子台１丁目２７番２２外　　　  278,000 144    1： 1.5 　　　　　 業地域　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             170m         (400)
(県) 5-  1                                 S3          　　　　　　　　　                 防火          

                                
佐倉　　　 佐倉市                                  　 店舗兼住宅 事務所、店舗が増えつつ 南      16m  水道          佐倉　　　　　　               
　　　　　  表町３丁目１３番２６　　　　　  185,000 251    1： 2.5 　　　　　 ある駅周辺の新興商店街 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             270m         (400)
(県) 5-  2 「表町３－１３－２６」          W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
佐倉　　　 佐倉市                          台形　　　 店舗兼事務 幹線道路沿いの駐車場の 南西    18m  水道          ユーカリが丘　　               
　　　　　  ユーカリが丘３丁目３番１４　　  173,000 991    1： 1.2 所　　　　 多い近隣型の商業地域　 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県) 5-  3 「ユーカリが丘３－３－８外」    S2          　　　　　　　　　    背面道       準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

佐倉　　　 佐倉市                          台形　　　 住宅　　　 中規模農家住宅等が建ち 南     4.8m                京成佐倉　　　　 「調区」      
　　　　　  萩山新田字部田５５６番３　　　  25,000 464    1： 1  　　　　　 並ぶ住宅地域　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.2Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                          台形　　　 住宅　　　 畑、山林等が多い古くか 西       7m                佐倉　　　　　　 「調区」      
　　　　　  上別所字南台３６０番２　　　　  30,000 637  1.2： 1  　　　　　 らの農家住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              8.5Km                       
(県)10-  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
佐倉　　　 佐倉市                          台形　　　 住宅　　　 周囲を畑が囲む農家住宅 北西   8.5m               京成臼井　　　　 「調区」      
　　　　　  吉見字庚申５７２番１　　　　　  41,000 444    1： 1.2 　　　　　 地域　　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                3Km                       
(県)10-  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東金　　　 東金市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の中にア 北東   5.7m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  田間字新町１２番１　　　　　　  62,000 330    1： 1  　　　　　 パート等が混在する住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東金　　　 東金市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の中にア 西       4m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  東金字新宿１０７８番５　　　　  61,000 272    1： 2.5 　　　　　 パート等が混在する住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             550m         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東金　　　 東金市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 東       6m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  日吉台６丁目１１番１０　　　　  59,500 182    1： 1  　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            3.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東金　　　 東金市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の中に空 東       4m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  家徳字中南８１番４外　　　　　  37,800 328    1： 1.5 　　　　　 地等が見られる住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.8Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東金　　　 東金市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅の多い住 南     4.8m  水道          求名　　　　　　 (都)          
　　　　　  求名字大堺６５番１６　　　　　  45,000 132    1： 1  　　　　　 宅地域　　　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               380m                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東金　　　 東金市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほかに農地も 東       4m  水道          福俵　　　　　　 (都)          
　　　　　  福俵字荒井２１番５　　　　　　  46,200 153    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               480m                       
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

東金　　　 東金市                                  　 店舗兼住宅 大規模、中規模の小売店 北東    18m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  東岩崎字１丁目１３番１外　　　  176,000 316    1： 2  　　　　　 舗、事務所ビルが建ち並 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 ぶ駅前の商業地域　　　              下水             250m         (200)
(県) 5-  1                                 RC3         　　　　　　　　　    北西  側  道               

                                
東金　　　 東金市                          台形　　　 店舗　　　 国道沿いの店舗営業所等 北西    21m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  田間字峯大坪９６１番１　　　　  78,800 482    1： 1.5 　　　　　 の建ち並ぶ路線商業地域 国道                       　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.6Km         (200)
(県) 5-  2                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
東金　　　 東金市                                  　 工場　　　 中規模、小規模の工場が 北      10m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  小沼田字戌開１５７１番４外　　  24,500 11869    1： 2  　　　　　 建ち並ぶ工場地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                6Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                             　　　　　　　　　          三方路               

                                
八日市場　 八日市場市                              　 住宅　　　 空地も見られる、国道背 北東   4.5m  水道          飯倉　　　　　　 (都)          
　　　　　  ホ字辺田前３２２１番７　　　　  42,300 179  1.5： 1  　　　　　 後の低層一般住宅地域　 私道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         ( 60, 200)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八日市場　 八日市場市                              　 住宅　　　 周辺には、農地も散見さ 西       4m  水道          八日市場　　　　 (都)          
　　　　　  東谷字新宿２３６５番１２　　　  26,200 287    1： 2  　　　　　 れる一般住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八日市場　 八日市場市                              　 住宅　　　 田地に囲まれた農家住宅 南東   4.8m  水道          八日市場　　　　 (都)          
　　　　　  蕪里字大谷中１２０４番　　　　  20,000 1084    1： 1.2 　　　　　 が建ち並ぶ住宅地域　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.6Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八日市場　 八日市場市                              　 住宅　　　 区画整理された、中規模 南東     6m  水道          飯倉　　　　　　 (都)          
　　　　　  飯倉台字五丁目３５番５　　　　  49,700 204    1： 1.5 　　　　　 の郊外一般低層住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 50, 100)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八日市場　 八日市場市                      台形　　　 住宅　　　 既存の農家住宅が建ち並 南     2.6m  水道          八日市場　　　　 (都)          
　　　　　  長谷字新田２０４８番　　　　　  17,600 456    1： 1.5 　　　　　 ぶ、海岸に近い小規模な 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                                7Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八日市場　 八日市場市                              　 店舗兼住宅 中低層小売・飲食店舗等 北西    16m  水道          八日市場　　　　 (都)          
　　　　　  イ字大塚下１１２番７外　　　　  102,000 97    1： 1  　　　　　 が建ち並ぶ、駅に近い国 国道                       　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 道沿いの商業地域　　　                               200m         (400)
(県) 5-  1                                 S4          　　　　　　　　　                 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

旭　　　　 旭市                                    　 住宅　　　 農家住宅に一般住宅が混 西     4.7m  水道          旭　　　　　　　 (都)          
　　　　　  ニ字子ノ神前１４１３番３　　　  33,500 264    1： 1.2 　　　　　 在する県道に近い住宅地 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              1.5Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
旭　　　　 旭市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が点在 東       6m  水道          干潟　　　　　　 (都)          
　　　　　  ニ字西遊正６１０６番７外　　　  25,200 182    1： 1  　　　　　 し、空地や農地も見られ 私道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る既存の分譲住宅地域                              1.7Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
旭　　　　 旭市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 東     6.2m  水道          旭　　　　　　　 (都)          
　　　　　  ニ字新宿２０２４番１　　　　　  43,800 256    1： 1  　　　　　 び、公共施設も多く見ら 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 れる既成住宅地域　　　                              1.1Km         (200)
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
旭　　　　 旭市                                    　 住宅　　　 中規模農家住宅の多い住 南     5.5m  水道          旭　　　　　　　 (都)          
　　　　　  中谷里字西花田２１３番２外　　  18,000 478    1： 1  　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                3Km                       
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
旭　　　　 旭市                                    　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が建 南       4m  水道          旭　　　　　　　 (都)          
　　　　　  足川字中新畑２９７０番３　　　  22,500 153    1： 1  　　　　　 ち並ぶ海浜に近い住宅地 市道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              3.5Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
旭　　　　 旭市                                    　 店舗兼事務 店舗、事業所等が建ち並 北      12m  水道          干潟　　　　　　 (都)          
　　　　　  ニ字八石東６３５６番２５外　　  76,500 140    1： 1.5 所　　　　 ぶ国道沿いの商業地域　 国道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               100m         (200)
(県) 5-  1                                 S3          　　　　　　　　　                               

                                
旭　　　　 旭市                                    　 工場　　　 中規模工場が多い内陸型 北西    12m  水道          干潟　　　　　　 (都)          
　　　　　  鎌数字川西一番９１６３番３８　  20,500 5249    1： 2  　　　　　 の工業団地　　　　　　 市道                       　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い閑 南西     4m  水道          谷津　　　　　　               
　　　　　  谷津５丁目１１１２番９　　　　  230,000 200    1： 1.5 　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               350m         ( 50, 100)    
(県)  -  1 「谷津５－１３－１３」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 北東     4m  水道          津田沼　　　　　               
　　　　　  谷津２丁目７０６番１１　　　　  185,000 136    1： 1  　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  2 「谷津２－１４－１６」          W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い利 北西    6m 水道          津田沼　　　　　               
　　　　　  津田沼１丁目５６８番１６　　　  267,000 215    1： 1.5 　　　　　 便性の良い住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             550m         (200)
(県)  -  3 「津田沼１－１６－１６」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ閑静 南     5.8m  水道          京成大久保　　　               
　　　　　  本大久保４丁目３２２番７外　　  180,000 124  1.5： 1  　　　　　 な住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m         ( 50, 100)    
(県)  -  4 「本大久保４－７－２３」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 中規模住宅にマンション 北東     6m  水道          京成津田沼　　　               
　　　　　  津田沼３丁目４５２番７　　　　  217,000 247    1： 2  　　　　　 の混在する閑静な住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               800m         ( 60, 200)    
(県)  -  5 「津田沼３－１７－８」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北       6m  水道          京成大久保　　　               
　　　　　  泉町３丁目７６番１２５　　　　  180,000 156    1： 1.5 　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 60, 200)    
(県)  -  6 「泉町３－３－２」              W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 南東     4m  水道          京成大久保　　　               
　　　　　  藤崎７丁目３５５番２　　　　　  163,000 178    1： 2  　　　　　 並ぶ住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  7 「藤崎７－７－３５」            S2          　　　　　　　　　                               

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ閑 南     3.6m  水道          京成津田沼　　　               
　　　　　  津田沼６丁目１５４１番　　　　  210,000 135    1： 1.2 　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  -  8 「津田沼６－１０－４」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 区画整然とした空地も見 東       6m  水道          新習志野　　　　               
　　　　　  香澄５丁目２０番１１２　　　　  214,000 230    1： 1.2 　　　　　 られる一般住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  9 「香澄５－７－１２」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 一般住宅のほかアパート 南       4m  水道          実籾　　　　　　               
　　　　　  東習志野４丁目３３０番５　　　  165,000 122    1： 1  　　　　　 等も見られる住宅地域　 私道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.2Km         ( 60, 200)    
(県)  - 10 「東習志野４－１４－１７」      W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 空地もみられるアパート 南西     4m  水道          京成大久保　　　               
　　　　　  本大久保２丁目４７１番１７　　  187,000 231    1： 1.2 　　　　　 一般住宅の混在する地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 200)    
(県)  - 11 「本大久保２－２－６」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

習志野　　 習志野市                                　 店舗　　　 小売店舗に中層ビルが介 南東    16m  水道          京成津田沼　　　               
　　　　　  津田沼４丁目１２４２番６外　　  350,000 321  1.2： 1  　　　　　 在する駅前商業地域　　 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             140m         (400)
(県) 5-  1 「津田沼４－９－１６」          SRC4        　　　　　　　　　                 防火          

                                
習志野　　 習志野市                                　 住宅　　　 農家住宅と一般住宅等が 南     3.6m                幕張本郷　　　　 「調区」      
　　　　　  鷺沼４丁目１５６６番８　　　　  99,000 198  1.2： 1  　　　　　 見られる農地の多い住宅 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              1.3Km                       
(県)10-  1 「鷺沼４－１３－３５」          W1          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 小規模一般住宅と貸家等 南西     4m  水道          江戸川台　　　　               
　　　　　  西原３丁目５７６番３４７外　　  148,000 151    1： 1.2 　　　　　 が混在する住宅地域　　 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         (200)
(県)  -  1 「西原３－４－１６」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い閑 北     4.5m  水道          江戸川台　　　　               
　　　　　  みどり台５丁目３１番３５　　　  141,000 173    1： 1.2 　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              2Km         ( 60, 150)    
(県)  -  2 「みどり台５－３－１３」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 一般住宅のほか貸家も混 北       4m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  大室字正連寺前１７２番３　　　  132,000 148    1： 1.5 　　　　　 在する住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.7Km         (200)
(県)  -  3                                 RC2         　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 一般住宅のほかにマンシ 西     4.5m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  若柴字入谷津１番２３７　　　　  145,000 100    1： 1  　　　　　 ョン・空地等の混在する 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                              3.4Km         (200)
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南     4.5m  水道          江戸川台　　　　               
　　　　　  伊勢原１丁目１４番１３０　　　  155,000 188    1： 1  　　　　　 ぶ閑静な住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         (200)
(県)  -  5 「伊勢原１－９－３」            S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北西     6m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  松葉町１丁目５番９　　　　　　  193,000 235    1： 2  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         ( 60, 200)    
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 区画整理後の新興住宅地 南西     6m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  北柏３丁目１９番１７　　　　　  196,000 207    1： 2  　　　　　 域　　　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         ( 60, 150)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北東     5m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  根戸字根切３８３番５６　　　　  169,000 140    1： 1.5 　　　　　 ぶ県道背後の住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 東     4.5m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  布施字大日９７２番１２　　　　  139,000 169    1： 1  　　　　　 ち並ぶ郊外の住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km         ( 60, 150)    
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南       5m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  戸張字天神前１３１６番４　　　  149,000 140    1： 1.5 　　　　　 ぶ低地の新興住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.3Km         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が混 北東   3.8m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  十余二字庚塚２５４番６０８　　  158,000 250    1： 1.5 　　　　　 在する住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.1Km         (200)
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 山林等の残る新興の一般 南西     5m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  松ヶ崎字泉２７３番１４　　　　  156,000 142    1： 1.2 　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.7Km         ( 60, 150)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 公団住宅背後の小規模一 北東     4m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  かやの町９４１番１１０　　　　  165,000 131    1： 1.5 　　　　　 般住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.9Km         ( 50, 100)    
(県)  - 13 「かやの町２－２１」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 北       6m  水道          豊四季　　　　　               
　　　　　  篠篭田字今泉１０３６番１０　　  172,000 145    1： 1.2 　　　　　 分譲住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 一般住宅、アパート、寮 南       4m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  明原４丁目４０番５　　　　　　  220,000 99    1： 1.2 　　　　　 等が混在する既成住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 60, 200)    
(県)  - 15 「明原４－１１－３０」          S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 一般住宅とアパート等が混 北        4m 水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  あけぼの４丁目２３１番１５ 215,000 153   1.5 ： 1 　　　　　 在する住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県)  - 16 「あけぼの４－４－２」 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 小規模一般住宅の中にア 南東     4m  水道          南柏　　　　　　               
　　　　　  光ヶ丘２丁目１７４１番１８１　  160,000 115    1： 2  　　　　　 パート等が混在する住宅 私道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 60, 200)    
(県)  - 17 「光ヶ丘２－１４－８」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 南西     5m  水道          南柏　　　　　　               
　　　　　  新富町１丁目４２３番４４　　　  175,000 229    1： 1  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 18 「新富町１－１３－１３」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 南東     4m  水道          南柏　　　　　　               
　　　　　  豊四季字向中原７０９番４２外　  166,000 229  1.5： 1  　　　　　 ち並ぶ住宅地域　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         ( 60, 200)    
(県)  - 19                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い区 南       6m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  亀甲台町２丁目１０番１５　　　  164,000 214    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.3Km         ( 50, 100)    
(県)  - 20 「亀甲台町２－１１－１４」      W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中小規模の一般住宅の多 南       4m  水道          常盤平　　　　　               
　　　　　  青葉台１丁目７４８番１６　　　  137,000 171    1： 1.5 　　　　　 い起伏のある分譲住宅地 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                                2Km         (200)
(県)  - 21 「青葉台１－１８－１２」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 主要路背後の利便性が良 北西     6m  水道          南柏　　　　　　               
　　　　　  今谷上町字西割１６番１８外　　  195,000 134    1： 1.5 　　　　　 い一般住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             550m         ( 50, 100)    
(県)  - 22                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模住宅が建ち並ぶ傾 南東     4m  水道          新柏　　　　　　               
　　　　　  豊住３丁目１４５番４４　　　　  181,000 198    1： 1  　　　　　 斜地の閑静な住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             550m         ( 50, 100)    
(県)  - 23 「豊住３－１０－１０」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 小規模一般住宅、アパー 北西     4m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  柏字木崎台２７９番９６　　　　  165,000 99    1： 2  　　　　　 ト等が混在する住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         (200)
(県)  - 24                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い閑 南東     6m  水道          増尾　　　　　　               
　　　　　  増尾３丁目１６７９番２５　　　  168,000 218    1： 1.2 　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 25 「増尾３－１４－３」            W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北       6m  水道          逆井　　　　　　               
　　　　　  藤心字止井田７３８番８４　　　  150,000 183    1： 1  　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 50, 100)    
(県)  - 26                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 畑の多い新興住宅地域　 西     3.6m  水道          豊四季　　　　　               
　　　　　  高田字上野台子１２５０番３　　  139,000 163    1： 2  　　　　　 　　　　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         (200)
(県)  - 27                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南東   4.5m  水道          増尾　　　　　　               
　　　　　  加賀２丁目１９５６番１６外　　  186,000 143    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 50, 100)    
(県)  - 28 「加賀２－５－１２」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 一般住宅、アパート、駐 西       4m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  柏６丁目６６９番３　　　　　　  226,000 117  1.2： 1  　　　　　 車場等の混在する古くか 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 らの住宅地域　　　　　              下水             700m         (200)
(県)  - 29 「柏６－５－３０」              W2          　　　　　　　　　                 準防   高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南西   4.5m  水道          増尾　　　　　　               
　　　　　  増尾台２丁目１８８１番１０９　  171,000 157    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 30 「増尾台２－２３－９」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 一般住宅、マンション等 東       4m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  千代田２丁目１５１４番１１９　  217,000 287  1.2： 1  　　　　　 の混在する住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             950m         ( 60, 200)    
(県)  - 31 「千代田２－３－２３」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ閑静 東       4m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  高田字西中上２２４番９６　　　  143,000 176    1： 1.2 　　　　　 な住宅地域　　　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.8Km         (200)
(県)  - 32                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中小規模住宅に農家等も 北       4m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  宿連寺字天王後４２５番１６　　  146,000 188  1.2： 1  　　　　　 見られる台地上の住宅地 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            1.9Km         ( 50, 100)    
(県)  - 33                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 中規模一般住宅の中に空 東       4m  水道          北小金　　　　　               
　　　　　  東山２丁目１７１６番３１３　　  152,000 144  1.2： 1  　　　　　 地等も見られる新興住宅 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 50, 100)    
(県)  - 34 「東山２－９－１６」            W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

柏　　　　 柏市                                    　 畑　　　　 周辺が開発されつつある 北     1.8m  水道          豊四季　　　　　               
　　　　　  篠篭田字今泉１１０２番２　　　  90,000 995  1.5： 1  　　　　　 宅地見込地地域　　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　 未舗装                       1.8Km         ( 50, 100)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 店舗兼事務 店舗・事務所ビルが建ち 東      17m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  末広町８２６番９２　　　　　　  1,050,000 170    1： 1.5 所　　　　 並ぶ駅前商業地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             150m         (400)
(県) 5-  1 「末広町７－２」                RC5         　　　　　　　　　                 準防          

                                
柏　　　　 柏市                            台形　　　 事務所　　 店舗・事業所等が建ち並 北東    21m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  十余二字庚塚２７６番２６６　　  175,000 377    2： 1  　　　　　 ぶ郊外路線商業地域　　 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.7Km         (200)
(県) 5-  2                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
柏　　　　 柏市                                    　 店舗・事務 店舗併用住宅、店舗付マ 北西    13m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  中央１丁目９６４番２０　　　　  565,000 184    1： 2  所兼居宅　 ンション等が建ち並ぶ県 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 道沿いの商業地域　　　              下水             700m         (400)
(県) 5-  3 「中央１－６－３」              RC6         　　　　　　　　　                 準防          

                                
柏　　　　 柏市                            不整形　　 店舗兼事務 店舗ビル・事務所ビル等 北　　　16m 水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  柏２丁目４１番６外　　　　　　  783,000 338    1： 1  所　　　　 が混在する商業地　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             300m         (400)
(県) 5-  4 「柏２－８－２０」              S3          　　　　　　　　　    西    側  道 準防          

                                
柏　　　　 柏市                                    　 倉庫　　　 空地が多い中に一般住 北西     7m  水道          南柏　　　　　　               
　　　　　  豊町２丁目８１６番４７３　　　  169,000 466    1： 2.5 　　　　　 宅・共同住宅のほか、中 市道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 小の工場も見られる地域              下水             850m         (200)
(県) 7-  1 「豊町２－１－４」              S1          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                            台形　　　 住宅　　　 農家住宅が多い、周囲を 北東   5.5m  水道          我孫子　　　　　 「調区」      
　　　　　  布施字荒屋敷１２６５番　　　　  83,000 862    1： 1.2 　　　　　 畑に囲まれた住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　   
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.8Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
柏　　　　 柏市                                    　 住宅　　　 農家住宅が多い畑に囲ま 東       5m  水道          北柏　　　　　　 「調区」      
　　　　　  大青田字小渡１６２２番３外　　  64,800 409  1.5： 1  　　　　　 れた住宅地域 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.3Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
勝浦　　　 勝浦市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅のほかに 北東     4m  水道          勝浦　　　　　　 (都)          
　　　　　  墨名字峯山５６５番６８　　　　  57,000 237    1： 1  　　　　　 別荘も見られる高台の新 私道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 興分譲住宅地域　　　　                                1Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

勝浦　　　 勝浦市                                  　 住宅　　　 一般住宅と民宿等が混在 南西   3.5m  水道          鵜原　　　　　　 (都)          
　　　　　  鵜原字台ノ谷７５９番３７　　　  48,500 177    1： 1  　　　　　 する海辺に近い住宅地域 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               700m                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
勝浦　　　 勝浦市                          台形　　　 住宅　　　 農家住宅、農地等が混在 西     2.5m  水道          勝浦　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  松野字入江４９１番外　　　　　  18,000 971    1： 2  　　　　　 する国道背後の住宅地域 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.4Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
勝浦　　　 勝浦市                                  　 住宅　　　 一般住宅、農家、店舗が 北       7m  水道          上総興津　　　　 (都)          
　　　　　  植野字上宿６４６番　　　　　　  27,000 337    1： 3  　　　　　 混在する県道沿いの古く 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 からの住宅地域　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
勝浦　　　 勝浦市                                  　 住宅　　　 中規模の別荘住宅が建ち 北西     6m  水道          鵜原　　　　　　 (都)          
　　　　　  鵜原字中ノ谷２２５４番２１外　  32,000 505    1： 1.5 　　　　　 並ぶ丘陵地の住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              3Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
勝浦　　　 勝浦市                          台形　　　 住宅　　　 一般住宅、民宿、小規模 南東   4.7m  水道          勝浦　　　　　　 (都)          
　　　　　  部原字稲子田１１０８番　　　　  49,000 330    1： 2  　　　　　 店舗が混在する沿道の住 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  6                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
勝浦　　　 勝浦市                                  　 店舗兼住宅 小規模小売店舗が建ち並 南       9m  水道          勝浦　　　　　　 (都)          
　　　　　  勝浦字上本町４０番　　　　　　  88,000 99    1： 1.5 　　　　　 ぶ路線商業地域　　　　 市道                       　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               800m         (300)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
勝浦　　　 勝浦市                                  　 店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち 北       8m  水道          上総興津　　　　 (都)          
　　　　　  興津字東町通２６４１番２外　　  69,000 148    1： 1.5 　　　　　 並ぶ国道沿いの商業地域 国道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               250m         (200)
(県) 5-  2                                 W2          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
市原　　　 市原市                          台形　　　 住宅　　　 小規模の住宅が多い新興 南       5m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  古市場字下川間４９５番６　　　  88,000 100  1.5： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅の内に空地等が 西     3.5m  水道          姉ケ崎　　　　　               
　　　　　  姉崎字芝田１０９２番８　　　　  76,500 161    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km         ( 30,  50)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅が多い郊外の閑 北       4m  水道          姉ケ崎　　　　　               
　　　　　  椎の木台２丁目１５番３　　　　  65,000 169    1： 1.5 　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            4.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                           住宅　　　 農家住宅の中に畑地、山 東       7m  水道          高滝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  高滝字柏野上台５１８番１　　　  18,500 806    1： 1  　　　　　 林等も見られる古くから 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の住宅地域　　　　　　                              1.8Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　    南    側  道               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等も 南西   3.6m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  青柳字下前畑５６８番１１　　　  68,000 172    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            3.4Km         ( 30,  50)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 西       8m  水道          姉ケ崎　　　　　               
　　　　　  姉崎字原３１１３番３　　　　　  81,000 619    1： 1.5 　　　　　 ぶ閑静な新興住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         ( 50, 100)    
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅、共同住宅等が 北東     4m  水道          姉ヶ崎　　　　　               
　　　　　  姉崎字浜町２２０番１　　　　　  90,000 155    1： 1  　　　　　 混在する既成住宅地域　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               450m         (200)
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほか共同住 西     4.5m  水道          上総牛久　　　　               
　　　　　  牛久字白水８４７番１５　　　　  50,000 198  1.2： 1  　　　　　 宅、空地もある住宅地域 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               400m         ( 50, 100)    
(県)  -  8                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 北東     5m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  若宮７丁目１番９　　　　　　　  89,000 243    1： 1  　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.4Km         ( 50, 100)    
(県)  -  9                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                          台形　　　 住宅　　　 一般住宅、貸家住宅、空 北西     4m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  五井字下川原８９０番３　　　　  85,000 165    1： 1  　　　　　 地等が混在する住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.2Km         (200)
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅が多い区画整然 北東     6m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  五井字下新道２２３５番１３　　  101,000 140    1： 1.2 　　　　　 とした住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         (200)
(県)  - 11                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模住宅の建ち並ぶ区 南     4.5m  水道          誉田　　　　　　               
　　　　　  瀬又字沢田６１１番１６０　　　  83,000 147    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 50, 100)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中小規模の住宅の多い区 北西     9m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  北国分寺台４丁目１９番２　　　  91,000 152    1： 1  　　　　　 画の整った住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 50, 100)    
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅と農家 南西     6m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  玉前字丙稲荷前８１番２　　　　  78,000 297    1： 1  　　　　　 住宅の混在する住宅地域 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.7Km         (200)
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  国分寺台中央５丁目１２番１２　  91,000 219    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整理された住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            3.5Km         ( 50, 100)    
(県)  - 15                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅のほか空 南西     5m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  君塚３丁目２０番３　　　　　　  92,000 292    1： 1.5 　　　　　 地が多く見られる区画整 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 理された住宅地域　　　              下水            2.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 16                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅、中層集合社宅 北東   4.5m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  白金町字１丁目９番２　　　　　  96,000 211    1： 2  　　　　　 等が混在する住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         (200)
(県)  - 17                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 農家住宅の中に農地も見 西       4m  水道          里見　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  平野字平野２０７番１　　　　　  16,400 1011  1.5： 1  　　　　　 られる古くからの住宅地 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               380m                       
(県)  - 18                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                          台形　　　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北西     3m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  八幡字観音町１３１５番２　　　  94,000 128  1.2： 1  　　　　　 混在する既成住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             420m         (200)
(県)  - 19                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 農地や未利用地の多い新 南東     4m                五井　　　　　　               
　　　　　  飯沼字山王割７０６番７　　　　  61,000 248   2 ： 1 　　　　　 興の一般住宅地域　　　 私道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km         ( 30,  50)    
(県)  - 20                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模住宅の多い区画整 北西     9m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  五井東２丁目１０番２外　　　　  123,000 296    1： 1.2 　　　　　 然とした住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  - 21                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 小規模の一般住宅が建ち 北東   3.6m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  五所字神明１７２９番９　　　　  100,000 91  1.5： 1  　　　　　 並ぶ県道背後の住宅地域 市道                       　　　　　　　  ２住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.5Km         (200)
(県)  - 22                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 北西     6m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  五井字新場５８３１番４１　　　  97,000 156    1： 1  　　　　　 整然とした新興住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              2Km         (200)
(県)  - 23                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅と空地の 西       6m  水道          光風台　　　　　               
　　　　　  光風台１丁目１６１番　　　　　  67,000 163    1： 1.5 　　　　　 混在する区画整然とした 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             800m         ( 50, 100)    
(県)  - 24                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 農家住宅の中に農地、山 北       3m  水道          養老渓谷　　　　 「都計外」    
　　　　　  朝生原字坊原８０２番１　　　　  7,800 388    1： 1.5 　　　　　 林も見られる住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               320m                       
(県)  - 25                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                          台形　　　 住宅　　　 一般住宅と農家住宅とが 東       4m                馬立　　　　　　               
　　　　　  馬立字宿１６２９番８　　　　　  51,000 127  1.5： 1  　　　　　 混在する住宅地域　　　 私道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               540m         ( 50, 100)    
(県)  - 26                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅を中心と 西　　　　6m 水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  市原字日ノ宮１７７番１６ 78,000 185    1： 1  　　　　　 する国道背後の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.4Km         ( ３0,５0 )    
(県)  - 27                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い 北西     6m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  五井東３丁目１１番４　　　　　  110,000 198    1： 1.5 　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         (200)
(県)  - 28                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅が多い 北東     4m  水道          姉ケ崎　　　　　               
　　　　　  姉崎字宮ノ下２２３６番５　　　  88,000 122    1： 1.5 　　　　　 既成住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　 未舗装                        700m         (200)
(県)  - 29                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅、アパー 南東   4.4m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  八幡字北谷端２０６４番６　　　  93,000 142    1： 1.5 　　　　　 ト等が混在する住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         (200)
(県)  - 30                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅・アパート等が 西     4.1m  水道          ちはら台　　　　               
　　　　　  大�字辰巳ノ原１８００番５１　  75,000 170  1.2： 1  　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.2Km         ( 60, 200)    
(県)  - 31                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ国道 東       6m  水道          海士有木　　　　               
　　　　　  西広６丁目１１番５　　　　　　  87,000 232    1： 1.5 　　　　　 背後の区画整理された住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 32                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅が多く、周辺に 南西     5m  水道          姉ヶ崎　　　　　               
　　　　　  今津朝山字古屋敷８０番４　　　  68,000 331    1： 2  　　　　　 農地も残る既成住宅地域 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km         ( 30,  50)    
(県)  - 33                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 畑　　　　 新興住宅地域に近接した 東       1m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  菊間字仙台原２９７３番　　　　  34,000 1120    1： 3.5 　　　　　 畑地の宅地見込地地域　 道路                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　 未舗装                       2.8Km         ( 30,  50)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ路 南東   7.5m  水道          姉ヶ崎　　　　　               
　　　　　  姉崎字新宿４７３番内　　　　　  178,000 158    1： 4  　　　　　 線商業地域　　　　　　 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             270m         (400)
(県) 5-  1 （姉崎駅前１５街区６－６） SRC3        　　　　　　　　　                 準防          

　　　　　　　　　　　　　　　  
市原　　　 市原市                                  　 店舗兼住宅 小規模な小売店舗が建ち 北西   6.5m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  八幡字片町１１０５番外　　　　  172,000 231    1： 2  　　　　　 並ぶ古くからの路線商業 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             190m         (400)
(県) 5-  2                                 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
市原　　　 市原市                                  　 店舗　　　 大型小売店舗、飲食店等 北西    20m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  五井字中新道２３４１番１　　　  218,000 775  1.5： 1  　　　　　 が建ち並ぶ商業地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         (400)
(県) 5-  3                                 S2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
市原　　　 市原市                                  　 店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち 南       8m  水道          上総牛久　　　　               
　　　　　  牛久字下宿１２８３番２　　　　  75,000 558    1： 5.5 　　　　　 並ぶ既成商業地域　　　 国道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               200m         (200)
(県) 5-  4                                 W2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市原　　　 市原市                                  　 事務所兼倉 陸運関連営業所、工場、 南東     9m  水道          姉ヶ崎　　　　　               
　　　　　  青柳2丁目6番４ 69,000 564  1.2： 1  庫　　　　 一般住宅等が混在する地 市道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            2.9Km         (200)
(県) 7-  1                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                          台形　　　 事務所　　 事業所、一般住宅、社宅 南       9m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  五井９１５７番外　　　　　　　  77,000 2440    1： 1  　　　　　 等の混在する地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.9Km         (200)
(県) 7-  2                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 事務所兼工 中規模工場、倉庫等が建 南東    12m  水道          五井　　　　　　               
　　　　　  玉前西２丁目９番２　　　　　　  68,000 3276    1： 1  場　　　　 ち並ぶ工業地域　　　　 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            3.2Km         (200)
(県) 7-  3                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                          　 台形　　　 工場　　　 中規模の工場、倉庫等が 南      10m  水道          ちはら台　　　　               
　　　　　  潤井戸字君ヶ台２０５３番１外　  46,000 14546    1： 2  　　　　　 集まる内陸型の工業地域 市道                       　　　　　　　  工業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.6Km         (200)
(県) 9-  1                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 工場　　　 大規模工場の多い臨海工 北東    22m  水道          八幡宿　　　　　               
　　　　　  八幡海岸通７番１　　　　　　　  64,000 316911  1.2： 1  　　　　　 業地域　　　　　　　　 県道         ガス          　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.9Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  2                                             　　　　　　　　　    北    側  道               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 周辺に畑、山林の見られ 南西   4.5m  水道          上総山田　　　　 「調区」      
　　　　　  松崎字花之台４９３番　　　　　  32,000 1120    1： 2  　　　　　 る在来の農家集落地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.9Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほか農家住 南     2.5m  水道          八幡宿　　　　　 「調区」      
　　　　　  潤井戸字西山１３２５番３　　　  46,000 185    1： 2  　　　　　 宅、農地等が混在する住 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                                6Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 農家、一般住宅の混在す 東     3.7m  水道          八幡宿　　　　　 「調区」      
　　　　　  神崎字本郷４６３番　　　　　　  45,000 614    1： 1.5 　　　　　 る集落地域　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.3Km                       
(県)10-  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 農家住宅が農地の多い中 南     8.5m  水道          誉田　　　　　　 「調区」      
　　　　　  高田字永井谷４１２番１外　　　  32,000 2090    2： 1  　　　　　 に見られる住宅地域　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.4Km                       
(県)10-  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

市原　　　 市原市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が見られる小 北西　　4m 水道          八幡宿　　　　　 「調区」      
　　　　　  能満字蝉尻１３２８番８ 43,500 198    1 ： 1.2 　　　　　 規模な造成住宅地域 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4km               
(県)10-  5                                 Ｓ２ 　　　　　　　　　                               

                                
市原　　　 市原市                          台形　　　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ農地 南東   3.5m  水道          海士有木　　　　 「調区」      
　　　　　  福増字宮ノ越８４９番　　　　　  35,000 495  1.5： 1  　　　　　 の多い古くからの住宅地 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              1.5Km                       
(県)10-  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い郊 東       6m  水道          運河　　　　　　               
　　　　　  東深井字東原８７０番３９　　　  148,000 135    1： 1.2 　　　　　 外の閑静な新興住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南       4m  水道          江戸川台　　　　               
　　　　　  江戸川台東３丁目１８６番　　　  168,000 317    1： 1  　　　　　 ぶ区画整然とした閑静な 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             650m         ( 50, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 東       4m  水道          流山　　　　　　               
　　　　　  平和台２丁目５番１６　　　　　  170,000 203    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             470m         (200)
(県)  -  3                                 SRC2        　　　　　　　　　                        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 一般住宅等の中に空地も 南     4.5m  水道          初石　　　　　　               
　　　　　  東初石３丁目１０３番６７　　　  161,000 185    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 私道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               410m         ( 60, 200)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　    東    側  道        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅が、建ち 東       4m  水道          豊四季　　　　　               
　　　　　  駒木１０８６番３５　　　　　　  146,000 188    1： 1.5 　　　　　 並ぶ、空地も見られる住 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                               850m         ( 60, 150)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 北西     6m  水道          豊四季　　　　　               
　　　　　  野々 下３丁目７７２番４０　　　  155,000 155    1： 1.3 　　　　　 並ぶ分譲住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         (200)
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南       4m  水道          南柏　　　　　　               
　　　　　  松ケ丘４丁目５０５番３１　　　  178,000 199  1.2： 1  　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               900m         ( 60, 150)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い郊 西       5m  水道          南柏　　　　　　               
　　　　　  向小金３丁目１４１番７５　　　  168,000 167    1： 1.5 　　　　　 外の閑静な住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.1Km         ( 60, 200)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模住宅にアパート、 南       6m  水道          流山　　　　　　               
　　　　　  三輪野山字道面９６３番１４　　  148,000 168  1.2： 1  　　　　　 畑地等が混在する区画整 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 理済の閑静な住宅地域　              下水            1.5Km         ( 60, 200)    
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅が建ち 北       5.2m 水道          平和台　　　　　               
　　　　　  流山８丁目１１67番２外 158,000 182   1.2 ： 1 　　　　　 並ぶ住宅地域　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　              下水               600m (200)
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模住宅と共同住宅等 南西     6m  水道          南流山　　　　　               
　　　　　  南流山４丁目５番５　　　　　　  189,000 132    1： 1.2 　　　　　 が混在する区画整理済の 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             400m         ( 60, 200)    
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北       6m  水道          江戸川台　　　　               
　　　　　  江戸川台東１丁目２０６番　　　  168,000 270    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             450m         ( 50, 100)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南東     6m  水道          鰭ヶ崎　　　　　               
　　　　　  宮園１丁目１４番２　　　　　　  167,000 186    1： 1  　　　　　 ぶ区画整然とした比較的 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 駅に近い分譲住宅地域　              下水             500m         ( 60, 200)    
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 一般住宅の多い区画整理 北東     6m  水道          初石　　　　　　               
　　　　　  東初石１丁目１１０番２　　　　  160,000 142    1： 1.5 　　　　　 された新興の住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
流山　　　 流山市                          台形　　　 山林　　　 住宅地に囲まれた熟成度 北西     7m  水道          運河　　　　　　               
　　　　　  東深井字一ノ坪４５７番3外 74,000 4003    1： 1.2 　　　　　 の高い宅地見込地地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m         ( 50, 100)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
流山　　　 流山市                                  　 店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等が増 南東    20m  水道          南流山　　　　　               
　　　　　  南流山４丁目１番１０　　　　　  345,000 264    1： 1.2 　　　　　 えつつある区画整然とし 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 た駅前の商業地域　　　              下水             200m         (400)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　    北東  側  道 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

流山　　　 流山市                                  　 住宅　　　 畑の中に農家住宅等が散 西       8m  水道          初石　　　　　　 「調区」      
　　　　　  駒木台２２５番７　　　　　　　  82,000 330    1： 2  　　　　　 在する農家集落地域　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.7Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 区画整然とした閑静な一 東       4m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  八千代台西１０丁目７８７番７　  156,000 344    1： 1.5 　　　　　 般住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         ( 50, 100)    
(県)  -  1 「八千代台西１０－１３－５」    S2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い住 東       6m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  八千代台西３丁目９番９　　　　  193,000 297    1： 1  　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 中規模住宅の多い区画整 北     4.5m  水道          京成大和田　　　               
　　　　　  村上字向地３５５１番１６　　　  148,000 194    1： 1.2 　　　　　 然とした住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             850m         ( 60, 150)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 区画整然とした閑静な住 東       6m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  八千代台北７丁目１４番７　　　  183,000 264    1： 1.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 60, 200)    
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                        高度   

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 中規模住宅の多い区画整 南東     5m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  八千代台北１３丁目１５２７番２８  163,000 213    1： 1  　　　　　 然とした住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5 「八千代台北１３－１０－１５」  W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 区画整然とした新興の分 南       6m  水道          八千代緑が丘　　               
　　　　　  緑が丘２丁目２９番１２　　　　  190,000 181    1： 1  　　　　　 譲住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             450m         ( 50, 100)    
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                        台形　　　 住宅　　　 中小一般住宅にアパート 南       4m  水道          京成大和田　　　               
　　　　　  大和田字出戸７５６番３　　　　  148,000 306    1： 1.5 　　　　　 も見られる地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 200)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 中小一般住宅とアパート 北       4m  水道          勝田台　　　　　               
　　　　　  勝田台１丁目４５番１　　　　　  194,000 153    1： 1.5 　　　　　 の混在する住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 60, 150)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い分 北       6m  水道          勝田台　　　　　               
　　　　　  上高野字大野１３４４番２０　　  120,000 192    1： 2.5 　　　　　 譲住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 一般住宅、共同住宅が混 南       4m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  高津字宮ノ前３０４番１５　　　  135,000 114    1： 1.5 　　　　　 在する住宅地域　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南西     6m  水道          八千代中央　　　               
　　　　　  大和田新田字坊山５１４番４１　  180,000 182  1.2： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             400m         (200)
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 南     4.5m  水道          八千代緑が丘　　               
　　　　　  大和田新田字太郎右衛門野４４６番  144,000 124    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 私道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          226 　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 60, 200)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い区 南東     5m  水道          勝田台　　　　　               
　　　　　  勝田台４丁目２５番１１　　　　  175,000 224    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  - 13                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 南       6m  水道          勝田台　　　　　               
　　　　　  村上字下市場台北側４４９１番３  195,000 183    1： 2.5 　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             400m         ( 60, 150)    
(県)  - 14                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 一般住宅が多い区画整然 南東     5m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  八千代台南２丁目２５番５２　　  181,000 230    1： 1  　　　　　 とした分譲住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 50, 100)    
(県)  - 15 「八千代台南２－１８－５」      S2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 住宅　　　 区画整然とした環境良好 北西     8m  水道          勝田台　　　　　               
　　　　　  勝田台３丁目２３番１３　　　　  185,000 209    1： 1  　　　　　 な分譲住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 50, 100)    
(県)  - 16                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八千代　　 八千代市                                　 店舗兼事務 飲食店、小売店舗等が多 西       7m  水道          八千代台　　　　               
　　　　　  八千代台北１丁目９番５　　　　  410,000 231    1： 1.5 所　　　　 い駅前の商業地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             150m         (400)
(県) 5-  1                                 S4          　　　　　　　　　                 防火          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

八千代　　 八千代市                                　 店舗・事務 中層の店舗・事務所併用 東      25m  水道          八千代中央　　　               
　　　　　  ゆりのき台３丁目３番３　　　　  277,000 373    1： 3.5 所兼共同住 マンションが増えつつあ 市道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  宅　　　　 る駅前商業地域　　　　              下水             250m         (300)
(県) 5-  2                                 RC6         　　　　　　　　　    西    側  道 防火          

                                
八千代　　 八千代市                        台形　　　 住宅　　　 県道背後の農家住宅地域 南西   7.7m  水道          八千代緑が丘　　 「調区」      
　　　　　  島田台字神明前１０６２番１　　  53,000 631  1.2： 1  　　　　　 　　　　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.8Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 南東     4m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  根戸字根切３４４番７０　　　　  159,000 152  1.5： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 私道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         (200)
(県)  -  1                                 RC2         　　　　　　　　　                        高度   

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅の中に駐 北西     6m  水道          我孫子　　　　　               
　　　　　  白山２丁目２５５６番７　　　　  204,000 221    1： 1.2 　　　　　 車場も見られる住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         ( 60, 150)    
(県)  -  2 「白山２－５－１６」            S2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 北西     4m  水道          我孫子　　　　　               
　　　　　  我孫子字後田５６３番９　　　　  186,000 191    1： 1  　　　　　 トが混在する住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               700m         ( 60, 200)    
(県)  -  3                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が多 西       4m  水道          我孫子　　　　　               
　　　　　  緑２丁目１９６８番３０　　　　  180,000 183    1： 1.2 　　　　　 い閑静な住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 60, 150)    
(県)  -  4 「緑２－１０－２８」            W1          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北東     6m  水道          布佐　　　　　　               
　　　　　  布佐１丁目３０番７　　　　　　  109,000 132    1： 2  　　　　　 ぶ区画整理済の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南       6m  水道          新木　　　　　　               
　　　　　  布佐平和台５丁目１８００番５１  98,000 184    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.7Km         ( 50, 100)    
(県)  -  6 「布佐平和台５－１４－６」      W2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中小規模住宅が建ち並ぶ 東       6m  水道          湖北　　　　　　               
　　　　　  湖北台８丁目１０番１１　　　　  134,000 257    1： 2  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             750m         ( 50, 100)    
(県)  -  7 「湖北台８－１０－５」          W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中小規模一般住宅が多い 南       8m  水道          天王台　　　　　               
　　　　　  下ヶ戸字大久保６５番３６外　　  201,000 254    1： 2  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             730m         ( 60, 200)    
(県)  -  8 「天王台６－２－１８」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模住宅、マンション等 北西     6m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  台田４丁目９０番　　　　　　　  183,000 159    1： 1.5 　　　　　 が混在する区画整理済の 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             700m         ( 50, 100)    
(県)  -  9 「台田４－７－１８」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模の一般住宅の多い 南     4.5m  水道          我孫子　　　　　               
　　　　　  並木８丁目１４８４番２３　　　  149,000 149    1： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 150)    
(県)  - 10 「並木８－１９－１１」          S2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 南       6m  水道          我孫子　　　　　               
　　　　　  つくし野１丁目８８２番３３　　  192,000 169    1： 1  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  - 11 「つくし野１－９－５」          S2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 中規模住宅が多い区画整 南     4.5m  水道          新木　　　　　　               
　　　　　  新木字吾妻３１８０番１０　　　  92,500 181    1： 1  　　　　　 然とした分譲住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         ( 50, 100)    
(県)  - 12                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 住宅　　　 住宅、アパートが混在す 南       6m  水道          天王台　　　　　               
　　　　　  柴崎字巻ノ内１１８１番　　　　  190,000 227    1： 2  　　　　　 る区画整理済の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             650m         ( 50, 100)    
(県)  - 13 「柴崎台４－１２－３８」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 畑　　　　 既存住宅の中に畑等が見  水道          湖北　　　　　　               
　　　　　  中峠字宿通中北側１４２７番２　  55,500 1768    6： 1  　　　　　 られる熟成度の高い地域  ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               700m         ( 60, 150)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
我孫子　　 我孫子市                                　 店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ駅 北   駅前広場 水道          湖北　　　　　　               
　　　　　  湖北台１丁目１４番２　　　　　  265,000 218    1： 2  　　　　　 前の商業地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水          駅前広場接面    (400)
(県) 5-  1 「湖北台１－１２－１」          W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
我孫子　　 我孫子市                        台形　　　 事務所兼店 店舗、飲食店、倉庫等が 北    18.5m  水道          北柏　　　　　　               
　　　　　  台田４丁目１１６番　　　　　　  190,000 429    1： 2  舗兼倉庫　 混在する路線商業地域　 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             540m         (200)
(県) 5-  2 「台田４－１１－４０」          S4          　　　　　　　　　    背面道              高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

我孫子　　 我孫子市                        台形　　　 住宅　　　 畑地の中に農家住宅と一 西       5m  水道          湖北　　　　　　 「調区」      
　　　　　  中峠字下根古谷３７３７番１外　  54,500 1623    1： 1.2 　　　　　 般住宅が混在する地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 南     5.2m  水道          安房鴨川　　　　 (都)          
　　　　　  広場字渚ノ谷１１９３番９　　　  54,500 212    1： 1.5 　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.7Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 住宅　　　 中規模農家住宅の中に店 南      11m  水道          安房鴨川　　　　 「都計外」    
　　　　　  仲字鬼塚２７３番２外　　　　　  17,000 1249    1： 1  　　　　　 舗等が見られる県道沿い 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の住宅地域　　　　　　                              8.8Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に別荘等が 北     2.5m  水道          江見　　　　　　 (都)          
　　　　　  東江見字畑ケ中４１７番　　　　  39,000 304  1.5： 1  　　　　　 混在する既成住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               150m                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅の中に空 北西     4m  水道          安房鴨川　　　　 (都)          
　　　　　  横渚字上原１４７１番８　　　　  49,000 115  1.2： 1  　　　　　 地等が見られる県道背後 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の新興住宅地域　　　　                              1.2Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 住宅　　　 一般住宅、民宿が混在す 南       4m  水道          太海　　　　　　 (都)          
　　　　　  太海字仲村１９７９番　　　　　  33,000 158    1： 1.2 　　　　　 る海岸に近い既存の住宅 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               340m                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 住宅　　　 中規模開発による別荘、 西       6m  水道          太海　　　　　　 (都)          
　　　　　  宮字赤羽１７３６番１７　　　　  32,000 163    1： 1.2 　　　　　 一般住宅、空地等の混在 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 する高台の住宅地域　　                              1.8Km                       
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 店舗　　　 駐車場等の空地が多い駅 南東     9m  水道          安房鴨川　　　　 (都)          
　　　　　  横渚字沼里１１０２番４　　　　  95,000 645    1： 1.2 　　　　　 周辺の新興の商業地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               230m                       
(県) 5-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
鴨川　　　 鴨川市                                  　 店舗兼住宅 中小規模の小売店舗が集 北西     6m  水道          安房鴨川　　　　 (都)          
　　　　　  前原字稲荷町２３１番外　　　　  57,000 181    1： 1  　　　　　 まる市道沿いの既成商業 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               620m                       
(県) 5-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 小規模一般住宅が建ち並 南西     5m  水道          鎌ケ谷大仏　　　               
　　　　　  鎌ヶ谷９丁目３５３番１９外　　  146,000 101    1： 1.2 　　　　　 ぶ住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         (200)
(県)  -  1 「鎌ケ谷９－１６－４２」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 小規模の建売住宅が多い 南西   4.3m  水道          鎌ケ谷　　　　　               
　　　　　  東道野辺３丁目６１５番６　　　  134,000 108    2： 1  　　　　　 分譲住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2 「東道野辺３－１４－４７」      W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 小規模の一般住宅の中に 南西     4m  水道          鎌ケ谷　　　　　               
　　　　　  東中沢３丁目１２６０番３２８　  148,000 105    1： 2  　　　　　 畑地も見られる住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 60, 150)    
(県)  -  3 「東中沢３－１８－１３」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 一般住宅のほかにアパー 西     4.6m  水道          初富　　　　　　               
　　　　　  中央２丁目９２８番６７４　　　  149,000 181    1： 2  　　　　　 ト等が見られる住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               750m         ( 50, 100)    
(県)  -  4 「中央２－１４－４１」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 小規模住宅が多い区画整 北東     5m  水道          鎌ケ谷大仏　　　               
　　　　　  東鎌ケ谷３丁目６５３番３８　　  143,000 133    2： 1  　　　　　 然とした新興住宅地域　 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5 「東鎌ケ谷３－１７－１７」      W2          　　　　　　　　　                               

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南東   4.5m  水道          馬込沢　　　　　               
　　　　　  南鎌ヶ谷４丁目２０１番１６　　  147,000 143    1： 1  　　　　　 ぶ閑静な住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         ( 60, 150)    
(県)  -  6 「南鎌ヶ谷４－９－３０」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 小規模一般住宅の中に空 南西     4m  水道          六実　　　　　　               
　　　　　  西佐津間１丁目１９２番４４外　  129,000 134    1： 1.2 　　　　　 地等が見られる住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         ( 60, 150)    
(県)  -  7 「西佐津間１－１０－２１」      W2          　　　　　　　　　                               

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 小規模一般住宅を主体と 北       5m  水道          鎌ケ谷　　　　　               
　　　　　  東道野辺２丁目８９２番１２１外  144,000 134    1： 1.2 　　　　　 し、周辺に空地も多い住 私道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                               700m         (200)
(県)  -  8 「東道野辺２－１２－３－９」    W2F1B       　　　　　　　　　                        高度   

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 住宅　　　 区画整然とした大規模な 北東     6m  水道          鎌ケ谷大仏　　　               
　　　　　  東初富６丁目７４４番２４０　　  158,000 201    1： 1.2 　　　　　 分譲住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             450m         ( 50, 100)    
(県)  -  9 「東初富６－６－１２」          W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 店舗兼住宅 低層店舗兼住宅、戸建住 北西     9m  水道          初富　　　　　　               
　　　　　  中央１丁目６４８番６９３外　　  225,000 327    1： 1.5 　　　　　 宅に中層ビルも見受ける 国道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 路線商業地域　　　　　                               250m         (200)
(県) 5-  1 「中央１－１－３２」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                                　 作業場兼住 一般住宅、小工場、営業 北東     4m  水道          鎌ヶ谷大仏　　　               
　　　　　  東道野辺６丁目５０２番２４　　  137,000 137    1： 1.2 宅　　　　 所等の混在する住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km         (200)
(県) 7-  1 「東道野辺６－１－６」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
鎌ケ谷　　 鎌ケ谷市                        台形　　　 住宅　　　 梨畑の中に農家と一般住 北東     6m  水道          くぬぎ山　　　　 「調区」      
　　　　　  初富字椚山３５番４　　　　　　  73,000 324  1.2： 1  　　　　　 宅が散在する住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m                       
(県)10-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 南       6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  大和田４丁目３番１２　　　　　  58,500 194    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         (200)
(県)  -  1                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ駅に 南西     6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  坂田字原１３１６番　　　　　　  68,500 952    2： 1  　　　　　 近い住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             450m         ( 50, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 農家住宅が点在する農家 南東   6.5m  水道          君津　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  東粟倉字中の代２９２番１外　　  14,000 478  1.5： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             16.3Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北西    10m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  北子安６丁目１番３　　　　　　  58,500 204    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.5Km         ( 60, 200)    
(県)  -  4 「北子安６－１－３」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い区 東       6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  南子安２丁目３番７　　　　　　  58,500 182    1： 1.5 　　　　　 画整理済みの住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.5Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5 「南子安２－３－１２」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北西     5m  水道          久留里　　　　　 「都計外」    
　　　　　  久留里市場字根田８５２番２　　  26,000 275    1： 1.5 　　　　　 ぶ閑静な住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               500m                       
(県)  -  6                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い区 南       6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  西坂田１丁目１０番２　　　　　  66,000 175    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  -  7 「西坂田１－１０－２」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 農家住宅の中に一般住宅 東       7m  水道          俵田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  上新田字若宮５番１　　　　　　  22,000 477    1： 1  　　　　　 も見られる住宅地域　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               440m                       
(県)  -  8                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 東       4m  水道          君津　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  中島字久保田７４６番９　　　　  39,000 250  1.2： 1  　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                                7Km                       
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の中に空 南       6m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  人見３丁目２４番３　　　　　　  53,000 196    1： 1.2 　　　　　 地が見られる区画整然と 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 した住宅地域　　　　　              下水            1.4Km         (200)
(県)  - 10 「人見３－２４－５」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅の外、ア 北東     6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  久保３丁目９番２　　　　　　　  64,600 245    1： 1.2 　　　　　 パートも見られる区画整 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 然とした住宅地域　　　              下水            1.2Km         (200)
(県)  - 11 「久保３－９－２」              W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 北       6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  中野５丁目１４番１６　　　　　  62,500 208    1： 2  　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県)  - 12 「中野５－１４－２６」          S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                          台形　　　 住宅　　　 農家住宅が点在する高台 南       4m  水道          君津　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  根本字根本三２７１番１　　　　  25,500 581    1： 1  　　　　　 の住宅地域　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               10Km                       
(県)  - 13                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                          　 住宅　　　 空地が見られる区画整理 北東     6m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  郡字西ノ作１８８番３　　　　　  47,800 238    1： 2  　　　　　 中の住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.4Km         ( 50, 100)    
(県)  - 14 （郡４０街区２）　　　　　　　  W2          　　　　　　　　　                               

　　　　　　　　　　　　　　　  
君津　　　 君津市                          台形　　　 住宅　　　 農地のなかに農家住宅が 南       7m 水道          小櫃　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  戸崎字追場１６１７番５　　　　  23,700 303  1.2： 1  　　　　　 見られる農家住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km                       
(県)  - 15                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

君津　　　 君津市                                  　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅に店 東       6m  水道          上総松丘　　　　 「都計外」    
　　　　　  広岡字鳥居台１７３６番　　　　  20,000 343    1： 1  　　　　　 舗も混在する既成住宅地 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               120m                       
(県)  - 16                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                          台形　　　 雑木林（杉） 新興住宅地域に隣接する 南東   2.3m                君津　　　　　　               
　　　　　  三直字下新田１３０２番１　　　  15,000 5442    2： 1  熟成度の高い地域　　　 道路                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.7Km         ( 50, 100)    
(県) 3-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                                  　 店舗　　　 自動車販売会社や店舗等 西      34m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  南子安９丁目６番１１外　　　　  82,000 705  1.5： 1  　　　　　 が建ち並ぶ路線商業地域 国道                       　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.5Km         (200)
(県) 5-  1 「南子安９－６－３５」          S1          　　　　　　　　　                        高度   

                                
君津　　　 君津市                                  　 店舗兼住宅 小規模小売店舗が建ち並 南西    10m  水道          久留里　　　　　 「都計外」    
　　　　　  久留里市場字下町５４７番１　　  48,000 233    1： 8  　　　　　 ぶ国道沿いの古くからの 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 商業地域　　　　　　　                               160m                       
(県) 5-  2                                 W2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
君津　　　 君津市                                  　 診療所　　 店舗、事務所の外、空地 東      36m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  中野４丁目２番２外 138,000 633  1.5： 1  　　　　　 も見られる駅前の商業地 県道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水             210m         (400)
(県) 5-  3 「中野４－２－３」              S1          　　　　　　　　　                 準防          

                                
君津　　　 君津市                                  　 工場　　　 小工場のほか農家住宅も 北     6.5m  水道          君津　　　　　　               
　　　　　  外箕輪字御�前８０番１外　　　  46,000 3448  1.5： 1  　　　　　 見られる工業地域　　　 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                4Km         (200)
(県) 7-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
君津　　　 君津市                          台形　　　 住宅　　　 農家住宅が散在する農家 北東     5m  水道          君津　　　　　　 「調区」      
　　　　　  三直字坂ノ下８２１番４　　　　  26,000 508    1： 1.2 　　　　　 住宅地域　　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.6Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 一般住宅の多い住宅地域 北西     6m  水道          大貫　　　　　　 (都)          
　　　　　  千種新田字下水越５７４番２５　  40,000 185    1： 1.2 　　　　　 　　　　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               300m         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 漁家住宅、一般住宅に漁 北       6m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  富津字元浜２４９７番　　　　　  40,500 145  1.5： 1  　　　　　 業関連施設が混在する漁 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 港背後の住宅地域　　　                              4.6Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

富津　　　 富津市                          　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北     5.5m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  青木字中筋１１９０番　　　　　  32,800 832    1： 1.2 　　　　　 混在する既存の住宅地域 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 中規模住宅の多い在来の 南       4m  水道          上総湊　　　　　 「都計外」    
　　　　　  湊字大田原３８０番５　　　　　  37,000 314    1： 1.5 　　　　　 普通住宅地域　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               900m                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 区画整理後の空地が多い 南西     6m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  大堀字中原２２８８番３　　　　  60,000 208    1： 1.2 　　　　　 駅近くの住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               650m         (200)
(県)  -  5                                 S3          　　　　　　　　　    背面道              高度   

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅に別荘も 南西   3.5m  水道          佐貫町　　　　　 「都計外」    
　　　　　  八幡字仲町１２９番　　　　　　  32,300 251    1： 1.2 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km                       
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　    北西  側  道               

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が混 南東     6m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  大堀３丁目７番１１　　　　　　  52,000 126    1： 1  　　　　　 在する区画整理済みの住 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水             750m         ( 60, 200)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に店舗等が 南東   4.5m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  大堀字東１４９９番２　　　　　  43,500 176    1： 1.5 　　　　　 見られる既存の住宅地域 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               850m         (200)
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 漁家住宅・釣宿等が軒を 南       5m  水道          浜金谷　　　　　 「都計外」    
　　　　　  金谷字本町４１３７番　　　　　  35,800 89    1： 1.2 　　　　　 連ねる住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               630m                       
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南東   4.5m  水道          大貫　　　　　　 (都)          
　　　　　  西大和田字小原１１１４番７　　  39,000 165    1 ： 1.5 　　　　　 ぶ閑静な住宅地域　　　 私道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.7Km         ( 60, 200)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 社宅・寮も見られる一般 西     2.5m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  二間塚字向原古山１５２２番２　  40,000 243    1： 1.2 　　　　　 住宅の増加しつつある地 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               750m         (200)
(県)  - 11                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

富津　　　 富津市                                  　 店舗兼住宅 小規模店舗併用住宅等が 北       7m  水道          青堀　　　　　　               
　　　　　  富津字仲町１７８１番　　　　　  55,000 180    1： 2  　　　　　 建ち並ぶ県道沿いの既成 県道                       　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 商業地域　　　　　　　                                4Km         (400)
(県) 5-  1                                 W1          　　　　　　　　　                 準防          

                                
富津　　　 富津市                                  　 住宅　　　 畑、山林が多く農家が点 西       4m  水道          大貫　　　　　　 「調区」      
　　　　　  篠部字下中原１４４６番２　　　  23,500 300    1： 1.2 　　　　　 在する地域　　　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.8Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 中小規模戸建住宅と共同 西      5.8m 水道          浦安　　　　　　               
　　　　　  猫実３丁目９８１番４　　　　　  258,000 188    1： 1.5 　　　　　 住宅の混在する既存の住 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水             700m         (200)
(県)  -  1 「猫実３－１９－１４」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 中規模建売住宅が多い新 南東     6m  水道          新浦安　　　　　               
　　　　　  美浜３丁目１０番１０４　　　　  325,000 182    1： 1.2 　　　　　 興住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         ( 50, 100)    
(県)  -  2 「美浜３－２３－１３」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南東     6m  水道          新浦安　　　　　               
　　　　　  海楽２丁目５４番１６８　　　　  272,000 162    1： 1.5 　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 150)    
(県)  -  3 「海楽２－３１－１３」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 一般住宅のほかに作業所 南西   5.4m  水道          舞浜　　　　　　               
　　　　　  富士見３丁目２７６９番８　　　  270,000 199    1： 3  　　　　　 、共同住宅が混在する住 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 60, 200)    
(県)  -  4 「富士見３－１１－１６」        S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          新浦安　　　　　               
　　　　　  富岡１丁目３番１７０　　　　　  286,000 187  1.5： 1  　　　　　 ぶ、区画整然とした中級 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 分譲住宅地域　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5 「富岡１－１４－９」            S2          　　　　　　　　　                               

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 区画整然とした新興住宅 北東     6m  水道          舞浜　　　　　　               
　　　　　  東野３丁目１８６番　　　　　　  283,000 159    1： 1.2 　　　　　 地域　　　　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 60, 150)    
(県)  -  6 「東野３－２１－２」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南西     5m  水道          浦安　　　　　　               
　　　　　  当代島２丁目２６４番４　　　　  242,000 145    1： 2  　　　　　 混在する住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  -  7 「当代島２－２０－４」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 一般住宅の中に空地も残 南東     6m  水道          新浦安　　　　　               
　　　　　  今川２丁目４６番１８　　　　　  285,000 230    1： 1.5 　　　　　 る区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  8 「今川２－８－３０」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 南東   7.2m  水道          浦安　　　　　　               
　　　　　  堀江３丁目９３４番２　　　　　  268,000 99    1： 1.5 　　　　　 混在する既存の住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県)  -  9 「堀江３－２６－１２」          W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅、ア 南西    12m  水道          浦安　　　　　　               
　　　　　  北栄３丁目９９６番２　　　　　  320,000 165    1： 2.5 　　　　　 パート等が混在する住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             750m         (200)
(県)  - 10 「北栄３－３６－９」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 店舗兼事務 大型小売店舗を中心に中 北      12m  水道          浦安　　　　　　               
　　　　　  北栄１丁目６０４番２　　　　　  725,000 165    1： 1.2 所　　　　 小店舗、事務所ビルが建 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 ち並ぶ駅前の商業地域　              下水             150m         (400)
(県) 5-  1 「北栄１－１５－２６」          S4          　　　　　　　　　                 準防          

                                
浦安　　　 浦安市                                  　 工場　　　 中規模の鉄鋼関連工場、 南東    18m  水道          舞浜　　　　　　               
　　　　　  鉄鋼通り３丁目１８５番　　　　  155,000 2708    1： 1.5 　　　　　 倉庫等の建ち並ぶ臨海工 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 業地域　　　　　　　　                              1.2Km         (200)
(県) 7-  1 「鉄鋼通り３－５－３」                      　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 南西     5m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  旭ケ丘４丁目１５２０番１１４　  94,000 165    1： 1.5 　　　　　 画整然とした住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  1 「旭ケ丘４－２２－１６」        S2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 南西     6m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  千代田２丁目１１番４　　　　　  94,000 200    1： 1  　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            4.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  2 「千代田２－１１－４」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 街区の整然とした大規模 北西     6m  水道          物井　　　　　　               
　　　　　  みそら３丁目１０番２　　　　　  87,000 223    1： 1.2 　　　　　 な分譲住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3 「みそら３－１０－２」          W2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                        台形　　　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い分 南西     6m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  下志津新田字成徳２５３６番２９  122,000 145    1： 1.2 　　　　　 譲住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 60, 200)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い閑 北西     9m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  和良比字長作２８２番８２　　　  128,000 216    1： 1.2 　　　　　 静な住宅地域　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い分 北東     6m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  さちが丘１丁目６８９番５２　　  121,000 195    1： 1.2 　　　　　 譲住宅地域　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  6 「さちが丘１－２３－４」        S2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 区画整然とした県道に近 南西     4m  水道          物井　　　　　　               
　　　　　  物井字清水１５２０番１４　　　  90,000 206    1： 1.5 　　　　　 い中規模一般住宅地域　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.4Km         ( 50, 100)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                        台形　　　 住宅　　　 商店街に近い中規模の一 南東     4m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  大日字緑ケ丘４３７番８２外　　  135,000 182    1： 1.2 　　　　　 般住宅地域　　　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い駅 南      4.5m 水道          四街道　　　　　               
　　　　　  和良比字三才２５６番２４外　　  145,000 238  1.2： 1  　　　　　 に近い既成住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 60, 200)    
(県)  -  9                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い住 南     3.6m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  大日字桜ヶ丘２５７番２０　　　  113,000 165  1.5： 1  　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 50, 100)    
(県)  - 10                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
四街道　　 四街道市                                　 事務所　　 大規模店を核に小売店等 東      18m  水道          四街道　　　　　               
　　　　　  大日字緑ヶ丘３２５番１０外　　  241,000 256    1： 2  　　　　　 が建ち並ぶ路線商業地域 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         (200)
(県) 5-  1                                 RC3         　　　　　　　　　                        高度   

                                
四街道　　 四街道市                                　 住宅　　　 農家住宅のほか農地、山 南東    3.5m 水道          四街道　　　　　 「調区」      
　　　　　  中台字八丁地２３４番３　　　　  37,000 212    1： 1.5 　　　　　 林が混在する住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                5Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 一般住宅、アパート等が 北東     6m  水道          袖ケ浦　　　　　               
　　　　　  福王台３丁目３２番３　　　　　  76,000 225    1： 2  　　　　　 見られる区画整然とした 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水            1.4Km         ( 60, 150)    
(県)  -  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          長浦　　　　　　               
　　　　　  蔵波台６丁目１８番１７　　　　  68,000 189    1： 2  　　　　　 ぶ区画整然とした住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水              2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ古く 南西     4m  水道          長浦　　　　　　               
　　　　　  久保田字浜宿２５６０番　　　　  48,000 823    1： 2.5 　　　　　 からの住宅地域　　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が多 西       3m  水道          横田　　　　　　               
　　　　　  横田字宮ノ脇３５５６番５　　　  45,000 256    1： 1.2 　　　　　 く空地も残る住宅地域　 市道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                1Km         (200)
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 南西     5m  水道          長浦　　　　　　               
　　　　　  長浦駅前４丁目８番１４　　　　  80,000 183    1： 1.2 　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 北        6m 水道          袖ヶ浦　　　　　               
　　　　　  のぞみ野６５番４　　　　　　　  55,000 180    1： 1.5 　　　　　 整然とした住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            7.5Km         ( 50, 100)    
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い 北東     6m  水道          長浦　　　　　　               
　　　　　  蔵波台１丁目１３番９　　　　　  73,000 331  1.5： 1  　　　　　 区画整然とした住宅地域 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  7                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 店舗兼事務 店舗等が増えつつある駅 南西    18m  水道          長浦　　　　　　               
　　　　　  長浦駅前１丁目４番１外　　　　  160,000 991    1： 1.2 所　　　　 に近い商業地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             230m         (400)
(県) 5-  1                                 RC3         　　　　　　　　　          三方路 防火          

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 倉庫　　　 中規模工場、倉庫が混在 南東    10m  水道          長浦　　　　　　               
　　　　　  長浦字拓弐号５８０番１２７　　  67,000 3107    1： 1.5 　　　　　 する国道背後の工業地域 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         (200)
(県) 7-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 事務所　　 大規模工場のほか空地も 南東    22m  水道          長浦　　　　　　               
　　　　　  長浦字拓弐号５８０番３０　　　  57,000 33000    1： 2  　　　　　 見られる工業地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                 S2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

袖ケ浦　　 袖ケ浦市                                　 住宅　　　 旧来からの農家住宅が多 南西     5m  水道          東横田　　　　　 「調区」      
　　　　　  野里字枝垂１６７１番外　　　　  26,000 717  1.2： 1  　　　　　 い農村集落地域　　　　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
袖ケ浦　　 袖ケ浦市                        台形　　　 住宅　　　 農家住宅、農地が見られ 北西   4.5m  水道          袖ケ浦　　　　　 「調区」      
　　　　　  神納字相伝谷２９５０番５　　　  33,000 330  1.5： 1  　　　　　 る県道背後の住宅地域　 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八街　　　 八街市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅がまとま 西     4.5m  水道          八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  八街字佐倉道ほ６７２番３７　　  44,700 162    1： 1  　　　　　 る分譲住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  ２中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         ( 60, 200)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八街　　　 八街市                                  　 住宅　　　 中小規模の一般住宅に空 北東   4.5m  水道          八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  八街字大清水に５３番７７　　　  42,300 197    1： 1  　　　　　 地が見られる分譲住宅地 市道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水              2Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八街　　　 八街市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅に空地も 東     4.5m                八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  八街字長者堀ろ１１１番２０１外  35,200 130    1： 1  　　　　　 見られる分譲住宅地域　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.1Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八街　　　 八街市                                  　 住宅　　　 一般住宅が並ぶ区画整然 北東     5m  水道          八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  八街字立合松西は１１番１２２　  38,000 197    1： 1  　　　　　 とした分譲住宅地域　　 市道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            4.6Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八街　　　 八街市                                  　 住宅　　　 農家住宅に事業所も見ら 南東    12m                八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  滝台字丹尾台１５８１番１外　　  33,600 481    1： 1.2 　　　　　 れる県道沿いの住宅地域 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             10.1Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　    北東  側  道               

                                
八街　　　 八街市                                  　 住宅　　　 中規模建売住宅からなる 南西     6m  水道          八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  希望ヶ丘５９１番６　　　　　　  40,000 172    1： 1.2 　　　　　 区画の整った新興分譲住 市道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水            4.9Km                       
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
八街　　　 八街市                                  　 店舗兼住宅 低層の店舗、スーパーの 西     8.5m  水道          八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  八街字北中道ほ２２４番９　　　  110,000 167    1： 2.5 　　　　　 ほか中層ビルも建ち並ぶ 市道                       　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 商業地域　　　　　　　              下水             350m         (400)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

印西      印西市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅の中に 東     4.5m  水道          木下　　　　　　               
            木下字池田７２５番８３　　　　  97,000 189    1： 1.5 　　　　　 空地も見られる駅に近い 市道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水             550m         ( 60, 200)    
(県)  -  1                                 S2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
印西      印西市                                  　 住宅　　　 中規模開発による一般住 南東     6m  水道          木下　　　　　　               
            大森字七畝割４４５０番８７　　  93,500 182    1： 1.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 60, 150)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印西      印西市                                  　 住宅　　　 小規模一般住宅が多い整 南東     6m  水道          小林　　　　　　               
            小林字宿１６０６番１４外　　　  81,000 165    1： 1  　　　　　 然とした住宅地域　　　 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印西      印西市                                  　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 東       6m  水道          小林　　　　　　               
            小林浅間１丁目１０番４　　　　  84,000 198  1.2： 1  　　　　　 並ぶ区画整然とした住宅 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水             500m         ( 50, 100)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印西      印西市                                  　 住宅　　　 中規模住宅が並ぶ区画整 南       6m  水道          小林　　　　　　               
            小林北１丁目１０番１８　　　　  82,500 188    1： 1  　　　　　 然とした分譲住宅地域　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             500m         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印西      印西市                          　　台形 店舗兼住宅 県道沿いの店舗と住宅の 北     8.5m 水道          小林　　　　　　               
            小林字宿１５６１番２　　　　　  93,700 245 　１：１．５ 　　　　　 混在する地域　　　　　 県道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             800m         (200)
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
印西      印西市                                  　 住宅　　　 中小規模一般住宅の中に 東       4m  水道          木下　　　　　　               
            大森字七畝割４４００番３　　　  79,000 147    1： 1.5 　　　　　 空地も見られる住宅地域 市道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             650m         ( 60, 150)    
(県)  -  7                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印西      印西市                                  　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          千葉ニュータウン               
            木刈４丁目１６番３　　　　　　  128,000 218    1： 1  　　　　　 ぶ住宅地域　　　　　　 市道         ガス          中央　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              2Km         ( 40,  80)    
(県)  -  8                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印西      印西市                                  　 店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ国 北東     6m  水道          木下　　　　　　               
            大森字六軒４３７０番１の２　　  106,000 234    1： 2  　　　　　 道沿いの既成商業地域　 国道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             560m         (200)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

印西      印西市                                  　 住宅　　　 畑、山林の中に農家住宅 南西   4.5m                木下　　　　　　 「調区」      
            鹿黒字堀込４３６番１外　　　　  31,500 1237    1： 1.5 　　　　　 が見られる県道背後の住 市道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                              2.8Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
関宿　　　 東�飾郡関宿町         　 住宅　　　 小規模の一般住宅の中に 東       4m  水道          川間　　　　　　               
　　　　　  台町字東七１９８９番４　　　　  61,200 133    1： 1.2 　　　　　 空地も見られる住宅地域 町道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             14Km         ( 60, 150)    
(県)  -  1 　 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
関宿　　　 東�飾郡関宿町         　 住宅　　　 小規模住宅の中に空地等 南西     5m  水道          川間　　　　　　               
　　　　　  木間ヶ瀬字上羽貫６４２番１６　  83,400 103    1： 1  　　　　　 が見られる新興住宅地域 町道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              7Km         ( 60, 150)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
関宿　　　 東�飾郡関宿町         　 住宅　　　 小規模の建売住宅が建ち 北西   4.5m  水道          川間　　　　　　               
　　　　　  柏寺字銭ヶ窪６３３番１７　　　  71,600 115    1： 1.5 　　　　　 並ぶ郊外の住宅地域　　 私道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            8.5Km         ( 60, 150)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
関宿　　　 東�飾郡関宿町         　 住宅　　　 一般住宅と農家住宅が混 西     3.5m  水道          川間　　　　　　 「調区」      
　　　　　  桐ヶ作字大門１３５６番２　　　  42,000 519  1.2： 1  　　　　　 在する農地の多い住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                             11.5Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
沼南　　　 東�飾郡沼南町         　 住宅　　　 畑地の多い一般住宅、県 東     4.8m  水道          高柳　　　　　　               
　　　　　  高柳字向原１４７１番１１外　　  135,000 165    1： 1  　　　　　 営住宅が混在する住宅地 町道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               500m         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　    南    側  道               

                                
沼南　　　 東�飾郡沼南町 台形　　　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が建 北東     6m  水道          五香　　　　　　               
　　　　　  高柳新田字通小屋１１７番３０　  133,000 115    1： 1.5 　　　　　 ち並ぶ既成の住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
沼南　　　 東�飾郡沼南町         　 住宅　　　 中規模の一般住宅の中に 北東     5m  水道          高柳　　　　　　               
　　　　　  高柳新田字中峠１７番２９外　　  129,000 204  1.2： 1  　　　　　 空地等が見られる住宅地 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
沼南　　　 東�飾郡沼南町         　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 南東     6m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  大津ケ丘４丁目１５番１１　　　  128,000 265    1： 1.2 　　　　　 区画整然とした住宅地域 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            4.8Km         ( 60, 150)    
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

沼南　　　 東�飾郡沼南町         　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南       6m  水道          柏　　　　　　　               
　　　　　  塚崎２丁目５番２１　　　　　　  118,000 158    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            5.1Km         ( 60, 150)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
沼南　　　 東�飾郡沼南町         　 住宅　　　 兼業農家住宅等が建ち並 西       6m  水道          柏　　　　　　　 「調区」      
　　　　　  泉字南１４２６番　　　　　　　  43,800 776  1.5： 1  　　　　　 ぶ県道背後の住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               10Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
酒々井　　 印旛郡酒々井町                          　 住宅　　　 区画整然とした大規模開 東       6m  水道          酒々 井　　　　　               
　　　　　  中央台２丁目１４番１０　　　　  92,000 227    1： 1.2 　　　　　 発の一般住宅地域　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             650m         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
酒々井　　 印旛郡酒々井町                          　 住宅　　　 在来の住宅が多い一般住 西       4m  水道          京成酒々井　　　               
　　　　　  上岩橋字岩崎３４８番５　　　　  70,000 165    1： 1.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 私道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             600m         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
酒々井　　 印旛郡酒々井町                          　 住宅　　　 区画整然とした大規模開 南       6m  水道          酒々 井　　　　　               
　　　　　  東酒々 井４丁目４番１４５　　　  89,000 198    1： 1  　　　　　 発の一般住宅地域　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             750m         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
酒々井　　 印旛郡酒々井町                          　 住宅　　　 中規模開発の空地も残る 西       8m  水道          酒々 井　　　　　               
　　　　　  上本佐倉１丁目６番４　　　　　  68,000 169  1.2： 1  　　　　　 一般住宅地域　　　　　 町道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 50, 100)    
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
酒々井　　 印旛郡酒々井町                  不整形　　 住宅　　　 農地、山林に囲まれた農 南東     4m  水道          酒々 井　　　　　 「調区」      
　　　　　  尾上字馬場３５４番　　　　　　  17,500 1682  1.5： 1  　　　　　 家集落の住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富里　　　 印旛郡富里町                            　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 南東     6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  七栄字東内野３０６番３７　　　  50,000 159    1： 1.5 　　　　　 整然とした住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            6.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
富里　　　 印旛郡富里町                            　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 東       6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  日吉台５丁目３９番５　　　　　  83,500 153    1： 1.2 　　　　　 整然とした住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 50, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

富里　　　 印旛郡富里町                            　 住宅　　　 一般住宅の周囲に農地が 南東     6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  七栄字中木戸５７６番９外　　　  48,700 256    2： 1  　　　　　 見られる住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              5Km         ( 30,  50)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富里　　　 印旛郡富里町                            　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 北       6m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  日吉台１丁目２４番７　　　　　  100,000 161    1： 1.2 　　　　　 整然とした住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富里　　　 印旛郡富里町                     店舗 中低層の店舗のほか、大 南西　　25m 水道          成田　　　　　　               
　　　　　  日吉台1丁目1番７外 210,000 859    1 ： 1.5 　　　　　 型スーパーマーケットも 町道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 見られる商業地域              　 　　700m (200)
(県) 5-  1                                 RC4 　　　　　　　　　    北西側道               

                                
富里　　　 印旛郡富里町                            　 作業所・事務 工場、倉庫、店舗、一般 北       4m  水道          成田　　　　　　               
　　　　　  七栄字北新木戸５２５番３３５　  56,500 674    1： 1.5 所　　　 住宅等の混在する地域　 私道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.5Km         (200)
(県) 7-  1                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
富里　　　 印旛郡富里町                            　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ古く 東     6.1m                八街　　　　　　 「調区」      
　　　　　  高野字榎戸４８４番１　　　　　  14,400 960    1： 1.5 　　　　　 からの住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                7Km                       
(県)10-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
富里　　　 印旛郡富里町                            　 住宅　　　 周辺に畑の多いやや不整 東       6m  水道          成田　　　　　　 「調区」      
　　　　　  十倉字五十六榎２９７番１６　　  33,200 132    1： 1  　　　　　 形な中規模分譲住宅地域 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              9.5Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印旛　　　 印旛郡印旛村                            　 住宅　　　 中規模住宅が多い区画整 東       6m  水道          京成酒々井　　　               
　　　　　  平賀学園台３丁目５番６　　　　  74,000 185    1： 1  　　　　　 然とした新興住宅地域　 村道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.8Km         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
印旛　　　 印旛郡印旛村                            　 住宅　　　 農家住宅が見られる古く 東       4m                京成臼井　　　　 「調区」      
　　　　　  吉田字馬々 台１７０５番　　　　  17,100 1147    1： 1  　　　　　 からの住宅地域　　　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.5Km                       
(県)10-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
印旛　　　 印旛郡印旛村                            　 住宅　　　 農地、山林に囲まれた農 南       5m  水道          京成酒々井　　　 「調区」      
　　　　　  山田字殿司７８６番１外　　　　  19,700 978    1： 1  　　　　　 家集落地域　　　　　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.5Km                       
(県)10-  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

白井　　　 印旛郡白井町                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い住 南東     6m  水道          西白井　　　　　               
　　　　　  七次台３丁目３３番１０　　　　  124,000 189  1.2： 1  　　　　　 宅地域　　　　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.2Km         ( 40,  80)    
(県)  -  1 「七次台３－３３－１０」        W2          　　　　　　　　　                               

                                
白井　　　 印旛郡白井町                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い住 西       6m  水道          鎌ケ谷大仏　　　               
　　　　　  冨士字栄７６番１９　　　　　　  125,000 215    1： 1  　　　　　 宅地域　　　　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km         ( 50, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白井　　　 印旛郡白井町                            　 住宅　　　 小規模の一般住宅、アパ 北東     4m  水道          鎌ヶ谷大仏　　　               
　　　　　  冨士字栄１０２番９　　　　　　  122,000 146    1： 2  　　　　　 ート等が混在する住宅地 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　              下水            1.4Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白井　　　 印旛郡白井町                            　 住宅　　　 国道背後の畑が多く見ら 北西     5m                白井　　　　　　               
　　　　　  根字下郷谷７５番１６　　　　　  95,600 102  1.2： 1  　　　　　 れる小規模分譲住宅地域 私道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         ( 60, 150)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白井　　　 印旛郡白井町                    台形　　　 住宅　　　 区画整然とした中規模の 南西     6m                白井　　　　　　               
　　　　　  白井字南外出３９０番２８　　　  114,000 155    1： 1.2 　　　　　 一般住宅地域　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.1Km         ( 60, 150)    
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白井　　　 印旛郡白井町                            　 住宅　　　 農家住宅が見られる市街 南西   3.5m                西白井　　　　　 「調区」      
　　　　　  根字丸山３２４番７外　　　　　  88,000 264    1： 1  　　　　　 化区域に近い住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.4Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
本埜　　　 印旛郡本埜村                    不整形　　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅等が 南     3.5m                小林　　　　　　 「調区」      
　　　　　  滝字古内２８１番２外　　　　　  31,500 1659    1： 2  　　　　　 混在する県道背後の住宅 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              2.1Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
本埜　　　 印旛郡本埜村                            　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ農地 南     3.5m                小林　　　　　　 「調区」      
　　　　　  中根字戸崎谷８９７番１　　　　  18,800 720  1.2： 1  　　　　　 の多い既成の住宅地域　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                3Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
栄　　　　 印旛郡栄町                              　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い区 南西     6m  水道          安食　　　　　　               
　　　　　  安食字田中２３８０番９１　　　  67,500 222    1： 1.2 　　　　　 画整然とした住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

栄　　　　 印旛郡栄町                              　 住宅　　　 中規模一般住宅、アパー 西　　　5.2m 水道          安食　　　　　　               
　　　　　  安食字谷前３６７８番２２　　　  56,000 207    1： 1  　　　　　 ト等が建ち並ぶ住宅地域 町道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
栄　　　　 印旛郡栄町                              　 住宅　　　 中規模の一般住宅が並ぶ 南東     6m  水道          安食　　　　　　               
　　　　　  安食台２丁目２３番１３　　　　  77,900 171    1： 1  　　　　　 大規模分譲住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              1Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
栄　　　　 印旛郡栄町                              　 事務所　　 中小規模の小売店舗、飲 南東    16m  水道          安食　　　　　　               
　　　　　  安食台２丁目２６番１９　　　　  124,000 172    1： 1.2 　　　　　 食店等が集まる大規模分 町道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 譲地内の商業地域　　　              下水             800m         (200)
(県) 5-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
栄　　　　 印旛郡栄町                              　 倉庫　　　 中小規模の工場が多い利 南東    10m  水道          安食　　　　　　               
　　　　　  矢口神明２丁目３番６外　　　　  44,000 3305    1： 2  　　　　　 根川沿いの新興の工業団 町道         ガス          　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地　　　　　　　　　　              下水            6.2Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                 S2F1B       　　　　　　　　　                               

                                
栄　　　　 印旛郡栄町                      台形　　　 住宅　　　 背後に水田地帯が広がる 南東     4m  水道          安食　　　　　　 「調区」      
　　　　　  四箇字中耕地６６番　　　　　　  15,000 1252    1： 2  　　　　　 旧来からの農家住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km                       
(県)10-  1                                 W2          　　　　　　　　　    南西  側  道               

                                
下総　　　 香取郡下総町                            　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ国道 西     3.8m                滑河　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  大和田字西谷ツ４１５番　　　　  17,300 536  1.2： 1  　　　　　 背後の農家集落地域　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
下総　　　 香取郡下総町                            　 住宅　　　 中小規模一般住宅が多い 南西     4m                滑河　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  猿山字下宿４３８番５　　　　　  37,700 167    1： 1.5 　　　　　 駅前の既成住宅地域　　 道路                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               100m                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
下総　　　 香取郡下総町                            　 住宅　　　 一般住宅の中に空地が多 北西   5.5m  水道          滑河　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  成井字浅間脇４１８番２外　　　  20,700 138    1： 1.5 　　　　　 い中規模の住宅地域　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            5.5Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
下総　　　 香取郡下総町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅のほか一般住宅 南西     4m                滑河　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  西大須賀字前里１７８５番　　　  20,700 537  1.2： 1  　　　　　 も見られる県道背後の農 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 家集落地域　　　　　　                              2.3Km                       
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

下総　　　 香取郡下総町                            　 住宅　　　 農家住宅の中に農地等が 南西   3.7m                下総神崎　　　　 「都計外」    
　　　　　  名木字出羽口８１７番　　　　　  16,100 584  1.2： 1  　　　　　 見られる農家集落地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.8Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
神崎　　　 香取郡神崎町                            　 住宅　　　 一般住宅、店舗併用住宅 南       8m  水道          下総神崎　　　　 「都計外」    
　　　　　  郡字上江口２６１番　　　　　　  37,800 289  1.5： 1  　　　　　 等が見られる国道沿いの 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                               300m                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
神崎　　　 香取郡神崎町                            　 住宅　　　 一般住宅のほか空地も多 南東     5m  水道          下総神崎　　　　 「都計外」    
　　　　　  立野字西５２１番２７５　　　　  21,500 162    1： 1.2 　　　　　 く見られる中規模の分譲 私道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水            1.8Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
神崎　　　 香取郡神崎町                            　 住宅　　　 農家住宅が多い農村集落 南西　  5m 水道          下総神崎　　　　 「都計外」    
　　　　　  小松字馬場３３５番１　　　　　  15,800 808    1： 1.5 　　　　　 地域　　　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
神崎　　　 香取郡神崎町                            　 住宅　　　 農家住宅が多い農村集落 南     4.5m  水道          下総神崎　　　　 「都計外」    
　　　　　  古原甲字下口甲１０番　　　　　  11,800 920    1： 2  　　　　　 地域　　　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                4Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
神崎　　　 香取郡神崎町                            　 店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち 西     7.5m  水道          下総神崎　　　　 「都計外」    
　　　　　  神崎本宿字上宿２０７０番１外　  40,000 592    1： 3.5 　　　　　 並ぶ古くからの商業地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km                       
(県) 5-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
大栄　　　 香取郡大栄町                            　 住宅　　　 一般住宅のほか空地の見 北東     6m  水道          下総神崎　　　　 「都計外」    
　　　　　  稲荷山字内野３９１番３２　　　  23,100 146  1.2： 1  　　　　　 られる中規模の分譲住宅 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　              下水              6Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大栄　　　 香取郡大栄町                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南東   4.5m                成田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  十余三字一坪田入２４５番２４６７  23,600 143  1.2： 1  　　　　　 ぶ県道背後の分譲住宅地 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　 域　　　　　　　　　　                               12Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大栄　　　 香取郡大栄町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅が多く見られる 西       5m                成田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  松子字根小屋セ１３３番１　　　  19,100 760  2.5： 1  　　　　　 国道背後の農村集落地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             13.7Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

大栄　　　 香取郡大栄町                            　 住宅　　　 一般住宅のほかに農家住 東       4m                佐原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  所字南割１２２７番３　　　　　  21,800 310    1： 1.2 　　　　　 宅等も見られる国道背後 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の住宅地域　　　　　　                              6.7Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大栄　　　 香取郡大栄町                            　 住宅　　　 農地等の中に一般住宅、 北西     4m                成田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  十余三字長渡３７６番６４　　　  14,800 816  1.2： 1  　　　　　 農家住宅が点在する地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               15Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
小見川　　 香取郡小見川町                          　 住宅　　　 中規模の一般住宅が多い 北東     4m  水道          小見川　　　　　 (都)          
　　　　　  小見川字野際１０７１番１　　　  42,000 330    1： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 町道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             520m         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
小見川　　 香取郡小見川町                          　 住宅　　　 農地も残されている一般 北     5.5m  水道          小見川　　　　　 (都)          
　　　　　  野田字上谷中２９５番１　　　　  39,300 326    1： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 町道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.5Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
小見川　　 香取郡小見川町                  台形　　　 住宅　　　 空地も多く見られる一般 北東     5m  水道          水郷　　　　　　 (都)          
　　　　　  一の分目字ノ中１０５１番２外　  25,000 356  1.2： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               300m                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
小見川　　 香取郡小見川町                          　 住宅　　　 国道背後の一般住宅、農 北西     4m  水道          水郷　　　　　　 (都)          
　　　　　  富田字笹下５６０番３　　　　　  26,500 346    1： 1  　　　　　 家住宅、農地の混在する 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              2.7Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
小見川　　 香取郡小見川町                          　 店舗兼住宅 低層小売店舗が建ち並ぶ 北西   8.7m  水道          小見川　　　　　 (都)          
　　　　　  小見川字本町２６５番１外　　　  71,000 134    1： 2.5 　　　　　 近隣商業地域　　　　　 町道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             700m         (200)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                 準防          

                                
小見川　　 香取郡小見川町                  台形　　　 倉庫　　　 中規模工場の多い工業団 東      10m  水道          小見川　　　　　 (都)          
　　　　　  木内字行人谷１２０３番１外　　  22,000 6848  1.5： 1  　　　　　 地　　　　　　　　　　 県道                       　　　　　　　  工業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.5Km         (200)
(県) 9-  1                                 S1          　　　　　　　　　    南    側  道               

                                
山田　　　 香取郡山田町                            　 住宅　　　 県道背後の一般住宅、農 南東   5.4m  水道          小見川　　　　　 「都計外」    
　　　　　  府馬字奥ノ堆２４４５番１　　　  19,000 243    1： 1.2 　　　　　 家住宅が混在する住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              6.8Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

山田　　　 香取郡山田町                            　 住宅　　　 農家住宅のほか一般住宅 南東     6m  水道          小見川　　　　　 「都計外」    
　　　　　  小見字渕木１８２９番２外　　　  20,700 723    1： 2  　　　　　 も見られる県道背後の農 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 家集落地域　　　　　　                              2.4Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
山田　　　 香取郡山田町                            　 住宅　　　 農家住宅等が建ち並ぶ県 南西   6.5m  水道          小見川　　　　　 「都計外」    
　　　　　  山倉字大塚４５４番４　　　　　  14,200 331    1： 1.2 　　　　　 道沿いの農家集落地域　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               11Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
山田　　　 香取郡山田町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅のほか農地等も 南       4m  水道          小見川　　　　　 「都計外」    
　　　　　  仁良字原ノ台８６２番外　　　　  14,400 1482    1： 1  　　　　　 見られる農家集落地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.5Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
山田　　　 香取郡山田町                            　 店舗兼住宅 県道沿いに小売店舗等が 南西   8.5m  水道          小見川　　　　　 「都計外」    
　　　　　  府馬字小保内２７７８番　　　　  28,000 291    1： 2.5 　　　　　 建ち並ぶ路線商業地域　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.5Km                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
栗源　　　 香取郡栗源町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅が散在し、農地 南東   4.5m  水道          佐原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  沢字大沼２６３５番３　　　　　  12,400 1433    1： 1.2 　　　　　 が多い住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               12Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
栗源　　　 香取郡栗源町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅が多い農家集落 東      10m  水道          佐原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  高萩字東ノ内６７３番外　　　　  15,000 1272    2： 1  　　　　　 地域　　　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             12.2Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
栗源　　　 香取郡栗源町                            　 住宅　　　 農家住宅が見られる農地 北西   5.5m  水道          佐原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  岩部字東野１８８５番３　　　　  12,000 728  1.2： 1  　　　　　 が多い住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               10Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
栗源　　　 香取郡栗源町                    不整形　　 住宅　　　 中規模の農家住宅が多い 西     7.5m                佐原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  沢字辺田１８７７番１　　　　　  16,000 1365  2.5： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               13Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
栗源　　　 香取郡栗源町                            　 住宅　　　 県道背後の農家住宅が多 西       5m  水道          佐原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  岩部字後ノ谷５５２番２　　　　  18,500 714  1.5： 1  　　　　　 い住宅地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             11.5Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

多古　　　 香取郡多古町                            　 住宅　　　 県道背後のいまだ空地も 南       6m  水道          東成田　　　　　 「都計外」    
　　　　　  飯笹字永井芝１０９３番３５６　  21,000 132    1： 1  　　　　　 多い分譲住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.7Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
多古　　　 香取郡多古町                            　 住宅　　　 中規模農家住宅の多い農 北西     5m  水道          八日市場　　　　 「都計外」    
　　　　　  南玉造字志代地１３４０番１　　  13,000 657    1： 1  　　　　　 家集落地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               10Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
多古　　　 香取郡多古町                            　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ在来 東       7m  水道          八日市場　　　　 「都計外」    
　　　　　  多古字居合谷３２７９番５外　　  31,000 333    1： 2.5 　　　　　 の住宅地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               11Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
多古　　　 香取郡多古町                            　 店舗兼住宅 小売店舗に銀行、郵便局 南西     8m  水道          八日市場　　　　 「都計外」    
　　　　　  多古字本町２７５２番１外　　　  54,000 362    1： 2.5 　　　　　 が並ぶ県道沿いの商業地 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               10Km                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
多古　　　 香取郡多古町                    台形　　　 工場　　　 大・中規模の工場が建ち 南       9m  水道          東成田　　　　　 「都計外」    
　　　　　  水戸字水戸台１番７２　　　　　  20,000 24691    1： 1  　　　　　 並ぶ工業団地　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              9Km                       
(県) 9-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
干潟　　　 香取郡干潟町                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅も散見される県 北       7m  水道          旭　　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  入野字東一番割５３１番外　　　  19,000 2522    1： 1.5 　　　　　 道沿いの農家住宅地域　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.3Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
干潟　　　 香取郡干潟町                    台形　　　 住宅　　　 田園地帯に囲まれた農家 北西   6.1m  水道          干潟　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  秋田字五番割１４６１番１　　　  10,200 1092    1： 2  　　　　　 住宅が建ち並ぶ住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                4Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
干潟　　　 香取郡干潟町                            　 住宅　　　 在来からの農家住宅が多 北       5m  水道          干潟　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  米込字西一番割２３番　　　　　  11,700 631    1： 2.5 　　　　　 い県道背後の住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.8Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
干潟　　　 香取郡干潟町                    台形　　　 住宅　　　 在来からの農家住宅が多 南東   4.3m  水道          干潟　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  鏑木字内宿１８１１番　　　　　  10,000 581    1： 1.2 　　　　　 い農家集落地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.5Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

干潟　　　 香取郡干潟町                    不整形　　 住宅　　　 畑地が散在する中に農家 西     4.1m  水道          旭　　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  萬歳字今郡町場１４７２番１　　  11,400 993    1： 1.2 　　　　　 住宅が建ち並ぶ住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                7Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東庄　　　 香取郡東庄町                            　 住宅　　　 中規模の一般住宅が建ち 北       4m  水道          笹川　　　　　　 (都)          
　　　　　  笹川い字北割５５９８番１外　　  30,000 504    1： 2  　　　　　 並ぶ駅に近い住宅地域　 町道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               440m         ( 60, 200)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東庄　　　 香取郡東庄町                            　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い高 南東     6m  水道          下総橘　　　　　 (都)          
　　　　　  羽計字婆里２４２４番６５　　　  25,000 168    1： 1.5 　　　　　 台の分譲住宅地域　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.4Km         ( 60, 200)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
東庄　　　 香取郡東庄町                            　 住宅　　　 中規模農家住宅、一般住 東       7m  水道          下総橘　　　　　 (都)          
　　　　　  石出字上通１６２４番　　　　　  29,500 343    1： 1.5 　　　　　 宅が混在する国道沿いの 国道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                               320m         (200)
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
東庄　　　 香取郡東庄町                            　 住宅　　　 一般住宅、中規模住宅が 南       6m  水道          笹川　　　　　　 (都)          
　　　　　  笹川ろ字西１０４５番５　　　　  24,500 387  1.5： 1  　　　　　 混在する旧来からの住宅 町道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                                2Km         (200)
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
東庄　　　 香取郡東庄町                            　 店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ在来 北西     7m  水道          笹川　　　　　　 (都)          
　　　　　  笹川い字宿６６３番　　　　　　  41,000 340    1： 1.5 　　　　　 の路線商業地域 町道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               670m         (200)
(県) 5-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
東庄　　　 香取郡東庄町                            　 工場　　　 中規模工場の多い工業団 東       9m  水道          下総橘　　　　　 (都)          
　　　　　  宮野台１番８９　　　　　　　　  17,500 13566    1： 2  　　　　　 地　　　　　　　　　　 町道                       　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                             　　　　　　　　　    北    側  道               

                                
海上　　　 海上郡海上町                            　 住宅　　　 一般住宅のほか店舗等も 南     5.5m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  後草字広原２０１２番２　　　　  34,300 364    1： 1.2 　　　　　 混在する住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               500m                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
海上　　　 海上郡海上町                    台形　　　 住宅　　　 中規模農家住宅が多い旧 東       7m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  岩井字新田９１８番１　　　　　  10,500 1178    1： 1  　　　　　 来からの農家集落地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                5Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

海上　　　 海上郡海上町                            　 住宅　　　 農地地域に隣接する区画 西       6m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  高生字笹山下９２８番７外　　　  27,100 248    1： 1  　　　　　 整然とした分譲住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.5Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
海上　　　 海上郡海上町                    不整形　　 住宅　　　 中規模農家住宅が多い農 北西     4m  水道          倉橋　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  倉橋字仲才１１１６番１外　　　  10,700 1549    2： 1  　　　　　 家集落地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               650m                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
海上　　　 海上郡海上町                            　 住宅　　　 国道背後の空地も多く残 南西   3.8m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  蛇園字遠杢芝野３０１６番２　　  26,800 397    1： 1.2 　　　　　 る新興の住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                1Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
飯岡　　　 海上郡飯岡町                            　 住宅　　　 一般住宅が多い閑静な既 北東     3m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  飯岡字新畑２０６２番７外　　　  27,500 355    1： 1.2 　　　　　 成住宅地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                6Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
飯岡　　　 海上郡飯岡町                    台形　　　 住宅　　　 中規模農家住宅が多い農 南東     4m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  三川字清兵ヱ後９３８１番１外　  13,900 657    1： 1  　　　　　 家集落地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.1Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
飯岡　　　 海上郡飯岡町                    台形　　　 住宅　　　 小規模住宅が多い分譲住 南     4.5m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  三川字篠堆６１３４番２４　　　  20,800 148    1： 1.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
飯岡　　　 海上郡飯岡町                    台形　　　 住宅　　　 中規模農家住宅が多い旧 南       4m  水道          倉橋　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  塙字安良く１２８４番外　　　　  11,200 1140    2： 1  　　　　　 来からの農家集落地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.6Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
飯岡　　　 海上郡飯岡町                            　 店舗兼住宅 県道沿いに小売店舗等が 北東   7.5m  水道          飯岡　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  下永井字西小路６６０番　　　　  37,000 188    1： 1.5 　　　　　 建ち並ぶ路線商業地域　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.3Km                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
光　　　　 匝瑳郡光町                              　 住宅　　　 中規模一般住宅の多い新 南東     5m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  宮川字椎木５９５３番７　　　　  32,500 165    1： 1.5 　　　　　 興の住宅地域　　　　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

光　　　　 匝瑳郡光町                      台形　　　 住宅　　　 中規模農家住宅の多い町 東     6.6m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  市野原字大部田１１６番　　　　  12,000 469    2： 1  　　　　　 道沿いの農村集落地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.3Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
光　　　　 匝瑳郡光町                              　 住宅　　　 中規模の農家住宅が多い 南       4m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  芝崎字中７８１番　　　　　　　  16,200 555  1.2： 1  　　　　　 農家集落地域　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
光　　　　 匝瑳郡光町                              　 住宅　　　 海岸地帯にある一般住宅 南東   8.2m                横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  木戸字一○○割９６３４番１２　  24,500 495    1： 2  　　　　　 と別荘が混在する住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              7.5Km                       
(県)  -  4                                 W3          　　　　　　　　　                               

                                
光　　　　 匝瑳郡光町                              　 住宅　　　 旧分譲地内の一般住宅と 南西     4m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  宮川字川端１６４１番５８　　　  20,500 137    1： 1.5 　　　　　 別荘が混在する空き地の 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 多い住宅地域　　　　　                                3Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野栄　　　 匝瑳郡野栄町                            　 住宅　　　 海岸地域に所在する新興 北西     5m  水道          飯倉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  新堀字砂間１４６４番７０２　　  20,700 382    1： 1  　　　　　 の分譲住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.5Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
野栄　　　 匝瑳郡野栄町                            　 住宅　　　 農家住宅を中心に一般住 東     4.6m  水道          八日市場　　　　 「都計外」    
　　　　　  野手字高土内６１０８番　　　　  20,000 1170    1： 1.5 　　　　　 宅が混在する旧来からの 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                              5.3Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
野栄　　　 匝瑳郡野栄町                    不整形　　 住宅　　　 旧来からの農家住宅が多 南東     6m  水道          飯倉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  栢田字清蔵内５９９７番１外　　  15,000 2031    1： 2  　　　　　 い農家集落の住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.5Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
野栄　　　 匝瑳郡野栄町                    不整形　　 住宅　　　 農家住宅の多い在来の住 南東   6.8m  水道          八日市場　　　　 「都計外」    
　　　　　  今泉字東妻６３００番１　　　　  17,000 1193    1： 1.5 　　　　　 宅地域　　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.5Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
野栄　　　 匝瑳郡野栄町                    不整形　　 住宅　　　 画地の大きい農家住宅が 南東     4m  水道          飯倉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  新堀字東２１４７番　　　　　　  12,500 1216    1： 1.5 　　　　　 多い古くからの住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.5Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

大網白里　 山武郡大網白里町                        　 住宅　　　 農家住宅と一般住宅が混 西       4m  水道          大網　　　　　　               
　　　　　  駒込字打越１６５１番１外　　　  67,000 739    1： 2  　　　　　 在する住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m         ( 50, 100)    
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
大網白里　 山武郡大網白里町                        　 住宅　　　 一般住宅のほかに民宿等 東       4m  水道          大網　　　　　　               
　　　　　  南今泉字南浜芝４５８７番　　　  39,000 343    1： 2  　　　　　 の混在する住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             11Km         (200)
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
大網白里　 山武郡大網白里町                        　 住宅　　　 中規模一般住宅の中にア 北東     4m  水道          大網　　　　　　               
　　　　　  大網字三木畑２６６番２　　　　  73,000 169    1： 1.5 　　　　　 パートも見られる既成住 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水             950m         (200)
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
大網白里　 山武郡大網白里町                        　 住宅　　　 中規模一般住宅の中に空 西     5.5m  水道          大網　　　　　　               
　　　　　  富田字又三郎野２１１１番８１　  49,000 159    1： 2  　　　　　 地も見られる区画整然と 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 した新興住宅地域　　　              下水            3.5Km         ( 50, 100)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大網白里　 山武郡大網白里町                        　 店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ商 南東   8.5m  水道          大網　　　　　　               
　　　　　  大網字笊田１１１番　　　　　　  95,000 224    1： 1.5 　　　　　 業地域　　　　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             650m         (200)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大網白里　 山武郡大網白里町                        　 住宅　　　 農家住宅が見られる郊外 南       5m  水道          大網　　　　　　 「調区」      
　　　　　  金谷郷字長谷１６２６番１　　　  30,000 707    2： 1  　　　　　 の農地の多い住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km                       
(県)10-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
大網白里　 山武郡大網白里町                        　 住宅　　　 周囲に農地の多い、県道 北東     7m  水道          大網　　　　　　 「調区」      
　　　　　  南今泉字小山１１２１番１５　　  31,000 258    1： 2  　　　　　 背後の一般住宅地域　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              9.4Km                       
(県)10-  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
九十九里　 山武郡九十九里町                        　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が混 南東   3.5m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  作田字仲川岸５２４４番　　　　  24,500 492    1： 2.5 　　　　　 在する住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              9.8Km         (200)
(県)  -  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
九十九里　 山武郡九十九里町                        　 住宅　　　 中小規模の一般住宅、民 南東   4.7m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  真亀字北濱芝4674番外 31,400 915    1： 2  　　　　　 宿が多い、海に近い住宅 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                             10.5Km         (200)
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

九十九里　 山武郡九十九里町                        　 住宅　　　 農家住宅が多い古くから 北西   3.5m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  片貝字下モ谷３１１７番１外　　  25,800 1011    1： 2  　　　　　 の住宅地域　　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.7Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
九十九里　 山武郡九十九里町                        　 住宅　　　 別荘、一般住宅等が混在 北東   7.5m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  片貝字北濱６９２８番３２５ 32,600 297  1.2： 1  　　　　　 する住宅地域　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              8.6Km         (200)
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
九十九里　 山武郡九十九里町                        　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅の中 南西   3.5m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  片貝字北新田４４３１番　　　　  22,600 885    2： 1  　　　　　 に畑地等も混在する住宅 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              8.5Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
九十九里　 山武郡九十九里町                        　 店舗　　　 小売店舗、一般住宅等が 南東     7m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  片貝字新納屋場３５５８番２　　  38,800 257    1： 2  　　　　　 混在する既成商業地域　 町道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              8.3Km         (200)
(県) 5-  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
九十九里　 山武郡九十九里町                        　 住宅　　　 水産加工営業所及び漁家 南東     7m  水道          東金　　　　　　 (都)          
　　　　　  小関字浜芝２３２９番１１　　　  31,000 293    1： 1.5 　　　　　 住宅が混在する地域　　 県道         ガス          　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                9Km         (200)
(県) 7-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成東　　　 山武郡成東町                            　 住宅　　　 一般住宅の多い区画整然 南西     4m  水道          成東　　　　　　 (都)          
　　　　　  成東字原田１４５番６　　　　　  61,000 165    1： 1.5 　　　　　 とした住宅地域　　　　 私道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.1Km         ( 60, 200)    
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成東　　　 山武郡成東町                    不整形　　 住宅　　　 農家住宅と新興の一般住 南西   4.5m  水道          成東　　　　　　 (都)          
　　　　　  富口字前原４２７番５　　　　　  36,000 214    1： 1.2 　　　　　 宅が混在する住宅地域　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                3Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成東　　　 山武郡成東町                            　 住宅　　　 一般住宅、民宿、別荘等 北西     7m  水道          成東　　　　　　 (都)          
　　　　　  小松字見晴３７４１番５　　　　  29,000 163    1： 1.3 　　　　　 の混在する住宅地域　　 県道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              9.5Km         (200)
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成東　　　 山武郡成東町                            　 住宅　　　 一般住宅が多い郊外の閑 南       5m  水道          成東　　　　　　 (都)          
　　　　　  小泉字上野場１１１９番１９　　  32,000 133    1： 1  　　　　　 静な新興の住宅地域　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.8Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

成東　　　 山武郡成東町                            　 店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ商業 北西     7m  水道          成東　　　　　　 (都)          
　　　　　  津辺字東町１１２番２外　　　　  79,000 265    1： 3.5 　　　　　 地域　　　　　　　　　 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               350m         (200)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
成東　　　 山武郡成東町                            　 工場　　　 中規模工場が建ち並ぶ内 南西     7m  水道          成東　　　　　　 (都)          
　　　　　  白幡字神楽台２０７９番２外　　  19,000 3309    1： 1.2 　　　　　 陸型の工業団地　　　　 町道                       　　　　　　　  工業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.3Km         (200)
(県) 9-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                
山武　　　 山武郡山武町                            　 住宅　　　 中規模な農家住宅、一般 北       3m                日向　　　　　　 (都)          
　　　　　  埴谷字南井ノ上８２７番　　　　  32,000 211    1： 2  　　　　　 住宅が混在する住宅地域 町道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.2Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
山武　　　 山武郡山武町                            　 住宅　　　 一般住宅が建ち並ぶ区画 西       6m  水道          日向　　　　　　 (都)          
　　　　　  日向台２９番７　　　　　　　　  41,000 165    1： 1  　　　　　 整然とした住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.3Km         ( 60, 100)    
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
山武　　　 山武郡山武町                            　 住宅　　　 農家住宅の中に農地が見 北       6m                日向　　　　　　 (都)          
　　　　　  森字下和田坂１９２番　　　　　  22,000 911  1.5： 1  　　　　　 られる住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.2Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
山武　　　 山武郡山武町                            　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 南西     6m                八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  大木字新田山７６９番２５　　　  33,000 111    1： 1  　　　　　 見られる住宅地域　　　 私道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.8Km         ( 60, 200)    
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
山武　　　 山武郡山武町                            　 住宅　　　 周囲に農地の多い新興の 東       6m                八街　　　　　　 (都)          
　　　　　  沖渡字東宮向５４７番２１　　　  26,000 208    1： 2  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.6Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
山武　　　 山武郡山武町                            　 店舗　　　 小規模な飲食店、小売店 北     7.4m                日向　　　　　　 (都)          
　　　　　  埴谷字肘内７７８番１外　　　　  37,000 256    1： 1.2 　　　　　 舗等が建ち並ぶ路線商業 県道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              4.1Km         (200)
(県) 5-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
蓮沼　　　 山武郡蓮沼村                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が混 北東     4m  水道          松尾　　　　　　 (都)          
　　　　　  ハ字寺後南割３７２番　　　　　  21,000 545    1： 1.5 　　　　　 在する住宅地域　　　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                6Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

蓮沼　　　 山武郡蓮沼村                            　 住宅　　　 別荘・民宿・一般住宅が 北西   4.9m  水道          横芝　　　　　　 (都)          
　　　　　  ロ字殿下北芝３０１５番８　　　  24,000 159    1： 1.5 　　　　　 混在する住宅地域　　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.5Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　    南西  側  道               

                                
蓮沼　　　 山武郡蓮沼村                            　 住宅　　　 農家住宅の中に農地等が 南東     4m  水道          松尾　　　　　　 (都)          
　　　　　  ニ字母子１７６２番　　　　　　  19,500 991    1： 2  　　　　　 混在する住宅地域　　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.5Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
蓮沼　　　 山武郡蓮沼村                            　 店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅が混 南東     7m  水道          松尾　　　　　　 (都)          
　　　　　  ニ字塩押４６５０番外　　　　　  30,500 902    1： 1  　　　　　 在する県道沿いの商業地 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              8.1Km                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
松尾　　　 山武郡松尾町                            　 住宅　　　 一般住宅、小売店舗が混 南西     4m  水道          松尾　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  大堤字新井堀田３７番９外　　　  52,300 224    1： 1.2 　　　　　 在する駅に近い住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               200m                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松尾　　　 山武郡松尾町                            　 住宅　　　 一般住宅、農家住宅が混 北西     6m  水道          松尾　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  八田字生子宿２７７３番１外　　  39,800 499  1.2： 1  　　　　　 在する住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.5Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松尾　　　 山武郡松尾町                            　 住宅　　　 農地の中に農家住宅等が 南東    4m 水道          松尾　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  広根字上之原１３５１番　　　　  19,700 1262    1： 2  　　　　　 見られる住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
松尾　　　 山武郡松尾町                            　 住宅　　　 中規模一般住宅と農家住 南東     4m  水道          松尾　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  高富字野内１４７３番２　　　　  26,600 1016    1： 1.2 　　　　　 宅が混在する住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.4Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
松尾　　　 山武郡松尾町                            　 店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅が建 北東     8m  水道          松尾　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  大堤字鎌田８７番５外　　　　　  62,000 622    1： 3.5 　　　　　 ち並ぶ駅前商業地域　　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               100m                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
横芝　　　 山武郡横芝町                            　 住宅　　　 農家住宅が多い県道背後 北西   3.2m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  坂田字中郭１１３番　　　　　　  16,200 1117    1： 2  　　　　　 の古くからの住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.8Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　    背面道                     

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

横芝　　　 山武郡横芝町                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が多い県 北西     4m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  栗山字橋場山２６８２番１　　　  47,000 249    1： 1.5 　　　　　 道背後の住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               530m                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　    北東  側  道               

                                
横芝　　　 山武郡横芝町                            　 住宅　　　 一般住宅と空地が混在す 南       4m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  栗山字大鳥４９４２番１８　　　  25,000 168    1： 1.2 　　　　　 る新興住宅地域　　　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
横芝　　　 山武郡横芝町                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅、民宿等が混在 南東   7.5m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  屋形字東雲５３３９番の３　　　  29,000 414  1.5： 1  　　　　　 する住宅地域　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.6Km                       
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
横芝　　　 山武郡横芝町                            　 店舗　　　 小規模店舗が建ち並ぶ県 北西     7m  水道          横芝　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  横芝字野々 合１５０１番４９　　  83,000 254    1： 3  　　　　　 道沿いの商業地域　　　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               260m                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
芝山　　　 山武郡芝山町                    台形　　　 住宅　　　 中規模住宅が見られる古 南東     2m                成田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  新井田字長作５２番１４　　　　  26,800 297    1： 1.2 　　　　　 くからの住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             14.4Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
芝山　　　 山武郡芝山町                            　 住宅　　　 一般住宅の中に空地も見 北西     6m  水道          成田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  新井田字小橋台４４５番３５０　  34,000 270    1： 1.2 　　　　　 られる区画整然とした住 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　              下水             17Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
芝山　　　 山武郡芝山町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ国道 西       6m                東成田　　　　　 「都計外」    
　　　　　  大里字小谷１２５０番　　　　　  17,800 1034    1： 1.2 　　　　　 背後の住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.3Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
芝山　　　 山武郡芝山町                            　 住宅　　　 農家住宅が散在する県道 南西     9m                成田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  山田字油田１１７９番２　　　　  27,000 966    1： 2  　　　　　 背後の住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               13Km                       
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
芝山　　　 山武郡芝山町                    台形　　　 工場　　　 鉄工、機械等の内陸型工 南東    12m                成田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  小池字水口２７００番５０　　　  18,000 10323    1： 1.5 　　　　　 業団地　　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               18Km                       
(県) 9-  1                                             　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

一宮　　　 長生郡一宮町                            　 住宅　　　 一般住宅、民宿等が混在 西       7m  水道          上総一宮　　　　 (都)          
　　　　　  一宮字下龍宮３５０番３５　　　  34,500 391    1： 1.2 　　　　　 する住宅地域　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.5Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
一宮　　　 長生郡一宮町                    不整形　　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ古く 南       4m  水道          東浪見　　　　　 (都)          
　　　　　  東浪見字馬喰台１５８９番１　　  27,000 740    1： 1.5 　　　　　 からの住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               400m                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
一宮　　　 長生郡一宮町                            　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ区 西       4m  水道          上総一宮　　　　 (都)          
　　　　　  田町１丁目１０番２　　　　　　  57,200 242    1： 1  　　　　　 画整然とした住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               480m         (200)
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
一宮　　　 長生郡一宮町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅等が 南       8m  水道          上総一宮　　　　 (都)          
　　　　　  一宮字沖ノ谷８９９８番２外　　  34,000 991  1.2： 1  　　　　　 混在する県道沿いの住宅 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              1.8Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
一宮　　　 長生郡一宮町                            　 住宅　　　 農家住宅が建ち並ぶ県道 南東   2.7m  水道          上総一宮　　　　 (都)          
　　　　　  船頭給字西屋敷４２０番　　　　  27,500 929    1： 1  　　　　　 背後の農地が多い住宅地 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              2.4Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
一宮　　　 長生郡一宮町                            　 店舗兼住宅 小規模の小売店舗、倉庫 東       8m  水道          上総一宮　　　　 (都)          
　　　　　  一宮字通町3丁目3004番2外 70,000 549    1： 2.5 及び倉庫　 等の建ち並ぶ商業地域　 県道         ガス          　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               300m         (300)
(県) 5-  1                                 S1          　　　　　　　　　                 準防          

                                
睦沢　　　 長生郡睦沢町                            　 住宅　　　 中規模住宅の多い区画の 西       4m  水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  上市場字北細田３２０番４８　　  33,000 286    1： 1.2 　　　　　 整った住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水              2.6km               
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
睦沢　　　 長生郡睦沢町                    台形　　　 住宅　　　 中規模農家住宅の多い農 北東　　10m 水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  川島字前原６４９番２　　　　　  25,000 925  1.2： 1  　　　　　 村集落　　　　　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               2.5km               
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
睦沢　　　 長生郡睦沢町                            　 住宅　　　 高台の分譲地で、中規模 北       6m  水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  長楽寺字南谷６２２番７３　　　  34,000 299  1.5： 1  　　　　　 一般住宅が多い、閑静な 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　              下水              8Km                       
(県)  -  3                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

睦沢　　　 長生郡睦沢町                    不整形　　 住宅　　　 県道沿いに、中規模農家 北西     9m  水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  下之郷字上宿１８６８番１　　　  27,000 1348    1： 1.2 　　　　　 住宅が建ち並ぶ中に小売 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 店もある農家集落地域　                                5Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
睦沢　　　 長生郡睦沢町                    台形　　　 住宅　　　 県道沿いに中規模農家住 南東　　11.5m 水道          上総一宮　　　　 「都計外」    
　　　　　  大上字川向３３０８番外　　　　  22,000 805    1： 1  　　　　　 宅が多い、古くからの農 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 家集落地域　　　　　　                                9Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長生　　　 長生郡長生村                            　 住宅　　　 中小規模の別荘、民宿の 南東     5m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  驚字一二号５８７番２外　　　　  31,000 338    1： 2  　　　　　 ほかにテニスコートもあ 村道                       　　　　　　　  ２住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 る海浜型リゾート地域　              下水            5.5Km         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長生　　　 長生郡長生村                            　 住宅　　　 農家住宅を中心に一般住 東       5m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  本郷字豆田川間２８４２番２　　  26,000 413    1： 1  　　　　　 宅が混在する住宅地域　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
長生　　　 長生郡長生村                            　 住宅　　　 県道に近い分譲地で、中 南東   4.5m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  信友字中曽根１９３５番１５外　  31,000 198    1： 1  　　　　　 規模一般住宅の中に空地 私道                       　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 もある住宅地域　　　　 未舗装                         1Km         ( 60, 200)    
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長生　　　 長生郡長生村                            　 住宅　　　 一般住宅、農家住宅が混 北       8m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  一松字高塚丙１４４４番１３　　  25,000 196    1： 1.5 　　　　　 在する地域　　　　　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.3Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白子　　　 長生郡白子町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅、民 南東   4.5m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  牛込字中魚屋３９２３番４　　　  27,700 628    1： 1.5 　　　　　 宿等が混在する住宅地域 町道         ガス          　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水           11.2Km         (200)
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
白子　　　 長生郡白子町                            　 住宅　　　 農家住宅、農地の混在す 東       4m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  関字新御堂下２４７６番　　　　  21,800 958    1： 1.5 　　　　　 る古くからの住宅地域　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.4Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白子　　　 長生郡白子町                            　 住宅　　　 一般住宅、農地が混在す 南       4m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  八斗字西２４１８番２　　　　　  30,000 166    1： 1  　　　　　 る住宅地域　　　　　　 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              7.6Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

白子　　　 長生郡白子町                            　 住宅　　　 中小規模の一般住宅が見 北西     6m  水道          本納　　　　　　 (都)          
　　　　　  剃金字広瀬川５９６番２４　　　  25,000 153    1： 1.5 　　　　　 られる空地の多い住宅地 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              8.5Km                       
(県)  -  4                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
白子　　　 長生郡白子町                    不整形　　 店舗兼住宅 中小規模の店舗兼住宅の 西       7m  水道          八積　　　　　　 (都)          
　　　　　  驚字東濱通９８７番　　　　　　  37,000 532    1： 3.5 　　　　　 多い路線商業地域　　　 町道         ガス          　　　　　　　  ２住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            8.4Km         (200)
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長柄　　　 長生郡長柄町                            　 住宅　　　 県道に近い分譲地で、中 北西   4.5m  水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  山根字泉谷１４５７番３６外 30,000 165    1： 1.5 　　　　　 規模一般住宅が多い住宅 私道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                                9Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長柄　　　 長生郡長柄町                            　 住宅　　　 町道沿いに、農家住宅と 北       5m  水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  徳増字宿６２４番９　　　　　　  26,500 191    1： 1.2 　　　　　 小規模開発の一般住宅が 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 混在する住宅地域　　　                              6.5Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長柄　　　 長生郡長柄町                            　 住宅　　　 町道沿いに中小規模の農 南　　  5m 水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  長柄山字追分８０４番　　　　　  24,700 327    1： 1.5 　　　　　 家住宅、一般住宅が混在 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 して建ち並ぶ住宅地域　                               13Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長柄　　　 長生郡長柄町                            　 住宅　　　 別荘、保養所、一般住宅 南       6m  水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  上野字葭木谷台３９１番６外　　  22,500 997    1： 1.2 　　　　　 が混在する住宅地域　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             11Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長柄　　　 長生郡長柄町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が混 南西     5m  水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  刑部字中郷８３０番１外　　　　  23,000 502    1： 1.2 　　　　　 在する県道背後の住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                             11.4Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
長南　　　 長生郡長南町                            　 住宅　　　 国道を中心に、中規模農 東       4m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  米満字堰下３４８番　　　　　　  27,500 717    1： 1.2 　　　　　 家住宅が見られる、古く 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 からの農家集落地域　　              下水            5.8Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長南　　　 長生郡長南町                            　 住宅　　　 一般住宅と農家住宅が見 東     3.3m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  水沼字平田７７番１　　　　　　  18,500 231  1.2： 1  　　　　　 られる住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                             12.5Km                       
(県)  -  2                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

長南　　　 長生郡長南町                    不整形　　 住宅　　　 県道背後の、中規模農家 南　　　5m 水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  小生田字御堂谷４８５番　　　　  16,500 704    1： 1  　　　　　 住宅が多い、古くからの 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 農家集落地域　　　　　                             10.3Km                       
(県)  -  3                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                
長南　　　 長生郡長南町                            　 住宅　　　 農地の中に農家住宅等が 南東   3.9m  水道          茂原　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  市野々 字城之内２５５４番　　　  15,500 942  1.5： 1  　　　　　 散在する住宅地域　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               13Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
長南　　　 長生郡長南町                            　 店舗兼住宅 県道沿いに、２階建店舗 西       9m  水道          茂原　　　　　　 (都)          
　　　　　  長南字上宿２３９４番，２３９５番合併 33,000 320    1： 1.5 　　　　　 住宅が連たんする、古く 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　 からの路線商業地域　　                                9Km                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大多喜　　 夷隅郡大多喜町                          　 住宅　　　 一般住宅が多い区画整然 東     3.4m  水道          大多喜　　　　　 「都計外」    
　　　　　  猿稲字西根古屋１７４番９　　　  20,800 146  1.5： 1  　　　　　 とした住宅地域　　　　 町道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               420m                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大多喜　　 夷隅郡大多喜町                          　 住宅　　　 中規模の農家住宅が多い 北東     5m  水道          小谷松　　　　　 「都計外」    
　　　　　  堀之内字金糞９０１番４外　　　  11,200 548    1： 1  　　　　　 国道背後の住宅地域　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.5Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大多喜　　 夷隅郡大多喜町                          　 住宅　　　 農家住宅の多い幹線道路 北東     6m  水道          大多喜　　　　　 「都計外」    
　　　　　  小土呂字東中野２０５番２外　　  12,300 1849    1： 1.5 　　　　　 背後の住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                3Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大多喜　　 夷隅郡大多喜町                          　 住宅　　　 農家住宅の多い山間部に 北西     4m  水道          養老渓谷　　　　 「都計外」    
　　　　　  粟又字堀向７０６番１　　　　　  5,000 981    1： 2.5 　　　　　 ある住宅地域　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                7Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大多喜　　 夷隅郡大多喜町                          　 店舗兼住宅 低層の小売店舗が建ち並 東       9m  水道          大多喜　　　　　 「都計外」    
　　　　　  桜台字根古屋３５番外　　　　　  31,500 320    1： 2.5 　　　　　 ぶ駅に近い県道沿いの路 県道         ガス          　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 線商業地域　　　　　　                               500m                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
夷隅　　　 夷隅郡夷隅町                            　 住宅　　　 一般住宅、農家住宅が混 南       6m  水道          国吉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  苅谷字東蔵畑１２６０番２　　　  21,800 240  1.5： 1  　　　　　 在する国道背後の住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               550m                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

夷隅　　　 夷隅郡夷隅町                    不整形　　 住宅　　　 農家住宅の建ち並ぶ農地 南東   5.5m  水道          国吉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  楽町字中ノ森６３８番１　　　　  14,100 1200    1： 2.5 　　　　　 の多い住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
夷隅　　　 夷隅郡夷隅町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が混 北       5m  水道          上総中川　　　　 「都計外」    
　　　　　  行川字内久保７１３番１外　　　  19,000 580    1： 2  　　　　　 在する国道背後の住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                               450m                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
夷隅　　　 夷隅郡夷隅町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が見 北     4.5m  水道          国吉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  松丸字芦井田２２３２番　　　　  13,500 790    1： 1.5 　　　　　 られる農地の多い住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              4.5Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
夷隅　　　 夷隅郡夷隅町                            　 住宅　　　 農家住宅の多い農地、山 東       4m  水道          上総中川　　　　 「都計外」    
　　　　　  大野字沢畑１７１番１　　　　　  12,500 719    1： 1  　　　　　 林の中の住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
御宿　　　 夷隅郡御宿町                            　 住宅　　　 一般住宅のほか民宿、店 南東    8.5m 水道          御宿　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  六軒町字後町３８６番　　　　　  52,000 304    1： 2  　　　　　 舗等が混在する住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.3Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
御宿　　　 夷隅郡御宿町                            　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ国 北西    5m 水道          御宿　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  浜字天王台５２２番　　　　　　  56,000 218    1： 1.5 　　　　　 道背後の既成住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               660m                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
御宿　　　 夷隅郡御宿町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅のほか農地等も 北西     5m  水道          御宿　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  上布施字川崎１７１４番　　　　  14,700 760  1.2： 1  　　　　　 見られる既存の住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.5Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
御宿　　　 夷隅郡御宿町                            　 住宅　　　 中規模別荘住宅が見られ 南       6m  水道          御宿　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  御宿台１１４番１０　　　　　　  38,500 340    1： 1.2 　　　　　 る高台の閑静な住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.8Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
御宿　　　 夷隅郡御宿町                    台形　　　 店舗兼住宅 店舗併用住宅等が建ち並 北西    10m  水道          御宿　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  久保字海老塚越２２２１番２外　  76,000 297    1： 2.5 　　　　　 ぶ国道沿いの商業地域　 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               380m                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

大原　　　 夷隅郡大原町                            　 住宅　　　 一般住宅等が建ち並ぶ熟 南       6m  水道          大原　　　　　　 (都)          
　　　　　  深堀字梶野下２４０番２　　　　  53,000 264    1： 1  　　　　　 成しつつある住宅地域 町道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               650m         (200)
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大原　　　 夷隅郡大原町                            　 住宅　　　 中規模一般住宅、農家住 北東     8m  水道          上総東　　　　　 「都計外」    
　　　　　  長志字中２０３８番１外　　　　  18,000 394    1： 3.5 　　　　　 宅が建ち並ぶ県道沿いの 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 農家住宅地域　　　　　                              1.9Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
大原　　　 夷隅郡大原町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅の中に農地が見 北東   2.6m  水道          新田野　　　　　 「都計外」    
　　　　　  新田野字久保田２６０番　　　　  14,000 456  1.2： 1  　　　　　 られる既存の住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               200m                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大原　　　 夷隅郡大原町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅のほか別荘等も 西       4m  水道          三門　　　　　　 (都)          
　　　　　  日在字東側南１２６７番２　　　  36,500 386    1： 1.2 　　　　　 見られる既存の住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.2Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大原　　　 夷隅郡大原町                            　 住宅　　　 中規模別荘住宅が見られ 東       6m  水道          浪花　　　　　　 (都)          
　　　　　  大原台３０６番１１　　　　　　  34,000 394    1： 1  　　　　　 る高台の閑静な住宅地域 町道                       　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 50, 100)    
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
大原　　　 夷隅郡大原町                            　 住宅　　　 大規模農家住宅、中小規 北東     4m  水道          浪花　　　　　　 (都)          
　　　　　  小澤字中村１０８８番１　　　　  30,000 810    1： 1.5 　　　　　 模一般住宅等が混在する 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 古くからの住宅地域　　                               300m                       
(県)  -  6                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
大原　　　 夷隅郡大原町                            　 店舗兼住宅 店舗併用住宅、銀行等が 西       7m  水道          大原　　　　　　 (都)          
　　　　　  大原字東仲町８６９９番　　　　  74,000 459    1： 2.5 　　　　　 建ち並ぶ駅前の商業地域 県道                       　　　　　　　  商業          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               150m         (400)
(県) 5-  1                                 S3          　　　　　　　　　                 準防          

                                
岬　　　　 夷隅郡岬町                      台形　　　 住宅　　　 中規模一般住宅と農家住 南東     6m  水道          三門　　　　　　 (都)          
　　　　　  江場土字宮新町２３３番１外　　  30,000 482    1： 2  　　　　　 宅等のある古くからの住 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                               630m                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
岬　　　　 夷隅郡岬町                              　 住宅　　　 中規模農家住宅の中に一 北       5m  水道          長者町　　　　　 (都)          
　　　　　  押日字松山１７７８番２　　　　  26,000 294    1： 1  　　　　　 般住宅も見られる農家住 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                              2.8Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

岬　　　　 夷隅郡岬町                              　 住宅　　　 中規模一般住宅の他、ア 東       5m  水道          太東　　　　　　 (都)          
　　　　　  椎木字鰯田１４４９番５　　　　  29,500 184    1： 1.5 　　　　　 パート、別荘が見られる 町道                       　　　　　　　  １住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                               240m         (200)
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
岬　　　　 夷隅郡岬町                      台形　　　 住宅　　　 中規模一般住宅と農家住 西       6m  水道          長者町　　　　　 (都)          
　　　　　  桑田字横町１００１番４　　　　  17,000 561  1.2： 1  　　　　　 宅が見られる沿道の農家 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                              4.1Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
岬　　　　 夷隅郡岬町                              　 店舗兼住宅 中小規模小売店舗の中に 北東     8m  水道          長者町　　　　　 (都)          
　　　　　  長者字南中宿１４９番　　　　　  46,000 310    1： 5  　　　　　 住宅が建ち並ぶ路線商業 県道                       　　　　　　　  近商          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               500m         (200)
(県) 5-  1                                 S1          　　　　　　　　　                               

                                
富浦　　　 安房郡富浦町                            　 住宅　　　 小規模住宅の密集する既 南     2.7m  水道          富浦　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  原岡字浜町乙１５０番　　　　　  42,000 122    2： 1  　　　　　 成住宅地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富浦　　　 安房郡富浦町                            　 住宅　　　 一般住宅、農漁村住宅の 南東     4m  水道          富浦　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  多田良字鳥畑６１６番３　　　　  33,800 265    1： 1.5 　　　　　 ほか別荘も散在する住宅 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                              1.7Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富浦　　　 安房郡富浦町                    台形　　　 住宅　　　 中規模住宅、作業所、農 東     4.5m  水道          富浦　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  深名字杉原６２９番１　　　　　  33,500 380    1： 2.5 　　　　　 地等の混在する住宅地域 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                2Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
富浦　　　 安房郡富浦町                    不整形　　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅、農 南     2.6m  水道          富浦　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  南無谷字御園２２０２番１　　　  31,500 497    1： 1  　　　　　 地等の混在する住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.4Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
富浦　　　 安房郡富浦町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅が散在し、農地 東       4m  水道          富浦　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  大津字池田２４５番１　　　　　  18,500 415    2： 1  　　　　　 が多い住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              3.6Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
富山　　　 安房郡富山町                    台形　　　 住宅　　　 民宿、保養所、一般住宅 北     5.5m  水道          岩井　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  久枝字岡台６３６番１　　　　　  44,500 538    1： 1.2 　　　　　 が混在する住宅地域　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               700m                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　    西    側  道               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

富山　　　 安房郡富山町                    台形　　　 住宅　　　 山ふところにある農家集 西       3m  水道          岩井　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  平久里下字大塚２０３４番１　　  6,600 1107    1： 1  　　　　　 落地域　　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.7Km                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　    南    側  道               

                                
富山　　　 安房郡富山町                            　 住宅　　　 一般住宅が多い、空地も 南西     6m  水道          岩井　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  市部字埋田１９０番４９　　　　  37,500 196    1： 1.5 　　　　　 見られる新興の住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                1Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富山　　　 安房郡富山町                    不整形　　 住宅　　　 農家住宅が多い、山ふと 北西   4.5m  水道          岩井　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  検儀谷字上ノ江４３９番１　　　  26,500 392    2： 1  　　　　　 ころの市街地にも近い地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                              2.1Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
富山　　　 安房郡富山町                            　 店舗兼住宅 店舗兼住宅が建ち並ぶ国 東       7m  水道          岩井　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  市部字宿免２１番１　　　　　　  55,500 245    1： 2  　　　　　 道沿いの商業地域　　　 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               130m                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
鋸南　　　 安房郡鋸南町                            　 住宅　　　 一般住宅、保養所の見ら 南西   4.5m  水道          安房勝山　　　　 「都計外」    
　　　　　  龍島字蟹田９５５番１　　　　　  50,000 252  1.2： 1  　　　　　 れる駅に近い住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               450m                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
鋸南　　　 安房郡鋸南町                            　 住宅　　　 一般住宅の外保養所もあ 南     2.3m  水道          保田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  元名字芝原１０３７番３　　　　  42,000 230    1： 2.5 　　　　　 る国道背後の住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               260m                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
鋸南　　　 安房郡鋸南町                            　 住宅　　　 農家住宅の外農地、山林 西     3.5m  水道          安房勝山　　　　 「都計外」    
　　　　　  上佐久間字明下６１２番外　　　  10,500 1702    1： 2  　　　　　 の多い県道背後の住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 域　　　　　　　　　　                                5Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
鋸南　　　 安房郡鋸南町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅の多い山間の県 南東   3.4m  水道          保田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  小保田字小向１３９２番　　　　  10,000 680    1： 1.2 　　　　　 道背後の住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.2Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
鋸南　　　 安房郡鋸南町                            　 店舗兼住宅 店舗兼住宅の連たんする 西     7.4m  水道          保田　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  保田字西ヶ谷７０番６　　　　　  54,000 152  1.2： 1  　　　　　 商業地域　　　　　　　 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               100m                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

三芳　　　 安房郡三芳村                            　 住宅　　　 農家住宅が見られる県道 南       4m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  下滝田字祢宜明７８２番　　　　  13,800 1103    1： 2  　　　　　 に近い傾斜のある地域　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              8.9Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　    西    側  道               

                                
三芳　　　 安房郡三芳村                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅が多い、県道に 北西   6.5m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  明石字大坪２９番１　　　　　　  35,000 214    1： 1.2 　　　　　 近い新興の住宅地域　　 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              5.6Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
三芳　　　 安房郡三芳村                            　 住宅　　　 一般住宅が見られる、周 南東     3m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  府中字仮家塚１９５番５　　　　  27,500 360    1： 1  　　　　　 辺は田畑の新興住宅地域 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.3Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
三芳　　　 安房郡三芳村                            　 住宅　　　 農家住宅等が多い山ふと 東       7m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  御庄字根廻１３１５番１　　　　  18,000 277    1： 1.5 　　　　　 ころの県道にも近い地域 村道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              8.4Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
白浜　　　 安房郡白浜町                            　 住宅　　　 漁師住宅、一般住宅等が 東       4m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  滝口字中川下６３０５番２　　　  35,200 297    2： 1  　　　　　 混在する住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               11Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　    南    側  道               

                                
白浜　　　 安房郡白浜町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が混 北     3.5m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  根本字港１６２４番７３　　　　  30,500 331    1： 2.5 　　　　　 在する既成住宅地域　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               14Km                       
(県)  -  2                                 Ｓ２ 　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
白浜　　　 安房郡白浜町                            　 住宅　　　 一般住宅、民宿等が混在 東       6m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  白浜字川間干潟２８７５番１外　  53,000 191    1： 1.5 　　　　　 する海岸に近い住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               13Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　    北    側  道               

                                
白浜　　　 安房郡白浜町                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅、店舗等が混在 南       6m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  乙浜字前田６３３番６　　　　　  43,000 135    1： 1  　　　　　 する国道沿いの住宅地域 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               15Km                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
白浜　　　 安房郡白浜町                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅、民宿等が見ら 東       6m  水道          館山　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  白浜字西原井細田７番２１外　　  33,000 470    1： 1.5 　　　　　 れる水田の多い住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               11Km                       
(県)  -  5                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

千倉　　　 安房郡千倉町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅と一般住宅が混 南西     7m  水道          千歳　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  久保字馬場１４４６番１　　　　  15,700 1250    1： 1.2 　　　　　 在する古くからの農家住 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 宅地域　　　　　　　　                                2Km                       
(県)  -  1                                 W3          　　　　　　　　　                               

                                
千倉　　　 安房郡千倉町                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅、民宿、飲食店 北西   3.5m  水道          千倉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  南朝夷字千倉１０７７番　　　　  42,000 360    1： 1.2 　　　　　 等が混在する古くからの 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                                2Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
千倉　　　 安房郡千倉町                            　 住宅　　　 小規模一般住宅、小売店 南       4m  水道          千歳　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  白子字元田１６２６番４外　　　  38,000 336  1.2： 1  　　　　　 舗等が混在する住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               650m                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
千倉　　　 安房郡千倉町                            　 住宅　　　 中規模の一般住宅、店舗 南東     7m  水道          千倉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  大川字御霊４４８番１　　　　　  40,500 346    1： 1.5 　　　　　 等が混在する国道沿いの 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 古くからの住宅地域　　                                6Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
千倉　　　 安房郡千倉町                            　 店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ国道 東       7m  水道          千倉　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  南朝夷字千倉１２１６番１　　　  63,500 150    1： 1.2 　　　　　 沿いの路線商業地域　　 国道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.1Km                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
丸山　　　 安房郡丸山町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が見 南       6m  水道          南三原　　　　　 「都計外」    
　　　　　  岩糸字根方２４５３番　　　　　  16,200 383    1： 1  　　　　　 られる住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              2.3Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
丸山　　　 安房郡丸山町                            　 住宅　　　 一般住宅の連たんする既 東       4m  水道          千歳　　　　　　 「都計外」    
　　　　　  白子字菖蒲田９４９番１　　　　  28,000 342    3： 1  　　　　　 成住宅地域　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.2Km                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　    背面道                     

                                
丸山　　　 安房郡丸山町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅等が見られる農 南       4m  水道          南三原　　　　　 「都計外」    
　　　　　  宮下字東畑５８７番１　　　　　  9,700 403  1.2： 1  　　　　　 地の多い住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              6.6Km                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
丸山　　　 安房郡丸山町                            　 住宅　　　 一般住宅の外、アパート 北東   3.5m  水道          南三原　　　　　 「都計外」    
　　　　　  沓見字月ノ輪５番２　　　　　　  22,800 322    1： 1  　　　　　 等が混在する住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.8Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

丸山　　　 安房郡丸山町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅等が 西       4m  水道          南三原　　　　　 「都計外」    
　　　　　  丸本郷字大畑ケ７４６番　　　　  11,200 1004    1： 1.5 　　　　　 混在する住宅地域　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              4.1Km                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
和田　　　 安房郡和田町                            　 住宅　　　 農家住宅の点在する農家 北西     3m  水道          和田浦　　　　　 「都計外」    
　　　　　  黒岩字内田６６５番　　　　　　  9,100 544  1.5： 1  　　　　　 住宅地域　　　　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                                7Km                       
(県)  -  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
和田　　　 安房郡和田町                            　 住宅　　　 小規模一般住宅、民宿等 北西   3.5m  水道          和田浦　　　　　 「都計外」    
　　　　　  和田字和田前４５４番１　　　　  35,500 165    1： 1.2 　　　　　 が混在する既成住宅地域 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               600m                       
(県)  -  2                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
和田　　　 安房郡和田町                    台形　　　 住宅　　　 一般住宅、小規模小売店 北       4m  水道          南三原　　　　　 「都計外」    
　　　　　  下三原字大原４０５番　　　　　  25,600 796    1： 1.2 　　　　　 舗等の混在する国道背後 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 の住宅地域　　　　　　                                2Km                       
(県)  -  3                                 W1          　　　　　　　　　    東    側  道               

                                
和田　　　 安房郡和田町                    台形　　　 住宅　　　 農家住宅を中心に一般住 南       5m  水道          和田浦　　　　　 「都計外」    
　　　　　  花園字志坊９４６番１　　　　　  31,200 318    1： 1  　　　　　 宅も見られる住宅地域　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                              1.6Km                       
(県)  -  4                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
和田　　　 安房郡和田町                            　 住宅　　　 農家住宅、一般住宅が混 南西     4m  水道          南三原　　　　　 「都計外」    
　　　　　  海発字取田原１５３０番４　　　  25,500 422    1： 1.2 　　　　　 在する既成住宅地域　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               550m                       
(県)  -  5                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
天津小湊　 安房郡天津小湊町                        　 住宅　　　 一般住宅の中に民宿等が 南     3.5m  水道          安房天津　　　　 (都)          
　　　　　  天津字新町２０４１番　　　　　  35,000 403  1.2： 1  　　　　　 見られる国道背後の既成 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 住宅地域　　　　　　　                              1.7Km                       
(県)  -  1                                 W1          　　　　　　　　　                               

                                
天津小湊　 安房郡天津小湊町                台形　　　 住宅　　　 国道背後の古くからの漁師東       4m  水道          安房天津　　　　 (都)          
　　　　　  天津字浜町１４７７番２外　　　  36,500 138    1： 2.5 　　　　　 住宅の多い住宅地 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               800m                       
(県)  -  2                                 W1          　　　　　　　　　    南    側  道               

                                
天津小湊　 安房郡天津小湊町                        　 住宅　　　 一般住宅が多い国道背後 南     4.5m  水道          安房小湊　　　　 (都)          
　　　　　  内浦字合戸１８２８番１　　　　  35,600 259    1： 2  　　　　　 の既成住宅地域　　　　 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　                               500m                       
(県)  -  3                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
基準地番号 基準地の所在及び 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の土地の 基準地の 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

地番並びに住居表示 １平方メー 地積 形状 利用の現況 利用の現況 前面道路 の水道，ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
トル当たり の状況 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制
の価格（円）    (㎡) 道の整備の状況 限で主要なもの]

天津小湊　 安房郡天津小湊町                        　 住宅　　　 一般住宅の中に空地等が 西       4m  水道          安房小湊　　　　 (都)          
　　　　　  内浦字下梅田４６５番１　　　　  36,300 267  1.2： 1  　　　　　 見られる高台の既成住宅 町道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               400m                       
(県)  -  4                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                
天津小湊　 安房郡天津小湊町                        　 店舗兼住宅 小規模の小売店舗が建ち 東       8m  水道          安房天津　　　　 (都)          
　　　　　  天津字芝１０９０番３１　　　　  59,000 82    1： 1.2 　　　　　 並ぶ県道沿いの既成商業 県道                       　　　　　　　                
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 地域　　　　　　　　　                               250m                       
(県) 5-  1                                 W2          　　　　　　　　　                               

                                


