
林地を除く

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

野田 野田市 南東　    6.4m 水道
46,700 188    1:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2       2km 　　 　　

野田 野田市 西　　      6m 水道
66,900 190    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.4km 　　 　　

野田 野田市 東　　      6m 水道
65,400 181    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     430m 　　 　　

野田 野田市 東　　      7m 水道
74,100 165    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     500m 　　 　　

野田 野田市 北東　      4m 水道
61,900 174    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 ＬＳ2     950m 　　 　　

野田 野田市 台形 北西　    4.5m 水道
22,700 116    1:1   私道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  6 Ｗ2     8.5km 　　 　　

野田 野田市 南東　      4m 水道
69,400 110    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.1km 　　 　　

野田 野田市 南東　      4m 水道
68,000 227    1:1   市道 ガス １低専

　 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     650m 　　 　　

野田 野田市 北　　      6m 水道
64,800 185    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 Ｗ2       1km 　　 　　

野田 野田市 南東　      5m 水道
71,200 163    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     850m 　　 　　

野田 野田市 南西　    5.8m 水道
47,000 165    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 11 Ｗ2     2.4km 　　 　　

野田 野田市 南東　      6m 水道
65,000 165    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     1.3km 　　 　　

中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

中規模一般住宅が多い郊
外の閑静な大規模開発住
宅地域

住宅

住宅
大殿井字真福寺新田８３番６８

五木新町２４番７
空地もある区画整然とし
た一般住宅地域

川間
春日町４３番１３

梅郷

梅郷
山崎字中地２０４３番２７

野田市

中小規模住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅地域

住宅 野田市
桜台字原ノ内１９５番４６

住宅 七光台

周辺に共同住宅等も混在
する小規模の分譲住宅地
域

小規模の建売住宅が建ち
並ぶ郊外の住宅地域

住宅
中根新田字鹿島原１８番３６

小規模な一般住宅の多い
住宅地域

住宅

住宅

中規模住宅の多い一般住
宅地域

住宅 運河中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の既成住宅地域

川間
柏寺字銭ケ窪６３３番１６

山崎字島２５５８番８

住宅 愛宕
柳沢新田字畔ケ谷７番１８

中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

住宅
清水字堀端４９４番９

清水公園

川間

住宅 梅郷中規模一般住宅に中層共
同住宅が混在する区画整
然とした住宅地域

山崎字西大和田１２６６番１３

住宅 一般住宅の中に店舗等が
見られる住宅地域中里字東耕地５１１番１

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
(㎡)

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



林地を除く

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
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
(㎡)

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

野田 野田市 西　　      6m 水道
66,000 157    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 13 ＬＳ2     550m 　　 　　

野田 野田市 西　　    4.5m 水道
65,000 196    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 14 ＬＳ2     1.3km 　　 　　

野田 野田市 北西　      5m 水道
18,700 135    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 15 Ｗ3    10.3km 　　 　　

野田 野田市 南西　      5m 水道
30,500 103    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 16 Ｗ2       7km 　　 　　

野田 野田市 南　　    3.6m 水道 「調区」
24,900 549    1:1.5 市道 ガス

　 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     1.7km 　　 　　

野田 野田市 南東　     13m 水道
135,000 247    1:2.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ3 南西      80m 準防 　　

側道
野田 野田市 台形 北東　     21m 水道

71,000 1056    1:1   国道 準住居
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  2 Ｓ2     1.3km 　　 　　

野田 野田市 南東　     20m 水道
22,000 20471    1:1.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 ＲＣ7    10.5km 　　 　　

四方路

店舗、事務
所、工場

中規模沿道店舗と飲食店
等が混在する路線商業地
域

野田市
花井新田字横内前２８１番４外

倉庫兼事務所 大中規模の倉庫、工場等
の建ち並ぶ内陸型工業地
域

東武動物公園
はやま７番２

住宅 農家住宅周辺に農地、林
地、一般住宅等が散在す
る住宅地域

川間
東金野井字前在家９６９番３外

店舗、事務所
兼共同住宅

飲食店、小売店舗等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

愛宕
野田字山王山下７８７番１０

住宅 小規模の一般住宅が建ち
並ぶ郊外の閑静な住宅地
域

東武動物公園
関宿台町字東七２０４３番１３

住宅 小規模住宅の中に空地等
が見られる住宅地域

川間
木間ケ瀬字上羽貫６４２番１６

住宅 一般住宅のほかアパート
等が見られる住宅地域

川間
尾崎字堂山２３４番１１

住宅 中規模の一般住宅等が建
ち並ぶ区画整然とした住
宅地域

梅郷
花井新田字三丁歩１６８番３外


