
林地を除く

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

松戸 松戸市 東　　      4m 水道
142,000 286    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     300m 　　 　　

松戸 松戸市 北東　      4m 水道
138,000 152    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.7km 　　 　　

松戸 松戸市 北　　      6m 水道
88,900 141    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.2km 　　 　　

松戸 松戸市 北　　      6m 水道
131,000 116    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     1.6km 　　 　　

松戸 松戸市 東　　      6m 水道
107,000 250    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     2.1km 　　 　　

松戸 松戸市 南　　      6m 水道
138,000 249    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2     1.6km 　　 　　

松戸 松戸市 東　　      6m 水道
159,000 140    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.2km 　　 　　

松戸 松戸市 北　　      6m 水道
158,000 175    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     800m 　　 　　

松戸 松戸市 南　　      6m 水道
170,000 198    1:2.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 ＬＳ2     400m 　　 　　

松戸 松戸市 南　　      4m 水道
80,000 186  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     900m 　　 　　

松戸 松戸市 東　　    4.5m 水道
142,000 199    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     300m 　　 　　

松戸 松戸市 西　　      4m 水道
98,300 107    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     1.1km 　　 　　

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
(㎡)

六高台２丁目２７番２５
六実

矢切

住宅 松戸一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした閑静な住宅
地域

三矢小台５丁目２３番７

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域下矢切字栄町９６番４

松戸
松戸新田字ヅウハタ１８番１９

小金原５丁目２１番９

住宅 馬橋
西馬橋４丁目２４１番３

中規模一般住宅の中に共
同住宅も見られる区画整
理済の住宅地域

住宅

中規模の一般住宅、ア
パート等が混在する区画
整理済の住宅地域

住宅 北小金中規模住宅が多い区画整
然とした住宅地域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の閑静な住宅地域

住宅
二ツ木字上ノ台１６４２番

一般住宅が建ち並ぶ区画
整理済の住宅地域

住宅

住宅

新八柱
日暮６丁目１５７番

新松戸

中規模住宅が建ち並び周
辺に畑がある住宅地域

住宅 六実
六実２丁目６０番８

住宅 常盤平
常盤平３丁目２２番５

マンション、店舗併用住
宅も見られる利便性の良
い中規模一般住宅地域

五香
五香８丁目７番２

みのり台

小規模一般住宅のほかア
パート、空地等が見られ
る既成住宅地域

中規模住宅が多い駅に近
い閑静な住宅地域

住宅

住宅
稔台７丁目１２番３



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
(㎡)

松戸 松戸市 北　　      6m 水道
142,000 142    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 13 Ｗ2     650m 　　 　　

松戸 松戸市 東　　      6m 水道
197,000 229    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     1.1km 　　 　　

松戸 松戸市 南東　      6m 水道
150,000 264    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 15 Ｗ2     700m 　　 　　

松戸 松戸市 南　　    8.5m 水道
160,000 203    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 16 Ｗ2     700m 　　 　　

松戸 松戸市 北　　      6m 水道
116,000 231    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 17 Ｗ2     850m 　　 　　

松戸 松戸市 台形 南西　      4m 水道
140,000 168  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     350m 　　 　　

松戸 松戸市 北西　    4.3m 水道
137,000 149    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 19 Ｗ2     450m 　　 　　

松戸 松戸市 北　　      5m 水道
157,000 231    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 20 Ｗ2     330m 　　 　　

松戸 松戸市 南西　      4m 水道
214,000 264    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 21 Ｗ2     550m 　　 　　

松戸 松戸市 東　　      8m 水道
181,000 245    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 22 Ｗ2       1km 　　 　　

松戸 松戸市 北　　      6m 水道
95,000 196  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 23 Ｗ2     1.7km 　　 　　

松戸 松戸市 南東　      5m 水道
102,000 150    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 24 Ｗ2     2.1km 　　 　　

住宅 中規模の一般住宅が建ち
進みつつある区画整理済
の閑静な住宅地域

北小金
幸田４丁目１２１番

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ分
譲住宅地域

馬橋
八ケ崎２丁目１０番７

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が建ち並ぶ住宅地域

松戸
岩瀬字住吉町２３番３外

住宅 住宅、マンションの多い
住宅地域

松戸
吉井町１１番５

住宅 中小規模一般住宅のほか
アパート等が混在する住
宅地域

上本郷
胡録台字大畑１８番３

住宅 中、小規模一般住宅のほ
か老人ホームも見られる
住宅地域

上本郷
南花島３丁目４８番１３

住宅 一般住宅やアパート等の
混在する住宅地域

北小金
大金平２丁目１１０番２

住宅 駅に近い住宅、アパート
等が混在する住宅地域

松戸新田
仲井町１丁目５４番１外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

常盤平
常盤平２丁目１７番６

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

馬橋
西馬橋広手町３０番２

住宅 中規模住宅に寮、アパー
トが混在する区画が整っ
た住宅地域

五香
常盤平６丁目１１番１２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整理済の住宅地域

新松戸
新松戸６丁目２４番外



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
(㎡)

松戸 松戸市 南西　      6m 水道
160,000 134    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 25 Ｗ2     700m 　　 　　

松戸 松戸市 南東　      4m 水道
115,000 101    1:2   市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 26 Ｗ2     740m 　　 　　

松戸 松戸市 東　　      5m 水道
106,000 199    1:1.2 市道 ガス １低専

　 (  50, 100)
(県)  - 27 Ｗ2     600m 　　 　　

松戸 松戸市 南　　      5m 水道
145,000 159    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 28 Ｗ2     830m 　　 　　

松戸 松戸市 南　　      8m 水道
89,400 102    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 29 Ｗ2     1.5km 　　 　　

松戸 松戸市 南西　      5m 水道
108,000 254    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 30 Ｗ2     1.3km 　　 　　

松戸 松戸市 東　　    7.2m 水道 「調区」
60,000 267    1:1.5 市道 ガス

　 (  50, 100)
(県)  - 31 Ｗ2       1km 　　 　　

松戸 松戸市 東　　     12m 水道
687,000 112    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 ＲＣ7F1B     100m 防火 　　

松戸 松戸市 北東　     15m 水道
293,000 132    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ4      90m 準防 　　

松戸 松戸市 西　　     10m 水道
173,000 147    1:2.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 ＲＣ4 近接 準防 　　

松戸 松戸市 南　　駅前広場 水道
223,000 198    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 Ｓ5 駅前広場接面 準防 　　

松戸 松戸市 西　　駅前広場 水道
580,000 160    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  5 ＲＣ5F1B 駅前広場接面 準防 　　

店舗兼事務所 中層ビル、小売店舗が建
ち並ぶ私鉄駅前の商業地
域

五香
常盤平５丁目１１番１３

店舗兼事務所 中層ビル、金融機関等が
建ち並ぶ駅前商業地域

新松戸
新松戸２丁目１０８番

店舗兼共同住
宅

中層の店舗、事務所ビル
が建ち並ぶ駅前通りの商
業地域

北松戸
上本郷字三斗蒔９００番３

店舗兼共同住
宅

私鉄駅前の小売店舗の連
たんする商業地域

みのり台
松戸新田字一本槻５７９番８

住宅 周辺に農地の目立つ、一
般住宅、農家住宅等の混
在する地域

矢切
下矢切字北坂５０７番

店舗、事務所
兼住宅

中高層の店舗ビル等が建
ち並ぶ中心的商業地域

松戸
本町２番４

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

北松戸
古ケ崎３丁目３３５４番３

住宅 一般住宅のほかアパート
も混在する既存の住宅地
域

馬橋
八ケ崎６丁目２７番１４

住宅 一般住宅の中にアパート
も見られる住宅地域

五香
五香西２丁目３０番２３

住宅 中規模一般住宅のほか周
辺に空地も見られる区画
整理済の住宅地域

北松戸
新作字三丁目１１５６番

住宅 一般住宅が多い区画整理
済の住宅地域

北松戸
上本郷字一丁目３３２８番１

住宅 一般住宅のほかアパート
も混在する住宅地域

八柱
千駄堀字清水台８３０番１２



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
(㎡)

松戸 松戸市 南　　     22m 水道
244,000 278    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  6 Ｓ6     300m 準防 　　

松戸 松戸市 北西　     18m 水道
117,000 556    1:1   国道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  7 Ｓ2     1.1km 　　 　　

店舗兼共同住
宅

中高層店舗兼共同住宅等
が多い駅前通の商業地域

馬橋
西馬橋蔵元町１２番

店舗 店舗、共同住宅等が混在
する路線商業地域

北小金
小金きよしケ丘４丁目３番１１


