
 (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、アパートが併 北　　      6m 水道 下総中山
本中山５丁目２５番１３ 248,000 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１６８ 145,000 116    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１１ 232,000 150    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６７ 195,000 132    1:1.5 ト等が混在する住宅地域 市道 ガス １住居
　 下水     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 125,000 222    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５ 255,000 188    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６ 228,000 147  1.7:1   並ぶ地域 道路 ガス ２住居

　 下水       1km      ( 200)
(県)  -  7 「市場１－２－１１」 Ｗ2 　 準防　　　　

　　　　　　　　　　　 　
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５８ 182,000 192    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１７２ 110,000 100    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４５ 144,000 151    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 　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　



 (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 中規模一般住宅が多い高 南東　      4m 水道 馬込沢
丸山１丁目８７番２４ 155,000 168  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５ 220,000 113    1:1.5 ト、マンション、作業場 道路 ガス １住居
等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１９ 167,000 240    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３５ 210,000 154    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２０ 200,000 169  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７ 140,000 185    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 　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　

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１４１ 151,000 161    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７２ 155,000 126    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１５ 173,000 142    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 　 　　　　高度

　　　　　　　　　　　 　
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１６ 145,000 151    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
　　　　　　　　　　　 　



 (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１４ 160,000 118    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２７ 189,000 233  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１１３ 170,000 236    1:1.2 閑静な住宅地域 市道 ガス １中専

　     700m (  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１０６ 180,000 173    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４５ 181,000 203    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 　 　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　
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２９ 183,000 162    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７ 208,000 191    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４３ 130,000 142  1.5:1   画整然とした住宅地域 私道 ガス １低専
　 下水     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５ 201,000 116    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６８ 142,000 155  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 　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　



 (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 台形 住宅 一般住宅の中に空地等が 北　　    3.7m 水道 津田沼
前原西２丁目２６５番６ 220,000 132    1:1.2 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２８０ 149,000 178    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５ 132,000 172    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６５ 140,000 116    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 　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　

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３１ 195,000 184  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 163,000 171    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２ 247,000 113    1:1   混在する住宅地域 市道 ガス １住居

　 下水     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７ 248,000 109  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 65,000 899    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 440,000 210    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　　　　
　　　　　　　　　　　 　



 (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・事務 中層の事務所ビル、店舗 北東　     16m 水道 西船橋
葛飾町２丁目３８４番６ 370,000 82    1:2.4 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３ 840,000 278    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 　 準防　　　　
　　　　　　　　　　　 背面道 　

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 1,180,000 152    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　　　　

　　　　　　　　　　　 　
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１９ 370,000 198    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 252,000 132    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１０ 409,000 367    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　     20m 水道 西船橋
西船４丁目２７７番２ 350,000 171    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 920,000 226    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１ 245,000 200  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２ 197,000 228    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 　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　



 (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 中小工場、共同住宅、一 東　　      7m 水道 船橋
日の出１丁目５番５３ 158,000 238    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 79,800 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 　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　

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 40,200 657    1:1   及び畑作地帯の古くから 市道 (  70, 400)

の住宅地域 　     5.5km
(県)10-  1 Ｗ1 　 　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　


