
林地を除く

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

木更津 木更津市 北　　      4m 水道
27,100 281    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     2.5km 　　 　　

木更津 木更津市 北東　      6m 水道
45,300 166    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2       3km 　　 　　

木更津 木更津市 東　　      4m 水道
27,700 297    1:1.2 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.6km 　　 　　

木更津 木更津市 南　　      6m 水道
31,500 279    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     3.3km 　　 　　

木更津 木更津市 台形 北東　      3m 水道
21,700 330  1.5:1   市道 １低専

　 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     1.9km 　　 　　

木更津 木更津市 南　　      6m 水道
21,600 212    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     5.3km 　　 　　

木更津 木更津市 北　　      6m 水道
34,900 188    1:1.5 市道 ガス １低専

　 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     3.5km 　　 　　

木更津 木更津市 東　　      6m 水道
39,500 230    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     2.4km 　　 　　

木更津 木更津市 東　　      6m 水道
51,800 196    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     800m 　　 　　

木更津 木更津市 北　　      6m 水道
40,000 130    1:1   市道 ガス １住居

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

木更津 木更津市 南西　      9m 水道
29,500 274    1:1.5 市道 ガス １低専

　 (  50, 100)
(県)  - 11 Ｗ2     2.2km 　　 　　

木更津 木更津市 東　　      6m 水道
21,200 231  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     5.5km 　　 　　

基準地について
の水道，ガス供
給施設及び下水
道の整備の状況

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

高柳１丁目４６０番２外
巌根

木更津

一般住宅の敷
地

木更津中規模住宅が建ち並ぶ高
台の住宅地域清見台南３丁目１０番４

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域桜井字北町４０７番２７

木更津
大久保２丁目７６２番２５２

「清見台南３－１０－３」

請西字望地谷８７４番２

住宅 君津
港南台２丁目１０番１３外

「高柳１－４－２１」

一般住宅の中に空地も見
られる住宅地域

住宅

中規模住宅の多い区画整
然とした新興住宅地域

住宅 木更津一般住宅に農家住宅も見
られる谷津田を宅地化し
た住宅地域

「請西３－３－４」

中規模一般住宅の中にア
パートも見られる住宅地
域

「大久保２－２０－１２」

中規模の住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

住宅
３丁目１番１７

「 園３－１－３」

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

住宅

住宅

木更津
請西３丁目３番３外

木更津

「桜町２－９－７」

区画整理済の空地もある
国道背後の一般住宅地域

住宅 木更津
桜町２丁目９番７

住宅 木更津
文京６丁目５番６

「文京６－５－１０」

一般住宅やアパートの建
ち並ぶ区画整然とした住
宅地域

木更津
八幡台２丁目９４１番６７

君津

「八幡台２－３－５」

中規模の住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

「畑沢南３－２－２２」

中規模住宅が建ち並ぶ高
台の区画整然とした住宅
地域

住宅

住宅
畑沢南３丁目２番１０



林地を除く

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地について
の水道，ガス供
給施設及び下水
道の整備の状況

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の１平
方メートル当
たりの価格
(円)

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

木更津 木更津市 南　　    4.5m 水道
31,900 217    1:1.2 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     1.5km 　　 　　

木更津 木更津市 東　　      8m 水道
27,100 254    1:1.5 市道 ガス 準工

　 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ1     1.6km 　　 　　

木更津 木更津市 台形 西　　     19m 水道 「調区」
12,700 2297    1:1.5 国道

　 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｓ1 北     300m 　　 　　

側道
木更津 木更津市 南西　    3.5m 水道 「調区」

10,700 935    2:1   市道
　 (  60, 200)

(県)  - 16 Ｗ2 南東    10.5km 　　 　　
側道

木更津 木更津市 南西　    5.5m 水道 「調区」
19,700 780    1:2   市道 ガス

　 (  60, 200)
(県)  - 17 ＲＣ2     2.5km 　　 　　

木更津 木更津市 南　　     24m 水道
61,100 160    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     250m 準防 　　

木更津 木更津市 東　　     14m 水道
81,600 385    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｓ3     300m 準防 　　

木更津 木更津市 西　　      7m 水道
20,700 186    1:2.5 県道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2      50m 　　 　　

木更津 木更津市 東　　     13m 水道
52,900 457    1:2   県道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 ＲＣ4 北       1km 　　 　　

側道
木更津 木更津市 南東　     25m 水道

50,700 460    1:1.5 県道 ガス 準住居
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  5 Ｗ2     2.5km 　　 　　
背面道

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

木更津
中里１丁目１３９１番６

「中里１－４－５」

住宅 一般住宅、共同住宅が混
在する住宅地域

巌根
江川字仲野町３８６番１

店舗 店舗が点在する田の多い
国道沿いの地域

下郡
下郡字上湯名下１０１５番１外

住宅 農地の中に農家住宅が見
られる住宅地域

木更津
草敷字御所塚４７６番

住宅 大型商業施設に比較的近
い半農半漁の在来集落地
域

袖ケ浦
牛込字宮塚１０１１番

店舗兼住宅 駅前に連続する低層店舗
の多い商業地域

木更津
中央１丁目１５３０番３

「中央１－４－３」

店舗兼住宅 中低層店舗の多い駅に近
い路線商業地域

木更津
大和１丁目４番１２外

「大和１－４－８」

店舗兼住宅 低層店舗、飲食店等が見
られる路線商業地域

馬来田
真里字篠崎１１３番１６

事務所 中小規模の店舗、事務所
が建ち並ぶ路線商業地域

木更津
東中央３丁目３番２

「東中央３－３－１３」

店舗兼住宅 低層店舗等が増えつつあ
るアウトレット商業施設
に近い路線商業地域

巌根
金田東６丁目２７番６


