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公 告

○国土利用計画法施行令第９条第１項の規定による標準価格の判定公

告 (総合政策課) １

公告

国土利用計画法施行令 (昭和49年政令第387号) 第９条第１項の規定に基づき､ 標準

価格を判定したので､ 同条第５項の規定により､ 次のように公告する｡

平成22年９月22日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 価格判定の基準日

平成22年７月１日

２ 基準地の単位面積当たりの価格等
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)

北九州門司 北九州市門司区 南東　      6m 水道
58,000 186    1:2.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 台形 北　　    4.1m 水道
41,900 123    1:2.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     2.2km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 北東　    5.8m 水道
32,700 222    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＲＣ2     2.2km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 北西　      6m 水道
65,200 118    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.6km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 台形 北東　      6m 水道
74,800 677  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 ＲＣ5     1.6km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 南東　    4.5m 水道
60,500 265    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.6km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 台形 北西　      6m 水道
92,700 330  1.2:1   市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.8km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 西　　      4m 水道
40,000 166    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ1       4km 　　 　　

北九州門司 北九州市門司区 台形 北　　   10.8m 水道
78,200 74    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     1.4km 準防 　　

北九州門司 北九州市門司区 不整形 南西　     25m 水道
56,900 283    1:1.2 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     7.1km 準防 　　

北九州門司 北九州市門司区 南東　      5m 水道
102,000 173    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｓ2     500m 防火 　　

北九州門司 北九州市門司区 北東　   15.2m 水道
101,000 389    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 Ｂ2     800m 準防 　　

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
(㎡)

丸山１丁目１２０２番４２１

「丸山１－１１－１７」

住宅 中規模一般住宅のほか、
アパート等も混在する既
成住宅地域

門司港

住宅 門司港小規模一般住宅が多い傾
斜地の既成住宅地域清見２丁目２５５８番１３

「清見２－３－１２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ傾斜地の既成住宅地域

小森江
奥田３丁目５９７６番３８

「奥田３―９―８」

住宅 門司
寺内２丁目５番２１

門司
光町１丁目３０４番５

「寺内２－５－２０」

小規模住宅が建ち並ぶ住
宅地域

共同住宅 門司
泉ヶ丘１０１番９

「社ノ木２―７―１７」

中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

住宅

「泉ヶ丘１―８」

中層共同住宅、一般住宅
等が混在する住宅地域

住宅

「光町１－９－５」

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

住宅
社ノ木２丁目７番６ほか１筆

門司

門司港
栄町１５０番ほか１筆

店舗兼住宅 門司
吉志１丁目１９１０番１

門司港
清見１丁目１９１８番２ほか２筆

「黒川東２－１３－２６」

一般住宅のほか、低層の
共同住宅も見られる住宅
地域

「栄町６―２２」

飲食店舗を中心に小売店
舗も介在する商業地域

門司港
黒川東２丁目１２０９番１３

店舗兼住宅

「吉志１－３３－１７」

小規模小売店舗、飲食店
のほか、一般住宅も混在
する商業地域

店舗

「清見１―２―７」

小規模の小売店舗のほ
か、一般住宅も混在する
近隣商業地域

門司
原町別院７番４ほか２筆

「原町別院７―４」

日用品小売店舗のほか事
務所、住宅が混在する近
隣商業地域

事務所
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 (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
(㎡)

北九州門司 北九州市門司区 台形 北西　     25m 水道
125,000 730    1:1.5 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  5 Ｓ2     1.2km 準防 　　

北九州門司 北九州市門司区 南東　      8m 水道
179,000 393    1:3.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  6 ＲＣ7     300m 防火 　　

北九州門司 北九州市門司区 南西　     15m 水道
127,000 95    1:1   県道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  7 Ｓ2 南東     560m 防火 　　

側道
北九州門司 北九州市門司区 北西　     13m 水道

178,000 179    1:3   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  8 Ｗ2     150m 防火 　　

北九州門司 北九州市門司区 北西　     18m 水道
68,400 1404    1:2.5 国道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1       1km 準防 　　

北九州門司 北九州市門司区 台形 南　　    3.6m 水道 「調区」
22,600 386  2.5:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     4.4km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 北　　      5m 水道
44,000 167    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.1km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 南　　      4m 水道
44,200 120  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.1km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 台形 南東　      6m 水道
57,700 169    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.3km 準防 　　

北九州若松 北九州市若松区 北西　    5.8m 水道
52,900 212    1:2   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.9km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 南　　      6m 水道
50,000 398    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ1     250m 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 南　　      4m 水道
44,100 238  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     3.3km 　　 　　

店舗兼工場 各種営業所が多い国道沿
いの路線商業地域

門司
社ノ木１丁目１番１２

「社ノ木１－１－１２」

店舗、事務所
兼共同住宅

小規模小売店舗、飲食店
等の建ち並ぶ商業地域

門司
柳町２丁目２１６番１ほか１筆

「柳町２―４―１１」

店舗 小規模小売店舗等が建ち
並ぶ商業地域

門司
大里戸ノ上１丁目４０１番２

「大里戸ノ上１－４－１７」

店舗兼住宅 低層の事務所、飲食店が
混在する門司港レトロ施
設に近い商業地域

門司港
港町８３番

「港町６－９」

事務所兼工場 工場、倉庫、店舗等が建
ち並ぶ地域

門司港
西海岸２丁目１２番３

「西海岸２―３―３」

住宅 山間に農家住宅のほか、
倉庫等が混在する農家集
落地域

門司
大字猿喰字間谷１３７番

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する既成
住宅地域

奥洞海
東二島２丁目３８３番８

「東二島２―１３―２１」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ国道背後の既成住宅
地域

藤ノ木
和田町２９２番１８

「和田町１１－１２」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

若松
栄盛川町５番６

「栄盛川町５－５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

若松
深町１丁目６番１５

「深町１―５―９」

住宅 中規模の一般住宅の中に
アパートも見られる利便
性の良い住宅地域

藤ノ木
赤島町２３番４

「赤島町１５－７」

住宅 中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

若松
小石本村町７番７

「小石本村町７－１１」
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 (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
(㎡)

北九州若松 北九州市若松区 南　　      6m 水道
58,300 278    1:1   市道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  7 Ｗ2       2km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 北西　      6m 水道
55,700 293    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  8 Ｗ2     4.3km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 東　　     32m 水道
104,000 299  1.5:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ2     200m 準防 　　

北九州若松 北九州市若松区 北東　     16m 水道
113,000 323    1:2.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｗ1     3.7km 準防 　　

北九州若松 北九州市若松区 南　　    5.5m 水道
73,200 270    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｗ2 東     620m 準防 　　

側道
北九州若松 北九州市若松区 台形 南西　     20m 水道

80,100 314    1:1.2 市道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ4     700m 準防 　　

北九州若松 北九州市若松区 北東　     20m 水道
70,000 110    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  5 Ｗ2     1.5km 準防 　　

北九州若松 北九州市若松区 東　　   12.5m 水道
67,000 222    1:2.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  6 ＳＲＣ3     800m 準防 　　

北九州若松 北九州市若松区 南東　     20m 水道
61,000 693    1:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  7 Ｓ2     350m 準防 　　

北九州若松 北九州市若松区 北西　     10m 水道
94,500 231    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 Ｗ2     250m 防火 　　

北九州若松 北九州市若松区 南　　      7m 水道
38,200 114  1.5:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ2     750m 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 不整形 東　　     15m 水道
19,500 7001    1:2   市道 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     2.5km 　　 　　

住宅 中規模の一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅
地域

二島
鴨生田３丁目７番１０７

「鴨生田３－７－７」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

折尾
高須北２丁目７番１０８

「高須北２－７－１１」

事務所 事務所、店舗等が建ち並
ぶ商業地域

若松
白山１丁目５番４ほか２筆

「白山１－８－５」

店舗 中小規模の小売店舗等が
建ち並ぶ郊外の近隣商業
地域

折尾
高須南２丁目１番１０２

「高須南２－１－４」

店舗兼住宅 低層各種店舗、飲食店、
駐車場等が混在する商業
地域

若松
本町１丁目２８５番ほか１筆

「本町１―７―３５」

事務所 小売店舗のほか事務所等
が混在する商業地域

若松
中川町３７番４ほか１筆

「中川町４－６」

店舗兼住宅 低層の店舗併用住宅、金
融機関等が混在する路線
商業地域

若松
栄盛川町７番４

「栄盛川町７―１４」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗、医
院等が多い近隣商業地域

二島
二島５丁目５番３

「二島５－１－４５」

店舗兼工場 自動車関連店舗、飲食店
舗等が建ち並ぶ路線商業
地域

奥洞海
童子丸１丁目６番５ほか１筆

「童子丸１―４―８」

店舗 低層小売店舗が建ち並ぶ
若松駅に近いアーケード
商業地域

若松
本町３丁目６４０番１

「本町３―９―２８」

住宅 一般住宅の中に中小規模
の工場も見られる住宅地
域

藤ノ木
藤ノ木１丁目１９２４番３７

「藤ノ木１－５－１４」

事務所 大規模工場を中心とし
て、事業所等も見られる
臨海部の工業地域

奥洞海
南二島４丁目４９５番１５４ほか２筆

「南二島４－１３－３」
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 (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
(㎡)

北九州若松 北九州市若松区 台形 北西　      4m 水道 「調区」
24,800 305    1:1.5 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     2.8km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 台形 南西　    4.5m 水道 「調区」
19,700 716    3:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  2 Ｗ2     4.2km 　　 　　

北九州若松 北九州市若松区 台形 南東　    9.5m 水道 「調区」
21,000 713  1.2:1   国道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  3 Ｗ2     7.8km 　　 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 南西　      4m 水道
71,500 129    1:3.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 　　 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 南西　      6m 水道
94,000 223  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     550m 準防 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 北　　      8m 水道
100,000 140    1:1.2 市道 ガス １住居

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

北九州戸畑 北九州市戸畑区 西　　      6m 水道
66,000 202    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     2.8km 　　 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 北　　      4m 水道
78,500 179    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     2.4km 　　 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 北　　      6m 水道
63,000 265    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.6km 　　 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 南西　     36m 水道
137,000 205    1:1.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ3     770m 防火 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 台形 南　　     20m 水道
111,000 296    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ5       1km 準防 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 西　　     20m 水道
121,000 234    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ2     1.7km 準防 　　

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する丘陵地の住宅地域

二島
大字小竹字北ノ空２３７３番７

住宅 周囲に農地が多く農家住
宅が散在する住宅地域

二島
大字竹並字竹ケ鼻２３３９番１

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する幹線道路沿いの住
宅地域

折尾
大字有毛字渡り瀬後１７９７番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ傾斜
地勢の既成住宅地域

戸畑
高峰１丁目１７３番

「高峰１－５－１７」

住宅 一般住宅の中にアパート
も見られる住宅地域

九州工大前
中原西３丁目７番３１

「中原西３―６―３５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する既成住宅
地域

戸畑
天神１丁目１２０番２

「天神１―４―１２」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

戸畑
福柳木２丁目１９番１０

「福柳木２－１８－７」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

戸畑
福柳木１丁目４番２

「福柳木１－４－３」

住宅 中規模一般住宅が多い丘
陵斜面の住宅地域

戸畑
西大谷１丁目８番８ほか１筆

「西大谷１―７―３０」

店舗兼住宅 各種の小売店舗、飲食店
等が多い商業地域

戸畑
新池１丁目８１番２

「新池１－６－５」

事務所兼共同
住宅

小規模の店舗、事務所ビ
ル等が建ち並ぶ商業地域

戸畑
新池２丁目５５７７番１ほか１筆

「新池２―２―４」

事務所 各種小売店舗、スーパー
等が建ち並ぶ近隣商業地
域

戸畑
夜宮２丁目６１番

「夜宮２－４―３０」
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 (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
(㎡)

北九州戸畑 北九州市戸畑区 不整形 南西　     14m 水道
101,000 196    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ4     450m 準防 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 南　　     18m 水道
117,000 141    1:3   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  5 ＲＣ3     650m 準防 　　

北九州戸畑 北九州市戸畑区 西　　     20m 水道
117,000 193    1:1.2 市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  6 ＲＣ2     1.2km 準防 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南西　      6m 水道
77,500 529  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2       3km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北　　      4m 水道
90,200 447  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     3.5km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南東　      4m 水道
89,500 182    1:1   市道 ガス １中専

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

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南東　      4m 水道
70,500 128    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     600m 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北　　      6m 水道
98,300 1376    4:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 ＲＣ4     650m 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南　　    4.5m 水道
70,200 126    1:1.5 私道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     3.8km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 東　　      4m 水道
58,500 113    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2       1km 　　 　　

背面道
北九州小倉北 北九州市小倉北区 西　　      7m 水道

88,300 1358    1:1.5 県道 ガス １中専
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  8 ＲＣ4       3km 　　 　　
背面道

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南西　      6m 水道
80,400 210    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     4.5km 　　 　　

店舗、事務所
兼共同住宅

中小規模の小売店舗等が
建ち並ぶ商業地域

戸畑
明治町１１２番１ほか２筆

「明治町１０―２」

店舗兼共同住
宅

店舗付マンション、医院
等が建ち並ぶ商業地域

九州工大前
中原西３丁目１６１番２

「中原西３－３－３５」

店舗兼住宅 店舗、マンションが混在
する近隣商業地域

九州工大前
天神１丁目２２９番

「天神１－１２－６」

住宅 一般住宅のほかにマン
ション等が混在する住宅
地域

小倉
常盤町２３番１ほか２筆

「常盤町７－８」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

小倉
足原２丁目９番１３

「足原２－７－６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

小倉
朝日ヶ丘３番２０

「朝日ヶ丘７―２３」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

南小倉
新高田１丁目１７６番

「新高田１―２１―３」

共同住宅 マンション、戸建住宅の
ほか事務所等も混在する
住宅地域

片野
片野新町１丁目８０番１

「片野新町１－１２－５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
トの混在する住宅地域

小倉
黒原３丁目１０８６番１７ほか２筆

「黒原３―２６―１７」

住宅 東西の丘陵地に囲まれた
小規模住宅の多い住宅地
域

南小倉
清水５丁目２５００番８

「清水５－２－１１」

共同住宅 中規模の一般住宅、中層
マンション等が混在する
住宅地域

小倉
寿山町４０５番１

「寿山町４―３０」

住宅 一般住宅のほか、事務所
等も混在する住宅地域

小倉
井堀３丁目１２番１３

「井堀３－１２－１２」
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 (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
(㎡)

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南西　      4m 水道
53,000 213    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     1.5km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南東　    4.5m 水道
54,700 110    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2       4km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南　　      4m 水道
49,500 188  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     950m 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 台形 東　　      6m 水道
71,200 129    1:1   市道 ガス １住居

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

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南　　      6m 水道
88,000 340    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 ＲＣ4     1.8km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南　　    7.5m 水道
71,600 380    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 15 ＬＳ2       4km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南　　      5m 水道
240,000 183    1:5   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  1 Ｓ3     340m 防火 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北東　     16m 水道
263,000 181  1.2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ5     100m 準防 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 西　　     15m 水道
502,000 100    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  3 Ｓ3 南     550m 防火 　　

側道
北九州小倉北 北九州市小倉北区 北　　      4m 水道

465,000 104    1:1.5 市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県) 5-  4 ＲＣ4     400m 防火 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 東　　     40m 水道
770,000 755    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  5 ＲＣ3 南     170m 防火 　　

側道
北九州小倉北 北九州市小倉北区 東　　     25m 水道

232,000 247    1:1.2 市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(県) 5-  6 Ｓ4     850m 防火 　　

住宅 一般住宅のほかに社宅等
が混在する住宅地域

南小倉
篠崎４丁目１５５１番２７

「篠崎４―７―３１」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地斜面の住宅地域

小倉
都１丁目１０１３番１８

「都１－１５－１８」

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

モノレール城野
今町２丁目３９０番１２

「今町２－４－１９」

住宅 一般住宅、アパート等の
中に駐車場等も見られる
住宅地域

九州工大前
中井１丁目２４番７

「中井１－２４－２３」

事務所兼共同
住宅

中規模住宅、マンション
等が建ち並ぶ区画整然と
した住宅地域

南小倉
金鶏町９１番２

「金鶏町６―１０」

住宅 中規模一般住宅が多い丘
陵地の閑静な住宅地域

小倉
黒原２丁目３６番７７ほか１筆

「黒原２―３７―２０」

店舗 店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

小倉
京町３丁目３０番１ほか１筆

「京町３－１１－２１」

店舗兼事務所 事務所ビル、駐車場等が
見られる既成の商業地域

西小倉
室町２丁目２４２番１

「室町２－１１－１９」

店舗 店舗、事務所等が建ち並
ぶ商業地域

小倉
魚町２丁目２５９番３

「魚町２－１－１５」

店舗兼事務所 小規模小売店舗、飲食店
舗が建ち並ぶ古くからの
商業地域

小倉
魚町２丁目７５番

「魚町２―３―４」

銀行 銀行、事務所、百貨店等
が建ち並ぶ商業地域

小倉
魚町１丁目９０番２ほか３筆

「魚町１－６－１６」

店舗 低層店舗、中高層事務所
ビルが建ち並ぶ商業地域

小倉
紺屋町１７７番１

「紺屋町９―１０」
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 (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
(㎡)

北九州小倉北 北九州市小倉北区 台形 南西　     18m 水道
118,000 115    1:1.5 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  7 ＬＳ3     1.5km 準防 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北　　     30m 水道
387,000 991    1:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  8 ＲＣ9F2B     650m 防火 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南東　     16m 水道
151,000 3496    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  9 ＳＲＣ14 南西       2km 準防 　　

側道
北九州小倉北 北九州市小倉北区 北　　    6.7m 水道

141,000 114    1:4   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5- 10 ＲＣ3     800m 準防 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北西　     25m 水道
188,000 297    1:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 11 ＲＣ7     2.2km 防火 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北　　     25m 水道
198,000 556    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 12 ＳＲＣ11     200m 防火 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 西　　     40m 水道
173,000 421    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 13 ＲＣ7     100m 防火 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北東　    5.5m 水道
100,000 1322    1:2.5 道路 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 14 ＳＲＣ11     1.6km 準防 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 台形 南東　     15m 水道
95,700 256    1:2   国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     2.5km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 北　　     13m 水道
41,300 1442    1:1.2 市道 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2       3km 　　 　　

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南東　     11m 水道
42,700 3587    1:2.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  2 ＳＲＣ2     1.8km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 北　　      6m 水道
76,600 269    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ3     750m 　　 　　

店舗兼住宅 中小規模の各種近隣型の
店舗が建ち並ぶ既成の商
業地域

九州工大前
中井１丁目２６番３

「中井１－２６－４」

店舗兼事務所 銀行、オフィス、飲食店
ビルが建ち並ぶ商業地域

小倉
紺屋町７９番ほか２筆

「紺屋町４―６」

店舗、事務所
兼共同住宅

店舗、事務所、マンショ
ン等が見られる商業地域

小倉
大手町１３番４

「大手町１４―５」

店舗兼事務所 飲食関連の中層ビルが多
い商業地域

小倉
古船場町９９番３ほか１筆

「古船場町６―４」

事務所兼共同
住宅

マンション、事務所、店
舗等が混在する商業地域

小倉
田町３０１番５

「田町１５―２７」

店舗兼共同住
宅

各種小売店舗、中高層の
店舗兼共同住宅が建ち並
ぶ商業地域

香春口三萩野
黄金１丁目１３２番２ほか２筆

「黄金１―２―７」

店舗兼共同住
宅

店舗、中高層ビル、営業
所等が建ち並ぶ商業地域

片野
片野３丁目１０７番

「片野３―１４―１１」

共同住宅 マンションも多い幹線に
囲まれた商業地域

小倉
江南町１０６３番７

「江南町８―６」

工場兼事務所 店舗、営業所、事務所、
住宅等の混在する地域

小倉
高浜２丁目７６番１

「高浜２―３―３３」

工場 中小工場、倉庫の多い臨
海工業団地

小倉
赤坂海岸４７番

「赤坂海岸４－７」

事務所 工場、倉庫、事務所等が
混在する工業地域

小倉
東港２丁目４番１９ほか１筆

「東港２―５―３」

住宅 中規模一般住宅のほか、
空地も見られる住宅地域

守恒
徳力新町１丁目２０番１１７

「徳力新町１－２０－２８」
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 (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
(㎡)

北九州小倉南 北九州市小倉南区 台形 北西　    4.5m 水道
53,300 137  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     750m 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南　　      5m 水道
50,800 386    1:1   私道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     1.5km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南西　      5m 水道
80,500 210  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     800m 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南東　      5m 水道
55,700 247    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 ＬＳ2     450m 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南東　      6m 水道
82,000 175    1:1.2 市道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     1.4km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 北東　    4.5m 水道
52,100 240    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     1.4km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南　　      6m 水道
56,400 164    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2 西     2.2km 　　 　　

側道
北九州小倉南 北九州市小倉南区 北東　      6m 水道

48,000 260  1.2:1   市道 ガス １中専
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  9 Ｗ1       3km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南　　      6m 水道
54,000 173    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     1.5km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 北東　    5.7m 水道
54,000 211    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     550m 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 北東　      6m 水道
56,300 168    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 12 Ｗ2     2.2km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南西　      6m 水道
59,800 195    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     1.5km 　　 　　

住宅 小規模の一般住宅のほか
低層の公営住宅も見られ
る住宅地域

石田
石田町１５４８番４ほか１筆

「石田町１１―２」

住宅 中規模一般住宅のほか、
農地も見られる住宅地域

守恒
蒲生４丁目１３１１番１

「蒲生４－４－３２」

住宅 区画整然とした中規模一
般住宅地域

企救丘
企救丘１丁目１３９番３４

「企救丘１―５―１９」

住宅 一般住宅、アパートが混
在する閑静な住宅地域

モノレール志井
志井２丁目１７番４０

「志井２－８－８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

守恒
星和台２丁目４７７番７６８

「星和台２―８―２３」

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

石田
横代北町４丁目１１７９番１３

「横代北町４－１５－６」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

下曽根
沼本町１丁目２５２番１１

「沼本町１－６－３２」

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

下曽根
中吉田４丁目１３９４番１９

「中吉田４－３－５」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

下曽根
中曽根４丁目１０２２番１６

「中曽根４－２１－１１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

朽網
朽網西４丁目３７８０番５

「朽網西４－１２－６」

住宅 中小規模一般住宅が多い
閑静な住宅地域

下曽根
上貫２丁目１３５１番５ほか１筆

「上貫２―８―２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

安部山公園
葛原４丁目４３８番３ほか１筆

「葛原４－８－１７」
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 (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
(㎡)

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南　　      6m 水道
52,000 144    1:1   市道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 14 Ｗ2       1km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南　　      6m 水道
73,700 194    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 ＬＳ2       1km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南西　   11.5m 水道
101,000 224    1:2   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     100m 準防 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南東　     14m 水道
147,000 495    1:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ3     250m 準防 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 北東　      9m 水道
69,000 343    1:1.2 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 ＲＣ2     870m 準防 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 台形 北東　     29m 水道
94,100 1202    1:1.2 国道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     550m 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南東　      6m 水道 「調区」
50,000 222    1:1   市道 ガス

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  1 Ｗ2       4km 　　 　　

北九州小倉南 北九州市小倉南区 西　　      4m 水道 「調区」
26,500 357    1:1   私道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  2 Ｗ2     900m 　　 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 北東　      6m 水道
53,500 219    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     5.2km 　　 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 南東　    3.5m 水道
34,500 138  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.1km 　　 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 東　　      7m 水道
60,500 235  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     2.3km 　　 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 南西　    5.6m 水道
58,000 110    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.1km 　　 　　

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

朽網
朽網西２丁目１４番１５

「朽網西２－１９－２１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

城野
若園２丁目９９番１１

「若園２－８－２５」

店舗兼住宅 小規模店舗、事務所等が
建ち並ぶ駅北口の商業地
域

下曽根
下曽根１丁目２４３０番６

「下曽根１－９－６」

店舗兼共同住
宅

大型小売店、中層店舗ビ
ル等が建ち並ぶ商業地域

守恒
守恒本町２丁目２番１０８

「守恒本町２－２－１１」

店舗兼住宅 県道沿いに各種店舗・営
業所等が建ち並ぶ近隣商
業地域

安部山公園
横代北町２丁目８８１番３ほか２筆

「横代北町２－７－１８」

店舗 小売店舗、自動車関連店
舗が建ち並ぶ路線商業地
域

安部山公園
湯川１丁目４６９番１ほか２筆

「湯川１―６―５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の分譲住宅地域

下曽根
貫弥生が丘２丁目２３１３番２４ほか
１筆
「貫弥生が丘２―１０―１５」

住宅 一般住宅も多い農家住宅
地域

石原町
大字木下字西ノ谷６３３番５ほか１筆

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静
な住宅地域

八幡
槻田１丁目５９３番３９

「槻田１－９－３」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の既成住宅地域

枝光
大宮町１２７７番１２

「大宮町１７―２」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ閑静な既成住宅地域

八幡
西丸山町７９６番２６

「西丸山町１０－１３」

居宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域

スペースワールド
山王２丁目９５５番１１

「山王２－１４－３４」

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

��



 (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

北九州八幡東 北九州市八幡東区 南　　      3m 水道
63,200 207    1:1.2 私道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     4.2km 　　 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 南　　      6m 水道
75,200 106  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｂ3     1.4km 　　 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 南東　      6m 水道
80,500 199    1:1.2 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     4.7km 準防 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 西　　     11m 水道
84,500 863    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 ＲＣ5F1B       5km 　　 　　

背面道
北九州八幡東 北九州市八幡東区 台形 北西　     19m 水道

117,000 226    1:1   県道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  1 ＲＣ5 北東       4km 準防 　　
側道

北九州八幡東 北九州市八幡東区 西　　    7.6m 水道
95,000 51    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  2 Ｗ2     1.6km 防火 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 北西　     30m 水道
101,000 186  2.5:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 ＲＣ3     1.2km 準防 　　

北九州八幡東 北九州市八幡東区 西　　    7.8m 水道
85,000 88    1:3.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 Ｓ4     2.6km 準防 　　

背面道
北九州八幡東 北九州市八幡東区 不整形 北東　   11.5m 「調区」

27,800 345  1.5:1   県道
　 下水 (  70, 200)

(県)10-  1 Ｗ2       6km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北東　      6m 水道
53,200 235    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.8km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南東　      6m 水道
56,800 223    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2       3km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南西　      5m 水道
53,800 237    1:1.5 市道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     1.2km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

折尾
日吉台２丁目１２７９番４９

「日吉台２―８―７」

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

折尾
光貞台２丁目１６番２

「光貞台２－１６－２」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

三ケ森
中の原２丁目２２２０番３０

「中の原２―１０―３」

住宅 中規模一般住宅、観光施
設が混在する湖畔の住宅
地域

枝光
河内１丁目２６１０番１７

「河内１－１－５」

店舗兼住宅 小規模な小売店舗が建ち
並ぶ近隣商業地域

八幡
大蔵２丁目６８０番４１ほか１筆

「大蔵２－３－２４」

店舗兼住宅 沿道商業施設の連たんす
る国道沿いの商業地域

八幡
前田３丁目３０番１０ほか２筆

「前田３－１０－２２」

店舗 小売店舗、専門店が建ち
並ぶアーケード施設のあ
る商業地域

八幡
中央２丁目１４番８

「中央２―１９―４」

事務所兼住宅 小売店舗、事務所等が混
在する既成商業地域

八幡
荒生田３丁目１４８８番１・１４８８
番２合併２ほか１筆
「荒生田３－１－５」

共同住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

八幡
槻田２丁目９番２ほか１筆

「槻田２―１２―３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

八幡
石坪町９番９

「石坪町５―２４」

住宅 一般住宅にアパートも見
られる既成住宅地域

八幡
祇園原町３３８番７ほか１筆

「祇園原町１１－８」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした既成住宅地
域

八幡
東山２丁目１１１６番１２

「東山２―４―１９」
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 (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
(㎡)

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北　　     10m 水道
81,000 353  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ1     1.3km 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 台形 南西　      8m 水道
83,500 227    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｓ3     700m 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南　　      6m 水道
67,600 328    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     3.4km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北東　      6m 水道
76,300 264    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     2.2km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南　　      6m 水道
42,000 247  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  8 Ｗ2     3.6km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北西　      6m 水道
58,500 270    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     1.6km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 西　　      8m 水道
35,500 263    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     3.1km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南西　      8m 水道
52,300 228    1:1   市道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 11 Ｗ2       3km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北　　    4.5m 水道
35,800 190    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     500m 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北西　    4.5m 水道
53,300 225  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 13 Ｗ1     500m 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北　　      6m 水道
58,500 309    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     500m 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南　　      5m 水道
44,000 250    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 15 Ｗ2     2.8km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

黒崎
山寺町１０番７

「山寺町９－２０」

住宅 一般住宅のほか共同住宅
も多い利便な住宅地域

黒崎
岡田町８番４

「岡田町３－２５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

黒崎
引野１丁目１２番７

「引野１―１２―１１」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

黒崎
青山３丁目１０番３

「青山３―１０―２」

住宅 中規模の一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした新興
住宅地域

木屋瀬
星ケ丘３丁目１７番１１８

「星ケ丘３－１７－１８」

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

折尾
浅川台１丁目８４９番２２

「浅川台１－１４－２６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした郊外の
住宅地域

楠橋
馬場山東１丁目３３番６８

「馬場山東１－９－２５」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

折尾
泉ケ浦３丁目２７０１番４５９

「泉ケ浦３－１０－３」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした既存
住宅地域

木屋瀬
木屋瀬２丁目２８３番１３

「木屋瀬２―１８―１４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地の住宅地域

今池
若葉３丁目５０８番４８６

「若葉３－１３－２７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

永犬丸
里中２丁目３５３番１３０

「里中２―８―１６」

住宅 中規模一般住宅が多い山
手の住宅地域

黒崎
大畑町１６３９番２

「大畑町９―２３」
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 (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
(㎡)

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北西　      6m 水道
36,100 257    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｗ1     1.3km 　　 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北　　     18m 水道
169,000 338    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ3     530m 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 西　　      8m 水道
130,000 227    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  2 Ｓ3     350m 防火 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北　　     25m 水道
265,000 831    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  3 ＳＲＣ9     200m 防火 　　

背面道
北九州八幡西 北九州市八幡西区 西　　     20m 水道

108,000 182    1:2   市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  4 Ｗ2     100m 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 台形 東　　     13m 水道
89,000 165    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  5 Ｓ3     2.3km 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 西　　     22m 水道
103,000 311    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  6 ＲＣ4     1.5km 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北西　     25m 水道
112,000 370    1:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  7 Ｓ2     1.3km 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北西　     27m 水道
98,500 771  1.5:1   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  8 ＲＣ3     250m 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南西　      8m 水道
82,100 209    1:3   県道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  9 Ｗ2      90m 準防 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北　　     25m 水道
202,000 330    1:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5- 10 ＳＲＣ7     150m 防火 　　

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南西　      4m 水道
43,000 1334  1.2:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.7km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした郊外の
住宅地域

楠橋
茶屋の原４丁目１４０３番５７

「茶屋の原４―１０―３」

診療所兼住宅 中層の事務所ビル、医
院、店舗等が建ち並ぶ商
業地域

黒崎
西神原町７番１２

「西神原町２―２９」

店舗兼事務所 中層の雑居ビルのほかに
駐車場等が見られる商業
地域

黒崎
黒崎４丁目２３番１２

「黒崎４―１―１８」

事務所 中高層の店舗、事務所ビ
ルが建ち並ぶ駅前商業地
域

黒崎
黒崎１丁目２番７ほか４筆

「黒崎１－４－２３」

診療所 店舗、飲食店のほかマン
ションも見られる商業地
域

穴生
穴生１丁目９番１３ほか１筆

「穴生１－９－１６」

医院 小売店舗、医院等が集ま
る国道沿いの商業地域

三ヶ森
町上津役西１丁目１４８８番５

「町上津役西１－３－１０」

店舗兼共同住
宅

中低層の店舗、事務所ビ
ルが建ち並ぶ路線商業地
域

本城
千代ヶ崎３丁目１番１０

「千代ヶ崎３―１―１３」

店舗 自動車関連店舗に飲食店
も見られる路線商業地域

黒崎
青山１丁目３番１１ほか１筆

「青山１－３―２３」

店舗兼共同住
宅

各種の沿道サービス店舗
等が建ち並ぶ商業地域

永犬丸
里中１丁目１０番

「里中１―６―１４」

診療所 小売店舗、スーパー等が
建ち並ぶ近隣商業地域

三ヶ森
三ケ森３丁目１９番

「三ケ森３－１３－９」

店舗兼共同住
宅

中高層ビル、店舗等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

黒崎
黒崎３丁目３７番８

「黒崎３－８－２２」

工場兼事務所 中小規模の工場、倉庫が
多い国道背後の工業地域

折尾
則松５丁目１８９８番ほか１筆

「則松５－１０－３８」
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 (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

北九州八幡西 北九州市八幡西区 台形 北　　      8m 水道
63,000 677  1.5:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ3 西     350m 準防 　　

側道
北九州八幡西 北九州市八幡西区 西　　     10m 水道

34,100 2338    1:1   市道 工専
　 下水 (  60, 200)

(県) 9-  1 南     2.2km 　　 　　
側道

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南東　     18m 水道
31,500 13512    1:1.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  2 Ｓ2 南西     1.2km 　　 　　

側道
北九州八幡西 北九州市八幡西区 南西　    6.5m 水道 「調区」

34,800 673    1:1   県道
　 下水 (  70, 200)

(県)10-  1 Ｗ1 北西     2.4km 　　 　　
側道

福岡東 福岡市東区 南西　      5m 水道
65,200 202    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 　　 　　

福岡東 福岡市東区 台形 北東　      4m 水道
67,000 265    1:1.2 市道 １中専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     1.4km 高度

福岡東 福岡市東区 南　　    4.7m 水道
36,500 165    1:2   市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ2     2.3km

福岡東 福岡市東区 東　　    4.8m 水道
67,600 228    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  4 Ｗ2       2km 　　 　　

福岡東 福岡市東区 南西　      6m 水道
75,300 330    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.5km 高度

福岡東 福岡市東区 南西　      4m 水道
66,300 264    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.8km 高度

福岡東 福岡市東区 北西　    4.7m 水道
88,000 288    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 LS2     700m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 南東　      6m 水道
77,300 223  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  8 Ｗ2     1.1km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

土井
青葉６丁目９１４番５１

「青葉６―６―１７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

千早
水谷３丁目２２２番７１

「水谷３－２１－７」

住宅 農家住宅、中規模一般住
宅が混在する住宅地域

土井
多々良１丁目７７７番

「多々良１－２１－２３」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

土井
若宮２丁目１１番３

「若宮２－４１－３」

住宅 整然と区画された中規模
一般住宅が建ち並ぶ住宅
地域

福工大前
高美台２丁目３５１番

「高美台２－２０－３」

住宅 一般住宅の中に空地等が
やや見られる住宅地域

西戸崎
大岳３丁目３９１番１２５

「大岳３－１３－３」

住宅 一般住宅のほかに共同住
宅等が見られる住宅地域

九産大前
下原１丁目６９８番３

「下原１―１５―７６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

福工大前
美和台６丁目１２０番

「美和台６―４―５」

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
か農地も見られる住宅地
域

本城
大字本城字西枕崎３３８０番１ほか１
筆

工場兼事務所 中小工場、営業所兼倉
庫、工場等が混在する工
業地域

陣原
洞北町１番８５

「洞北町３－１」

工場 中小規模工場、倉庫等が
建ち並ぶ工業地域

黒崎
築地町２２番２

「築地町１２―１３」

住宅、工場兼
事務所

事務所、倉庫、工場等の
ほかに住宅も混在する地
域

陣原
陣原２丁目１０番５

「陣原２―１０―１５」
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 (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
(㎡)

福岡東 福岡市東区 南　　      5m 水道
65,500 191    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  9 Ｗ2     1.1km 　　 　　

福岡東 福岡市東区 東　　    4.8m 水道
88,000 261    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 10 Ｗ2       1km 　　 　　

福岡東 福岡市東区 南　　    6.5m 水道
83,000 303  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     980m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 北西　    4.5m 水道
115,000 337    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     120m 準防 高度

福岡東 福岡市東区 南東　    5.3m 水道
73,500 254    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 13 Ｗ2     900m 　　 高度

福岡東 福岡市東区 台形 西　　    4.5m 水道
98,500 350    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     850m 　　 高度

福岡東 福岡市東区 東　　    4.5m 水道
72,500 162    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 15 Ｗ2     580m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 南　　      6m 水道
83,600 162    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 16 Ｗ2     500m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 台形 南西　      7m 水道
91,000 376    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 ＲＣ5     270m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 南　　    4.2m 水道
66,500 331    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  60)
(県)  - 18 Ｗ1     330m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 北東　      5m 水道
87,000 198    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  60)
(県)  - 19 Ｗ2     450m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 北西　    6.8m 水道
182,000 198    1:3   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ9     300m 準防 　　

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

三苫
三苫３丁目１８７３番８０

「三苫３―２３―５」

住宅 中規模一般住宅のほか共
同住宅等が混在する住宅
地域

名島
千早１丁目２７５２番２２７

「千早１―５―２２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

千早
舞松原３丁目１５５番１１１

「舞松原３－１７－２７」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

箱崎九大前
箱崎３丁目３５３１番１２

「箱崎３－３２－１０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

香椎
香椎駅東１丁目５７１番７

「香椎駅東１―３４―２５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する既成住宅
地域

九産大前
香椎駅前３丁目６７３番１１７

「香椎駅前３－１９－３」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する既成住宅
地域

九産大前
唐原７丁目１６番４

「唐原７―３―２９」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

名島
名島４丁目２５８９番９１

「名島４―４３―２２」

共同住宅 中規模一般住宅のほかマ
ンションの立地が見られ
る住宅地域

九産大前
香住ヶ丘２丁目２３番１２

「香住ヶ丘２―１４―１１」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

三苫
美和台３丁目８３番

「美和台３―１３―５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

香椎神宮
香椎台１丁目１７５４番５５

「香椎台１―７―３」

店舗兼共同住
宅

小売店舗が建ち並ぶ古く
からの商業地域

箱崎
箱崎１丁目２４７１番１

「箱崎１―２８―１７」
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 (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
(㎡)

福岡東 福岡市東区 南西　      9m 水道
125,000 260    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 ＲＣ4     950m 準防 高度

福岡東 福岡市東区 不整形 北東　     10m 水道
104,000 397    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｓ2     250m 準防 　　

福岡東 福岡市東区 台形 西　　     12m 水道
100,000 134    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 ＲＣ3      80m 準防 　　

福岡東 福岡市東区 台形 南東　     18m 水道
44,500 329    1:2.5 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  5 Ｗ1     450m 準防 高度

福岡東 福岡市東区 西　　     27m 水道
253,000 283    1:2.5 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  6 ＲＣ3F1B     450m 準防 　　

福岡東 福岡市東区 台形 南西　      7m 水道
90,000 651    1:1.5 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     900m 　　 　　

福岡東 福岡市東区 南　　      9m 水道
61,000 729  1.5:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 300)
(県) 7-  2 Ｓ2     2.9km

背面道
福岡東 福岡市東区 南　　     20m 水道

77,000 1653    1:1.2 市道 ガス 準工
　 下水 (  60, 300)

(県) 7-  3 ＲＣ3     2.6km 　　 　　
背面道

福岡東 福岡市東区 台形 北東　    3.6m 水道 「調区」
29,000 257    1:1.5 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     5.2km 　　 　　

福岡博多 福岡市博多区 南東　      7m 水道
116,000 105    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｓ3     700m 準防 　　

福岡博多 福岡市博多区 北西　    4.5m 水道
119,000 194    1:1   市道 ガス １住居

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

福岡博多 福岡市博多区 北西　    7.8m 水道
136,000 1112    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＲＣ5     300m 　　 高度

三方路

診療所兼共同
住宅

低層店舗等が建ち並ぶ近
隣商業地域

千早
舞松原２丁目５７８番１７

「舞松原２－１１－８」

店舗 低層店舗等が建ち並ぶ近
隣商業地域

名島
名島２丁目２１６６番１６ほか１筆

「名島２―３５―２１」

店舗兼共同住
宅

小売店舗等が建ち並ぶ駅
に近い近隣商業地域

香椎花園前
香住ヶ丘６丁目４番６

「香住ヶ丘６－３－７」

店舗兼住宅 店舗併用住宅のほかに一
般住宅が混在する近隣商
業地域

西戸崎
西戸崎３丁目９２番１７７

「西戸崎３－２－３」

銀行 中高層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ商業地域

香椎
香椎駅前２丁目７３３番８６

「香椎駅前２―９―６」

工場兼事務所 小規模工場、倉庫、マン
ションが混在する幹線道
路に近い工場地域

箱崎
原田１丁目１１９２番３

「原田１－３０－５１」

倉庫兼事務所 事務所、倉庫等が建ち並
ぶ流通業務地域

箱崎
多の津２丁目７番２２

「多の津２－６－２」

倉庫兼事務所 事務所ビル、倉庫等が建
ち並ぶ流通業務地域

箱崎
多の津１丁目１番５３

「多の津１－７－２」

住宅 中小規模の漁家住宅等が
多い既成住宅地域

西戸崎
大字志賀島字小路６９１番

住宅 一般住宅のほか、アパー
ト等が混在する住宅地域

千代県庁口
千代４丁目３３１番

「千代４―２１―２７」

住宅 中小規模の一般住宅、共
同住宅等が混在する住宅
地域

博多
堅粕４丁目３９１番１ほか２筆

「堅粕４－１７－３」

共同住宅 一般住宅、中層共同住宅
が混在する既成住宅地域

雑餉隈
麦野６丁目１０番１ほか１筆

「麦野６－１０－１３」

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

��



 (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
(㎡)

福岡博多 福岡市博多区 北　　    3.8m 水道
103,000 181    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     900m 　　 　　

福岡博多 福岡市博多区 西　　      5m 水道
67,000 149    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     4.2km 　　 　　

福岡博多 福岡市博多区 南西　    5.8m 水道
115,000 422  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     750m 　　 　　

福岡博多 福岡市博多区 西　　     30m 水道
1,700,000 719    1:3.5 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 ＳＲＣ9     100m 防火 　　

背面道
福岡博多 福岡市博多区 不整形 南西　     20m 水道

274,000 1112    1:2.7 国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 ＲＣ3     800m 準防 　　
背面道

福岡博多 福岡市博多区 北西　     36m 水道
312,000 252    1:1.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  3 ＲＣ5       1km 準防 　　

福岡博多 福岡市博多区 北東　     25m 水道
362,000 511    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  4 ＲＣ9     1.2km 準防 　　

福岡博多 福岡市博多区 西　　     10m 水道
595,000 889  1.2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  5 ＲＣ4 南     600m 防火 　　

側道
福岡博多 福岡市博多区 台形 北東　     12m 水道

1,000,000 222    2:1   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(県) 5-  6 ＲＣ5 南東     250m 防火 　　
側道

福岡博多 福岡市博多区 南東　     25m 水道
440,000 407    1:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  7 ＲＣ6 北東     150m 防火 　　

側道
福岡博多 福岡市博多区 北西　     50m 水道

450,000 788    1:1   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(県) 5-  8 ＳＲＣ8F1B 北東     300m 防火 　　
側道

福岡博多 福岡市博多区 北西　     36m 水道
1,120,000 1483  1.5:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  9 ＳＲＣ8F2B     500m 防火 　　

背面道

住宅 一般住宅とアパート等が
混在する住宅地域

竹下
那珂１丁目１１８番

「那珂１―８―２５」

住宅 中小規模の一般住宅が多
い郊外の住宅地域

福岡空港
金の隈１丁目９９３番２６

「金の隈１－６－３」

住宅 中規模一般住宅の中にア
パート、マンション等が
混在する住宅地域

春日原
西春町３丁目５３番２

「西春町３―３―３３」

店舗兼事務所 中高層事務所、ホテル等
が建ち並ぶ駅前商業地域

博多
博多駅東１丁目２４５番ほか５筆

「博多駅東１―１２―６」

事務所兼倉庫 中層事務所、営業所、中
高層共同住宅等が建ち並
ぶ路線商業地域

博多
東光２丁目１７５番ほか５筆

「東光２―１６―２６」

事務所兼共同
住宅

中低層の事務所兼共同住
宅、店舗等が多い商業地
域

中洲川端
神屋町２２９番１ほか１筆

「神屋町１０―１９」

店舗、事務所
兼共同住宅

中高層事務所ビル、営業
所、店舗が混在する商業
地域

博多
博多駅南３丁目２０番

「博多駅南３－２－６」

事務所 中層の店舗兼事務所が多
い商業地域

博多
博多駅前３丁目５５２番

「博多駅前３－２１－１２」

店舗兼共同住
宅

飲食店ビル等が建ち並ぶ
歓楽街の商業地域

中洲川端
中洲４丁目３３番１ほか３筆

「中洲４－２－１８」

事務所兼倉庫 中層の事務所ビル、店舗
等が建ち並ぶ商業地域

呉服町
中呉服町１１５番１ほか３筆

「中呉服町４―２６」

店舗、事務所
兼共同住宅

中高層の事務所ビル等が
建ち並ぶ商業地域

呉服町
綱場町１６３番２ほか４筆

「綱場町９―２８」

校舎 中高層の事務所ビル、ホ
テル等が建ち並ぶ商業地
域

博多
博多駅前４丁目１５６番ほか３筆

「博多駅前４－２－２５」
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 (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

福岡博多 福岡市博多区 北東　     50m 水道
860,000 1069  1.5:1   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5- 10 ＳＲＣ8F1B 北西     180m 防火 　　

側道
福岡博多 福岡市博多区 北西　     25m 水道

275,000 381    1:1   県道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県) 5- 11 ＲＣ10     1.8km 準防 　　

福岡博多 福岡市博多区 北東　    5.5m 水道
225,000 276    1:3   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 12 ＲＣ6     1.6km 準防 　　

福岡博多 福岡市博多区 北東　      8m 水道
350,000 807    1:1   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 13 ＲＣ7 南東     700m 準防 　　

側道
福岡博多 福岡市博多区 北西　      6m 水道

102,000 429    1:1.2 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1     900m 　　 　　

福岡博多 福岡市博多区 北西　     40m 水道
163,000 958    1:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ1     1.6km 　　 　　

福岡博多 福岡市博多区 南東　   15.5m 水道
132,000 1242  1.5:1   県道 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     1.5km 　　 　　

福岡中央 福岡市中央区 東　　    4.5m 水道
109,000 231    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  1 Ｗ2     2.4km 　　 　　

福岡中央 福岡市中央区 台形 東　　    6.5m 水道
224,000 282    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     350m 準防 　　

福岡中央 福岡市中央区 南　　      7m 水道
209,000 330    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＲＣ3     500m 　　 　　

福岡中央 福岡市中央区 南西　    6.2m 水道
92,000 237    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ2       1km 　　 　　

福岡中央 福岡市中央区 南　　    4.3m 水道
180,000 138  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     400m 準防 　　

住宅 一般住宅の中にマンショ
ン等が混在する住宅地域

桜坂
桜坂２丁目１９２番

「桜坂２－８－２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

六本松
輝国２丁目２７９番６

「輝国２－２４－１６－１」

共同住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

六本松
六本松４丁目６１番

「六本松４―５―１８」

住宅 一般住宅、アパート、マ
ンションが混在する住宅
地域

唐人町
唐人町２丁目４２番

「唐人町２－３－５７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の閑静な住宅地域

西鉄平尾
小笹１丁目２０区１２９番１２

「小笹１―２０―２４」

工場兼事務所 小規模の工場、事務所、
自動車関連店舗等が混在
する地域

東比恵
半道橋２丁目１８７番ほか３筆

「半道橋２－７－４５」

事務所兼倉庫 低層店舗、営業所等が建
ち並ぶ路線商業地域

博多
豊２丁目１２８番２ほか１筆

「豊２－３－５」

工場 営業所、事業所、一般住
宅等が混在する地域

東比恵
上牟田３丁目９４番２

「上牟田３―９―７」

事務所兼共同
住宅

中高層事務所ビル等が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

博多
博多駅東３丁目３１番

「博多駅東３―３―１６」

店舗兼共同住
宅

低層店舗を主とし、中高
層店舗兼共同住宅が混在
する既成商業地域

博多
美野島１丁目６１０番５ほか４筆

「美野島１－１７－８」

事務所、共同
住宅兼車庫

中高層の事務所兼共同住
宅、一般住宅等が混在す
る商業地域

博多
美野島３丁目２２５番

「美野島３―２２―４０」

事務所 中高層事務所ビルが建ち
並ぶ商業地域

祇園
冷泉町２０１番３ほか３筆

「冷泉町５―３２」
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 (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

福岡中央 福岡市中央区 東　　    5.9m 水道
185,000 175  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  6 ＲＣ2F1B     980m 　　 　　

福岡中央 福岡市中央区 南西　     50m 水道
1,460,000 630    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 ＳＲＣ9 南東 近接 防火 　　

側道
福岡中央 福岡市中央区 北東　     50m 水道

2,100,000 613    1:1.2 県道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(県) 5-  2 ＲＣ7F1B     100m 防火 　　
三方路

福岡中央 福岡市中央区 南西　     15m 水道
2,950,000 261    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  3 ＳＲＣ7     300m 防火 　　

福岡中央 福岡市中央区 南　　     50m 水道
1,610,000 3789    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  4 ＳＲＣ8F2B     200m 防火 　　

三方路
福岡中央 福岡市中央区 東　　     30m 水道

100,000 1237    1:1.2 道路 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  5 ＲＣ8 南       2km 準防 　　
側道

福岡中央 福岡市中央区 台形 北西　     25m 水道
435,000 866    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  6 ＳＲＣ8     500m 防火 　　

福岡中央 福岡市中央区 南西　     15m 水道
620,000 340  1.2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  7 ＲＣ7F1B     520m 準防 　　

福岡中央 福岡市中央区 北西　      7m 水道
240,000 211    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 Ｓ6     800m 準防 　　

福岡中央 福岡市中央区 東　　     19m 水道
325,000 231    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  9 ＲＣ7 北     350m 準防 　　

側道
福岡中央 福岡市中央区 南東　     23m 水道

640,000 250    1:1.2 市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5- 10 ＲＣ7 北東      50m 準防 　　
側道

福岡中央 福岡市中央区 台形 北　　     20m 水道
545,000 281  1.2:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 11 ＲＣ4     800m 準防 　　

事務所 中層の事務所、店舗併用
住宅が建ち並ぶ商業地域

赤坂
赤坂３丁目２１６番ほか２筆

「赤坂３－９－２４」

店舗、事務所
兼住宅

中層事務所ビル、店舗併
用住宅、営業所等が建ち
並ぶ商業地域

薬院大通
薬院２丁目６４番１ほか１筆

「薬院２―３―１」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗付マンショ
ン等が建ち並ぶ近隣商業
地域

六本松
草香江２丁目６区１５６番

「草香江２―６―１４」

店舗兼共同住
宅

中層の店舗付共同住宅が
多い近隣型の商業地域

西鉄平尾
高砂２丁目６号２１番ほか３筆

「高砂２－６－２３」

店舗兼共同住
宅

中高層の飲食店ビル等が
建ち並ぶ商業地域

天神
天神３丁目１４２番

「天神３－６－１８」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗併用共同住
宅、事務所ビルが多い商
業地域

赤坂
舞鶴３丁目１０８番３ほか１筆

「舞鶴３―６―１７」

事務所兼倉庫 事務所兼倉庫が多い流通
業務地域

天神
那の津５丁目１番１０

「那の津５－３－１」

店舗 中高層の百貨店、事務所
が建ち並ぶ高度商業地域

天神
天神４丁目４１番ほか１筆

「天神４―３―８ほか」

店舗兼事務所 中層の飲食店、ブティッ
クビルが多い商業地域

西鉄福岡（天神）
天神２丁目８１番

「天神２―５―１７」

事務所 中高層の事務所、店舗等
が建ち並ぶ商業地域

西鉄福岡（天神）
渡辺通４丁目１６番

「渡辺通４－９－１８」

事務所 中高層の事務所、ホテル
等が建ち並ぶ商業地域

渡辺通
渡辺通１丁目１２号３番１

「渡辺通１―１２―９」

住宅 中小規模の一般住宅、マ
ンション等が多い丘陵地
の住宅地域

西鉄平尾
平尾５丁目１４０番

「平尾５―１１―１」
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 (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
(㎡)

福岡中央 福岡市中央区 北　　     20m 水道
416,000 149    1:2.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 12 Ｓ5     130m 準防 　　

福岡中央 福岡市中央区 北　　     20m 水道
1,700,000 642    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(県) 5- 13 ＳＲＣ7F1B 西     250m 防火 　　

側道
福岡中央 福岡市中央区 南東　      9m 水道

420,000 310    1:1   市道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5- 14 ＲＣ11     900m 準防 　　

福岡中央 福岡市中央区 南　　     25m 水道
3,350,000 430    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(県) 5- 15 ＳＲＣ9F1B      50m 防火 　　

福岡南 福岡市南区 東　　      6m 水道
150,000 204    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     950m 　　 　　

福岡南 福岡市南区 西　　      4m 水道
121,000 198    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     350m 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南　　    3.8m 水道
59,700 182    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ2     4.5km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南　　    5.9m 水道
172,000 277    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ2     800m 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南　　      4m 水道
94,200 331    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     2.1km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南　　      6m 水道
127,000 256    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     3.6km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南西　      6m 水道
116,000 264    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  7 Ｗ2     1.7km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南西　    4.2m 水道
80,500 155    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     3.2km 　　 　　

店舗兼事務所 中層の店舗兼事務所、銀
行等が建ち並ぶ商業地域

六本松
六本松４丁目２３４番

「六本松４－９－３８」

店舗兼事務所 中高層の事務所、店舗ビ
ル等が建ち並ぶ商業地域

赤坂
大名２丁目１７７番

「大名２―６―３６」

共同住宅 事務所ビル、マンション
等が混在する商業地域

天神
舞鶴１丁目１１５番

「舞鶴１―５―１０」

店舗兼事務所 高層の事務所ビル、銀行
が建ち並ぶ高度商業地域

天神
天神１丁目１２２番ほか２筆

「天神１－１２－３」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

高宮
市崎２丁目４３番ほか１筆

「市崎２－２－９」

住宅 中低層の共同住宅、一般
住宅等が混在する住宅地
域

井尻
井尻３丁目１１８４番５

「井尻３－５－２３」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

大橋
老司５丁目６５１番３６

「老司５―３８―１２」

住宅 一般住宅、マンション等
が見られる既成住宅地域

西鉄平尾
平和２丁目５区１０９番４ほか１筆

「平和２－５－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

高宮
柳河内２丁目９７０番６７

「柳河内２－５－１７」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

高宮
長住４丁目１３区７９番５

「長住４―１３―２５」

住宅 一般住宅のほかマンショ
ン等が見られる住宅地域

高宮
大池１丁目２２番２０

「大池１－２２－８」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

高宮
中尾３丁目２２６番

「中尾３－１８－７」
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 (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
(㎡)

福岡南 福岡市南区 北　　    4.9m 水道
130,000 301    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  9 Ｗ2     750m 　　 　　

福岡南 福岡市南区 北　　    6.5m 水道
95,800 154    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 ＬＳ2     1.2km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 北西　    4.5m 水道
59,800 224    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 11 Ｗ2     5.2km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南西　    5.8m 水道
196,000 721    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  - 12 ＲＣ4     800m 　　 　　

福岡南 福岡市南区 台形 北東　      5m 水道
71,400 208  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 13 Ｗ2       3km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 北東　      5m 水道
69,700 140    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 14 Ｗ2     1.3km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南西　      4m 水道
72,500 198    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ2     5.2km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 北西　      4m 水道
85,900 155    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 16 Ｗ2     1.7km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南東　      6m 水道
99,800 264    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 17 Ｗ2     3.3km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 南東　      6m 水道
156,000 687    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 ＲＣ5     550m 　　 　　

福岡南 福岡市南区 北東　      5m 水道
82,400 171    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 19 Ｗ2     2.8km 　　 　　

福岡南 福岡市南区 台形 東　　     22m 水道
250,000 230    1:1.2 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ11     720m 準防 　　

住宅 一般住宅のほか，アパー
ト、社宅等が混在する住
宅地域

大橋
筑紫丘１丁目１３０８番１４７

「筑紫丘１－１３－４６」

住宅 一般住宅のほかにマン
ション等が混在する住宅
地域

井尻
高木３丁目１番１５ほか１筆

「高木３－５－２８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の閑静な住宅地域

高宮
桧原４丁目１２４番２０

「桧原４―２０―１９」

共同住宅 一般住宅、邸宅、マン
ションが混在する住宅地
域

西鉄平尾
高宮２丁目１４７番

「高宮２―１４―１８」

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

大橋
野多目４丁目７９６番７

「野多目４－１４－５」

住宅 中小規模一般住宅や空
地、幼稚園等が混在する
住宅地域

博多南
弥永２丁目３１番１６ほか１筆

「弥永２―２９―５」

住宅 中規模一般住宅が多いや
や高台の閑静な住宅地域

高宮
桧原７丁目６４９番４

「桧原７―２０―２５」

住宅 小規模住宅が多い大型団
地周辺の住宅地域

高宮
若久２丁目２７１番

「若久２―２２―１４」

住宅 区画整然とした中規模一
般住宅が多い住宅地域

高宮
皿山３丁目４区５７番

「皿山３－４－２４」

共同住宅 中層共同住宅が多い住宅
地域

大橋
塩原３丁目１７１番１ほか１筆

「塩原３－１３－１３」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

高宮
若久６丁目８３６番

「若久６―５３―３」

店舗兼共同住
宅

中高層店舗併用住宅が増
えつつある路線商業地域

大橋
大橋４丁目３３９番４ほか１筆

「大橋４－４－３」
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 (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
(㎡)

福岡南 福岡市南区 西　　     20m 水道
198,000 264    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｓ2     3.2km 準防 　　

福岡南 福岡市南区 台形 南西　     13m 水道
110,000 344    1:1   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2     4.4km 準防 　　

福岡南 福岡市南区 台形 東　　     22m 水道
348,000 679    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＳＲＣ11     220m 準防 　　

福岡南 福岡市南区 北東　     22m 水道
407,000 231    1:2.5 県道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  5 ＳＲＣ7     150m 準防 　　

福岡南 福岡市南区 北西　      9m 水道
121,000 466    1:1.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ3       1km 準防 　　

福岡西 福岡市西区 北　　      6m 水道
134,000 236    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     1.1km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 南　　      4m 水道
67,100 189    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ2     900m 　　 　　

福岡西 福岡市西区 南　　      5m 水道
115,000 167    1:1.5 市道 ガス １住居

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

福岡西 福岡市西区 北東　    4.5m 水道
111,000 148    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2       1km 準防 　　

福岡西 福岡市西区 南東　      6m 水道
52,500 287    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  5 Ｗ2     1.9km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 北東　      4m 水道
66,900 162    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2       1km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 北　　    4.7m 水道
65,900 236  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  7 Ｗ2     1.7km 　　 　　

店舗 小売店舗、スーパー、銀
行等が集積する近隣商業
地域

高宮
長住２丁目２２区２８９番２

「長住２―２２―１２」

店舗兼住宅 スーパー、銀行、飲食店
等が建ち並ぶ路線商業地
域

高宮
花畑３丁目１４５番１内

「花畑３－５－８」

共同住宅兼診
療所

中高層事務所、店舗付マ
ンション等が混在する商
業地域

大橋
大橋１丁目４５番

「大橋１－４－１０」

店舗兼共同住
宅

店舗兼共同住宅、事務所
等が建ち並ぶ商業地域

高宮
高宮５丁目５４番

「高宮５―３―９」

事務所 事務所、共同住宅等が混
在する商業地域

西鉄平尾
那の川１丁目１１号１３番

「那の川１―１１―３０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

室見
豊浜１丁目３番１６

「豊浜１－３－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

下山門
生の松原３丁目１３８２番５１

「生の松原３－３－８」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の分譲住宅地域

室見
愛宕３丁目４２６９番３９

「愛宕３―２１―１２」

住宅 一般住宅にアパートが混
在する既成住宅地域

姪浜
姪の浜３丁目３６２３番

「姪の浜３―２７―２１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の閑静な住宅地域

橋本
野方３丁目６１０番５７

「野方３－５４－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

今宿
横浜１丁目６番９

「横浜１―４―１０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

下山門
生の松原４丁目１１１６番４８

「生の松原４―３１―１３」

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

��



 (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
(㎡)

福岡西 福岡市西区 西　　      5m 水道
70,500 181    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     820m 　　 　　

福岡西 福岡市西区 北　　      4m 水道
60,000 198    1:1   市道 ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     1.6km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 北　　      5m 水道
93,500 152    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 10 Ｗ2     1.7km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 台形 北西　    7.2m 水道
104,000 1404    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 ＲＣ8       1km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 東　　    6.1m 水道
71,500 253    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 12 Ｗ2     3.9km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 南　　    5.4m 水道
96,000 159    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  - 13 Ｗ2     1.6km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 南　　   11.5m 水道
183,000 535    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＳＲＣ9     800m 準防 　　

福岡西 福岡市西区 台形 北東　     16m 水道
135,000 733    2:1   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 ＲＣ2     300m 準防 　　

背面道
福岡西 福岡市西区 東　　    8.5m 水道

79,300 332    1:1.5 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｗ2 南     800m 　　 　　
側道

福岡西 福岡市西区 北西　     10m 水道
94,500 266    1:2.5 国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ2       1km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 北東　    4.5m 水道 「調区」
41,300 158    1:2   市道

　 下水 (  40,  50)
(県)10-  1 Ｗ2     1.9km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 西　　      4m 水道 「調区」
38,800 199    1:2   市道

　 下水 (  40,  50)
(県)10-  2 Ｗ1     1.6km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

周船寺
周船寺２丁目９６４番４

「周船寺２―２０―６」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

今宿
今宿青木字八丈７８５番６

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

姪浜
福重４丁目２９２番６

「福重４－１０－３」

共同住宅 中規模一般住宅、マン
ションが混在する住宅地
域

姪浜
小戸４丁目１４９７番２

「小戸４－５－４６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

姪浜
拾六町４丁目８２２番７３

「拾六町４－３２－５」

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

姪浜
石丸２丁目２２番４３

「石丸２―３０―１」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗兼共同住
宅、低層店舗等が建ち並
ぶ商業地域

姪浜
姪の浜６丁目２８３４番１

「姪の浜６―１―１２」

診療所兼事務
所

店舗兼共同住宅等が建ち
並ぶ幹線沿いの商業地域

今宿
今宿１丁目３番７

「今宿１－５－２７」

店舗兼住宅 店舗のほかに営業所等が
混在する路線商業地域

今宿
今宿東１丁目６０５番４

「今宿東１―３―２６」

工場兼事務所 中小規模の事務所、低層
店舗、マンション等が混
在する路線商業地域

周船寺
周船寺３丁目２６番６

「周船寺３―１９―９」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

今宿
今宿町字小松原５３９番４５

住宅 一般住宅の中に農家住宅
が見られる住宅地域

周船寺
大字千里字帰リ丁２０３番３
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 (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
(㎡)

福岡西 福岡市西区 台形 南　　      6m 水道 「調区」
26,700 317    1:2   市道

　 下水 (  40,  50)
(県)10-  3 Ｗ2     4.2km 　　 　　

福岡西 福岡市西区 台形 南東　    5.5m 「調区」
13,600 507  1.2:1   市道

　 下水 (  40,  50)
(県)10-  4 Ｗ2 北東     8.9km 　　 　　

側道
福岡西 福岡市西区 台形 南東　    4.5m 「調区」

31,600 542  1.5:1   市道
　 下水 (  40,  50)

(県)10-  5 Ｗ1     4.2km 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 西　　      6m 水道
170,000 317    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  1 ＲＣ3 北     480m 　　 　　

側道
福岡城南 福岡市城南区 東　　      6m 水道

153,000 255  1.2:1   市道 ガス １低専
　 下水 (  50,  80)

(県)  -  2 Ｗ2     600m 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 西　　      6m 水道
153,000 154    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  3 Ｗ2     300m 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 東　　      7m 水道
99,000 771    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＲＣ6     3.4km 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 北　　      5m 水道
116,000 163    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     400m 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 北西　      5m 水道
117,000 153    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 北　　      6m 水道
73,500 216    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  7 Ｗ2     1.2km 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 不整形 西　　      6m 水道
112,000 856    1:1.2 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 ＲＣ7     1.6km 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 南　　      6m 水道
81,500 298    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.9km 　　 　　

住宅 一般住宅が建ち並ぶ周囲
に農地の多い住宅地域

今宿
今津字長浜４８０７番４６

住宅 農地の中に農家住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域

今宿
大字小田字松尾１２９４番ほか１筆

住宅 農家住宅等が建ち並ぶ古
くからの住宅地域

周船寺
大字元岡字馬場２６０１番

共同住宅 中規模一般住宅、中層の
共同住宅、社宅等が混在
する住宅地域

別府
別府４丁目２４番

「別府４－１－１３」

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

茶山
茶山５丁目２３７番

「茶山５－１３－４」

住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

茶山
別府６丁目１６４番２０

「別府６－６－３７」

共同住宅 中規模一般住宅と中層マ
ンションが混在する既成
住宅地域

桜坂
長尾４丁目２７３番

「長尾４―８―８」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

七隈
七隈４丁目４０５番１５

「七隈４―２３―２０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

茶山
田島５丁目３６５番１ほか１筆

「田島５－１３－４４」

住宅 中規模一般住宅とアパー
トが混在する住宅地域

福大前
西片江２丁目１０９番２９６

「西片江２―２９―１８」

共同住宅 中高層マンションと一般
住宅が混在する住宅地域

七隈
神松寺２丁目１６番

「神松寺２－１１－２４」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

福大前
東油山２丁目１９番５

「東油山２－１９－１８」
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 (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
(㎡)

福岡城南 福岡市城南区 北　　      4m 水道
79,000 245    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     980m 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 北　　      6m 水道
69,500 256    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     1.7km 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 西　　      5m 水道
131,000 303    1:1.2 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     400m 　　 　　

福岡城南 福岡市城南区 東　　      6m 水道
208,000 1224    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 ＲＣ4     750m 　　 　　

背面道
福岡城南 福岡市城南区 北西　     22m 水道

273,000 495    1:1.2 国道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  1 ＲＣ8     600m 準防 　　

福岡城南 福岡市城南区 台形 東　　     15m 水道
146,000 630    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     2.2km 準防 　　

背面道
福岡城南 福岡市城南区 北西　   17.5m 水道

201,000 198    1:1   市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  3 ＲＣ3     1.6km 準防 　　

福岡早良 福岡市早良区 西　　    7.5m 水道
189,000 1011    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  1 ＲＣ4     840m 　　 　　

背面道
福岡早良 福岡市早良区 西　　    5.9m 水道

217,000 205    1:1   市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  2 Ｗ2     800m 高度

福岡早良 福岡市早良区 台形 南　　      5m 水道
255,000 393    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  3 ＬＳ2     1.3km 高度

福岡早良 福岡市早良区 東　　      4m 水道
102,000 165    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ1     2.7km 高度

福岡早良 福岡市早良区 北　　      4m 水道
96,000 231  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     700m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅，アパー
ト等が混在する住宅地域

七隈
片江５丁目１４３１番４２

「片江５―１７―１９」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

福大前
南片江３丁目８４番

「南片江３－１０－２２」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

七隈
松山２丁目４６７番９２

「松山２―２７―１０」

共同住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

別府
鳥飼４丁目４番８

「鳥飼４―４―３８」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗併用住宅等
が建ち並ぶ路線商業地域

別府
別府５丁目１８３番

「別府５―１３―４２」

銀行 低層店舗、中層店舗付共
同住宅等が建ち並ぶ商業
地域

六本松
長尾１丁目９８番２ほか２筆

「長尾１－１７－１０」

医院 各種小売店舗、医院、事
務所等が建ち並ぶ商業地
域

西新
荒江１丁目４７９番

「荒江１－２８－２０」

共同住宅 中層のマンション、社
宅、寮等共同住宅が建ち
並ぶ既成住宅地域

西新
城西２丁目２３８番

「城西２－５－２８」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する利便性の良い既
成住宅地域

西新
祖原１７３番１

「祖原８－１７」

住宅 比較的規模の大きな戸建
住宅が建ち並ぶ街並良好
な住宅地域

藤崎
百道浜４丁目９０２番１２８

「百道浜４－２３－２」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

西新
飯倉３丁目２９６番３

「飯倉３－１１－５」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

次郎丸
次郎丸１丁目１５８番１０

「次郎丸１－３－２１」
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 (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
(㎡)

福岡早良 福岡市早良区 北　　    4.5m 水道
74,200 162    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     1.3km 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 北西　      4m 水道
100,000 246    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     350m 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 北　　      6m 水道
96,700 154    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     800m 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 西　　    4.5m 水道
101,000 204    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.2km 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 北　　    5.5m 水道
242,000 227  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     350m 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 西　　      8m 水道
133,000 352    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 11 ＲＣ3     960m 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 東　　      5m 水道
69,900 158  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     1.9km 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 台形 南東　    4.3m 水道
42,400 191  1.2:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     3.8km 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 北　　      4m 水道
127,000 184    1:1   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 14 Ｗ2       2km 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 西　　      4m 水道
39,600 128    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 15 ＬＳ2     5.6km 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 北　　    4.8m 水道
233,000 254    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  - 16 Ｗ2     950m 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 北　　      6m 水道
92,700 326    1:1   市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 100)
(県)  - 17 Ｗ2     2.6km 　　 　　

住宅 一般住宅が多い郊外の閑
静な住宅地域

野芥
野芥７丁目４４９番１６

「野芥７－１２－１７」

住宅 一般住宅のほか共同住も
混在する利便性のよい住
宅地域

野芥
野芥１丁目８７９番２

「野芥１―１３―２５」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

野芥
干隈３丁目１１０番１１

「干隈３－７－２３」

住宅 中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

金山
飯倉６丁目３５９番４０

「飯倉６－２８－１２」

住宅 一般住宅とマンション等
が混在する住宅地域

藤崎
西新７丁目６９８番４

「西新７－１－３６」

共同住宅 マンション、アパートが
多い住宅地域

室見
南庄６丁目１１６番ほか１筆

「南庄６―９―３０」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

次郎丸
田村６丁目９０番５

「田村６－１９－２６」

住宅 一般住宅のほか農家住宅
等が混在する既成住宅地
域

野芥
東入部２丁目３５０番９

「東入部２－１５－２７」

住宅 一般住宅の中にアパート
等が混在する住宅地域

西新
荒江３丁目５５番

「荒江３－５－１８」

住宅 小規模の一般住宅が建ち
並ぶ郊外の住宅地域

野芥
早良１丁目１２６５番１３

「早良１―１３―２７」

住宅 一般住宅と共同住宅等が
混在する住宅地域

西新
西新７丁目８０１番１２

「西新７－９－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

藤崎
有田１丁目８番９ほか１筆

「有田１―１１―２２」
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 (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
(㎡)

福岡早良 福岡市早良区 南　　      6m 水道
202,000 223    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 ＬＳ2     400m 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 西　　      5m 水道
96,200 121  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 19 Ｗ2     200m 　　 　　

福岡早良 福岡市早良区 台形 東　　     15m 水道
141,000 342  1.5:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     2.5km 準防 　　

福岡早良 福岡市早良区 南　　     22m 水道
292,000 155    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ5     300m 準防 　　

福岡早良 福岡市早良区 南　　     36m 水道
400,000 171    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 ＲＣ6 近接 準防 　　

福岡早良 福岡市早良区 台形 南西　     21m 水道
283,000 516  1.2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 ＳＲＣ10     400m 準防 　　

福岡早良 福岡市早良区 台形 北西　     20m 水道
210,000 329  1.2:1   国道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  5 ＲＣ8 東     1.3km 準防 　　

側道
福岡早良 福岡市早良区 台形 西　　      4m 水道 「調区」

32,800 407  1.5:1   市道
　 下水 (  40,  50)

(県)10-  1 Ｗ2     3.7km 　　 　　

大牟田 大牟田市 南西　      6m 水道
25,400 215    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     3.1km 　　 　　

大牟田 大牟田市 南東　      6m 水道
30,500 265    1:1   市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.8km 　　 　　

大牟田 大牟田市 台形 東　　      4m 水道
24,400 280  1.2:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     3.2km 　　 　　

大牟田 大牟田市 東　　      7m 水道
28,000 276    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ1     1.1km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い交
通至便な既成住宅地域

藤崎
弥生１丁目９９番

「弥生１―４―１５」

住宅 小規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

賀茂
賀茂４丁目４２９番７

「賀茂４－３７－１２」

店舗兼住宅 小売店舗、中層店舗併用
住宅等が建ち並ぶ商業地
域

西新
飯倉４丁目３３７番１

「飯倉４－１－４」

店舗、事務所
兼共同住宅

中層の店舗併用住宅の多
い幹線道路沿いの商業地
域

室見
室見１丁目２番４

「室見１－２－５」

店舗兼事務所 銀行、小売店舗、中層ビ
ルが建ち並ぶ幹線道路沿
いの商業地域

西新
西新３丁目２１２番４２ほか１筆

「西新３－２－３」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗併用住宅が
建ち並ぶ商業地域

西新
城西１丁目６９番

「城西１―５―２５」

店舗兼共同住
宅

店舗、店舗併用住宅等が
建ち並ぶ路線商業地域

別府
荒江２丁目２５９番ほか１筆

「荒江２―１２―１」

住宅 中規模の一般住宅、農家
住宅が混在する住宅地域

次郎丸
西入部２丁目１２６番１

「西入部２－３－１０」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる郊外の住宅地域

銀水
大字岬字江端１番

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

大牟田
宮原町２丁目６６番３８

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ既
成住宅地域

大牟田
神田町１４３番１

住宅 一般住宅の中に空地等が
みられる郊外の既成住宅
地域

西鉄銀水
大字手鎌字高柳１２８９番１
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 (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
(㎡)

大牟田 大牟田市 南　　      4m 水道
25,000 219    1:1.5 私道 ２低専

　 (  60, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     3.9km 　　 　　

大牟田 大牟田市 北　　      6m 水道
29,700 198    1:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2     1.4km 　　 　　

大牟田 大牟田市 北　　    5.8m 水道
27,800 221    1:1   市道 １中専

　 (  60, 150)
(県)  -  7 Ｗ1     3.1km 　　 　　

大牟田 大牟田市 南東　    5.5m 水道
36,800 301    1:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     2.2km 　　 　　

大牟田 大牟田市 北東　      5m 水道
31,200 214    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     1.8km 　　 　　

大牟田 大牟田市 南西　    4.5m 水道
28,500 294    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     2.2km 　　 　　

大牟田 大牟田市 東　　      5m 水道
30,000 225    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 11 Ｗ2     2.6km 　　 　　

大牟田 大牟田市 台形 東　　    7.5m 水道
27,700 230    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ1     1.3km 　　 　　

大牟田 大牟田市 東　　      8m 水道
46,600 465    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     1.2km 　　 　　

大牟田 大牟田市 北　　      4m 水道
30,200 271    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     2.1km 　　 　　

大牟田 大牟田市 南　　    6.7m 水道
33,800 279  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ1     700m 　　 　　

大牟田 大牟田市 北　　      5m 水道
28,300 245    1:1.5 市道 ガス １低専

　 (  40,  60)
(県)  - 16 Ｗ2     3.8km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の閑静な住宅地域

新栄町
大字今山字小柳２１５６番１１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

銀水
大字田隈字平松７３番１３

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

新栄町
大字歴木字東内畑２８４番３

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

新栄町
大字白川字瀬萩１２番２６

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

新栄町
中白川町３丁目２６０番２

住宅 中規模一般住宅の中に農
地等が見られる住宅地域

新栄町
大字歴木字岩ヶ下１３７１番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

新栄町
大字歴木字平野山１８０７番９８３

住宅 中規模一般住宅、神社等
が混在する既成住宅地域

大牟田
宮坂町２０番４

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ都心に近い閑静な住宅
地域

大牟田
正山町６６番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

大牟田
諏訪町２丁目１２３番

住宅 一般住宅、大型店舗等が
混在する商住地域

大牟田
小浜町３６番８

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の既成住宅地域

大牟田
新勝立町４丁目７番１１
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 (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

大牟田 大牟田市 南　　      4m 水道
34,700 253  1.5:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     1.8km 　　 　　

大牟田 大牟田市 南　　      6m 水道
29,500 196    1:1.5 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     2.5km 　　 　　

大牟田 大牟田市 南東　     30m 水道
56,000 148    1:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ4     550m 準防 　　

大牟田 大牟田市 北西　     25m 水道
49,300 546    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ2     1.2km 準防 　　

大牟田 大牟田市 北　　     18m 水道
42,000 185    1:2   県道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｓ3     3.3km 準防 　　

大牟田 大牟田市 南西　     25m 水道
54,000 100    1:1.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 Ｗ2     700m 準防 　　

大牟田 大牟田市 南東　     30m 水道
58,500 191    1:2   国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  5 ＲＣ4F1B     400m 準防 　　

大牟田 大牟田市 東　　     20m 水道
35,400 2151  1.5:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.9km 　　 　　

大牟田 大牟田市 台形 西　　     14m 水道
52,500 647    1:2   国道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ1     700m 　　 　　

背面道
大牟田 大牟田市 北西　     16m 水道

9,500 3305    1:1.5 市道 工専
　 (  60, 200)

(県) 9-  1 Ｓ1     3.6km 　　 　　
背面道

大牟田 大牟田市 北東　      4m 水道 「調区」
16,400 354    1:2   市道

　 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     4.4km 　　 　　

大牟田 大牟田市 不整形 西　　    2.5m 水道 「調区」
16,400 310  1.2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)10-  2 Ｗ2     3.7km 　　 　　

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

東甘木
大字上内字平原３３３６番２

住宅 一般住宅、農家住宅等が
混在する住宅地域

新栄町
大字今山字南本村２６８８番

営業所 中小規模の倉庫、工場等
が建ち並ぶ臨海工業地域

荒尾
四山町８０番７９

事務所兼作業
所

店舗、営業所、病院等が
建ち並ぶ国道沿いの路線
商業地域

銀水
大字田隈字大坪８２５番１

店舗 自動車関連営業所・工
場、小売店舗等が見られ
る路線商業地域

新栄町
大字手鎌字南角平９６８番１ほか９筆

事務所 店舗、事務所等が混在す
る国道沿いの商業地域

大牟田
不知火町２丁目７番５

事務所兼住宅 店舗併用住宅、事務所等
が混在する商業地域

大牟田
上町２丁目４番１１

店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち
並ぶ県道沿いの近隣商業
地域

新栄町
大字歴木字大水口３６５番６

事務所兼車庫 事務所、店舗等が混在す
る国道沿いの商業地域

大牟田
白金町１７４番

店舗兼住宅 低層の店舗等が多い国道
沿いの商業地域

新栄町
日出町１丁目１番３

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

大牟田
天領町３丁目７番１９

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

新栄町
長溝町２３番１４ほか１筆
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 (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
(㎡)

久留米 久留米市 台形 南　　      4m 水道
41,600 118  1.2:1   県道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     200m 　　 　　

久留米 久留米市 北西　      6m 水道
38,200 182    1:1   市道 １低専

　 (  50,  80)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.2km 　　 　　

久留米 久留米市 南西　    5.5m 水道
46,000 227    1:2   市道 ガス ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  3 Ｗ1 北西     2.9km 　　 　　

側道
久留米 久留米市 南東　      5m 水道 （都）

32,500 260    1:1   市道 １低専
　 (  50,  80)

(県)  -  4 Ｗ2     400m 　　 　　

久留米 久留米市 南　　      4m 水道
49,000 251  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     350m 　　 　　

久留米 久留米市 西　　    4.5m 水道
74,500 298  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.1km 　　 　　

久留米 久留米市 西　　      4m 水道
56,100 221    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     2.5km 　　 　　

久留米 久留米市 南東　      6m 水道
99,000 1043    1:2.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 ＲＣ6     800m 準防 　　

久留米 久留米市 東　　      6m 水道
63,000 160    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 ＬＳ2     1.7km 　　 　　

久留米 久留米市 東　　    4.5m 水道
40,000 396    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ1     1.8km 　　 　　

久留米 久留米市 台形 南　　      4m 水道
45,000 232    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     3.9km 　　 　　

背面道
久留米 久留米市 東　　      4m 水道

54,200 198    1:2   市道 ２住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  - 12 Ｗ2     1.3km 　　 　　

住宅 新旧の戸建住宅、共同住
宅が混在する住宅地域

御井
山川町字塚本１３４９番１０

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

善導寺
善導寺町飯田字南屋敷５７２番７

住宅 一般住宅の中に樹木畑等
が見られる住宅地域

南久留米
高良内町字野内２９４４番１４

住宅 中規模の一般住宅が多い
住宅地域

三潴
三潴町田川字中原５２番７ほか１筆

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の古くからの住宅地域

五郎丸
宮ノ陣６丁目４２７番１６

「宮ノ陣６－２０－１８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

西鉄久留米
諏訪野町字松田２１０３番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

花畑
南４丁目２０８番１５

「南４－１６－２３」

共同住宅 中高層マンションが多い
交通至便な住宅地域

西鉄久留米
諏訪野町字下蕎麦田２３７８番３２

住宅 一般住宅のほかアパート
等も介在する既成住宅地
域

西鉄久留米
野中町字井手口７９７番４ほか２筆

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

荒木
荒木町荒木字出水の上１９１７番２９

住宅 一般住宅の中に農地も見
られる住宅地域

西鉄久留米
上津町字蔵の町１８１７番６

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

試験場前
江戸屋敷１丁目７９５番４

「江戸屋敷１－４－２３」
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 (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
(㎡)

久留米 久留米市 西　　    4.7m 水道
63,000 148    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     500m 　　 　　

久留米 久留米市 南　　      6m 水道
54,000 237    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     2.6km 　　 　　

久留米 久留米市 南西　    4.2m 水道
57,000 206  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ2     500m 準防 　　

久留米 久留米市 北東　    6.5m 水道
55,400 264    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 16 Ｗ2     750m 　　 　　

久留米 久留米市 東　　      4m 水道
65,600 219  1.5:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     1.1km 　　 　　

久留米 久留米市 南東　    5.3m 水道
56,000 235    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     3.1km 　　 　　

久留米 久留米市 南　　      5m 準都計
26,500 679    1:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  - 19 Ｗ2 西     400m 　　 　　

側道
久留米 久留米市 西　　      4m 水道 準都計

9,800 645    1:1.5 市道
　 下水 (  70, 200)

(県)  - 20 Ｗ1     2.9km 　　 　　

久留米 久留米市 西　　      7m 準都計
12,000 314  1.5:1   県道

　 (  70, 200)
(県)  - 21 ＲＣ2     3.3km 　　 　　

久留米 久留米市 東　　    4.5m 水道 （都）
26,700 332    1:2.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  - 22 Ｗ2     450m 　　 　　

久留米 久留米市 東　　    4.5m 水道 （都）
37,000 214    1:1.2 市道 １低専

　 (  50,  80)
(県)  - 23 Ｗ2     250m 　　 　　

久留米 久留米市 南　　      4m 水道 （都）
24,200 176    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 24 Ｗ2     450m 　　 　　

住宅 一般住宅、アパート等が
建ち並ぶ古くからの住宅
地域

試験場前
津福本町字寺山９３８番１０

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

試験場前
野伏間１丁目１６０４番２０

「野伏間１－１６－２８」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ既成
住宅地域

久留米
京町字７丁目２６４番９ほか１筆

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

津福
津福本町字才五郎１６９３番１１３ほ
か１筆

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

花畑
諏訪野町字鞍打１７４４番６ほか２筆

住宅 中規模一般住宅の中に農
地等が見られる住宅地域

西鉄久留米
国分町字立割９８５番８ほか３筆

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

田主丸
田主丸町田主丸字下馬場１１０９番６
ほか１筆

住宅 農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

筑後草野
田主丸町地徳字久保２１１２番

住宅 農家住宅と一般住宅が多
い古くからの住宅地域

田主丸
田主丸町船越字東行徳１２２０番１

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

犬塚
三潴町玉満字中小路の二２１３０番

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ利便性の良い住宅地域

北野
北野町今山字下四本木８３０番７

住宅 一般住宅が多い閑静な住
宅地域

金島
北野町中川字下川原２３０６番２１
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 (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
(㎡)

久留米 久留米市 南　　    4.5m 水道 （都）
27,500 168    1:1   市道 １低専

　 (  50,  80)
(県)  - 25 Ｗ2     350m 　　 　　

久留米 久留米市 南　　    4.7m 水道 （都）
30,000 271    1:1.2 市道 ガス

　 (  70, 200)
(県)  - 26 Ｗ1       2km 　　 　　

久留米 久留米市 北西　    5.3m 水道 準都計
22,000 206  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 27 Ｗ2     4.5km 　　 　　

久留米 久留米市 南　　    4.5m 水道 準都計
18,800 433  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 28 Ｗ2 東     2.7km 　　 　　

側道
久留米 久留米市 台形 北　　    3.3m 水道 準都計

18,500 396    1:1.5 市道
　 (  70, 200)

(県)  - 29 Ｗ2     5.5km 　　 　　

久留米 久留米市 台形 東　　      5m 水道 準都計
14,500 286  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 30 Ｗ2     7.6km 　　 　　

久留米 久留米市 北西　    4.6m 水道 （都）
27,000 310    1:1.5 市道 ２低専

　 (  60,  80)
(県)  - 31 Ｗ2     2.2km 　　 　　

久留米 久留米市 北西　      4m 水道 （都）
26,000 186    1:1.2 市道 ２低専

　 (  60,  80)
(県)  - 32 Ｗ2     1.8km 　　 　　

久留米 久留米市 北　　      8m 水道
185,000 195    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ3     300m 防火 　　

久留米 久留米市 不整形 北東　     16m 水道
65,500 1008    1:1.5 県道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｓ1     1.4km 準防 　　

背面道
久留米 久留米市 不整形 北　　     36m 水道

244,000 869    1:1.5 国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県) 5-  3 ＳＲＣ9     200m 防火 　　

久留米 久留米市 不整形 北西　   10.5m 水道
68,000 142    1:2   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｓ3     100m 準防 　　

住宅 一般住宅のほかに農地等
が見られる住宅地域

大城
北野町金島字三井田１９９９番１５

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

古賀茶屋
北野町高良字七ケ瀬１８０８番１９

住宅 中規模一般住宅の中に農
地等も見られる住宅地域

犬塚
城島町楢津字宮ノ前８２５番２

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

大溝
城島町江上字千代島前４１１番１ほか
３筆

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

大溝
城島町下青木字南小路１０７４番１ほ
か２筆

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

大溝
城島町浮島字外開８１８番２ほか１筆

住宅 中規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

三瀦
三潴町高三瀦字庄分２４９番２

住宅 中規模の一般住宅が多い
住宅地域

西牟田
三潴町西牟田字古賀４５１８番１２

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ
アーケード街の商業地域

西鉄久留米
東町３２番２

店舗 小売店舗、マンション、
駐車場等が混在する県道
沿いの商業地域

久留米
長門石３丁目３６０番１５ほか３筆

「長門石３－１－６１」

事務所 事務所ビル、店舗が建ち
並ぶ商業地域

西鉄久留米
東町３８番４４

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ県
道沿いの近隣商業地域

津福
津福本町字津福町１５６４番３ほか２
筆
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 (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

久留米 久留米市 南東　    7.2m 水道
121,000 495    1:1.2 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  5 ＲＣ6     300m 準防 　　

久留米 久留米市 不整形 南　　    9.7m 準都計
47,500 109    1:1.2 国道

　 下水 (  70, 200)
(県) 5-  6 Ｗ2     520m 　　 　　

久留米 久留米市 台形 西　　      5m 水道 （都）
42,700 183    1:2   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  7 Ｓ2 近接 準防 　　

久留米 久留米市 南東　      8m 水道 準都計
27,000 253    1:5   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  8 Ｗ1     3.5km 　　 　　

久留米 久留米市 南東　      9m 水道 （都）
38,800 368    1:1   県道 準住居

　 (  60, 200)
(県) 5-  9 Ｗ1     800m 　　 　　

久留米 久留米市 北　　     25m 水道
130,000 1937  1.2:1   国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.5km 　　 　　

久留米 久留米市 台形 北西　     25m 水道
97,900 3543  1.2:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ2     1.7km 　　 　　

三方路
久留米 久留米市 台形 東　　   13.5m 水道

71,000 743  1.5:1   国道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  3 Ｓ1 南     5.2km 　　 　　
側道

久留米 久留米市 台形 北西　      8m 水道 準都計
10,800 4343    1:2   市道

　 (  70, 200)
(県) 9-  1     4.5km 　　 　　

久留米 久留米市 不整形 南　　      4m 水道 「調区」
26,000 625    1:1   市道

　 (  70, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     3.3km 　　 　　

久留米 久留米市 北西　    3.8m 水道 「調区」
29,500 593  1.2:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  2 Ｗ2 北東     1.7km 　　 　　

側道
直方 直方市 南西　      7m 水道 （都）

15,800 266    1:1.5 市道
　 (  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ1     4.8km 　　 　　

住宅 農地の中に一般住宅が見
られる住宅地域

直方
大字永満寺字御津２５５９番１４

住宅 一般住宅、農家住宅、農
地等が混在する住宅地域

宮ノ陣
小森野６丁目２０８２番１ほか１筆

「小森野６－１２－３」

住宅 農家住宅の中に農地等が
混在する住宅地域

善導寺
太郎原町字東１７６１番１

工場 中小規模工場が建ち並ぶ
工業地域

大溝
城島町上青木字八ノ坪８６番１０ほか
８筆

店舗 自動車関連の店舗営業所
等が多い路線商業地域

西鉄久留米
藤山町字上一丁田１７１４番５ほか５
筆

店舗兼作業所 店舗、給油所等が建ち並
ぶ路線商業地域

西鉄久留米
東　原町字高太郎９３０番１

店舗兼作業所 国道沿いに、自動車関連
施設等が建ち並ぶ路線商
業地域

久留米大学前
東合川２丁目２番８ほか１筆

「東合川２－２－８」

店舗 低層の店舗、一般住宅等
が混在する県道沿いの商
業地域

三瀦
三潴町玉満字金屋３０７８番１

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ県道
沿いの商業地域

犬塚
城島町城島字町屋敷２８２番３

店舗 小売店舗が多い駅前の既
成商業地域

北野
北野町今山字大六６１３番６

店舗併用住宅 国道沿いに店舗等が建ち
並ぶ商業地域

田主丸
田主丸町田主丸字東内畑５２９番４

店舗兼共同住
宅

中高層店舗併用住宅とマ
ンションが多い商業地域

西鉄久留米
東和町３番１６ほか２筆
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 (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

直方 直方市 東　　    5.5m 水道 （都）
18,500 770  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     2.6km 　　 　　

直方 直方市 東　　      4m 水道 （都）
28,500 299    1:1.2 市道 ガス １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1       1km 　　 　　

直方 直方市 東　　      4m 水道 （都）
23,700 430  1.2:1   市道 １低専

　 (  40,  60)
(県)  -  4 Ｗ2     3.1km 　　 　　

直方 直方市 北東　      4m 水道 （都）
19,100 264    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     4.4km 　　 　　

直方 直方市 南　　    4.5m 水道 （都）
20,800 245  1.5:1   市道 ガス

　 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ1     1.8km 　　 　　

直方 直方市 東　　    7.5m 水道 （都）
41,500 114    1:2.5 市道 ガス 商業

　 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     350m 準防 　　

直方 直方市 台形 北東　    6.5m 水道 （都）
16,500 3256    1:2   市道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1     2.5km 　　 　　

飯塚 飯塚市 北東　      5m 水道 （都）
46,500 469    1:1.5 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.5km 　　 　　

飯塚 飯塚市 南西　    4.8m 水道 （都）
29,500 214    2:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     650m 　　 　　

飯塚 飯塚市 北　　      6m 水道 （都）
30,700 185  1.2:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     3.5km 　　 　　

飯塚 飯塚市 南　　      6m 水道 （都）
35,500 243    1:1   市道 ガス ２低専

　 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     620m 　　 　　

飯塚 飯塚市 北西　      5m 水道 （都）
45,000 221  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     700m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

新飯塚
柏の森字丁ノ坪６３４番３５

住宅 中規模一般住宅の建ち並
ぶ閑静な住宅地域

浦田
鯰田字市ノ間２５２５番１３０

住宅 中規模一般住宅が多い既
成の住宅地域

新飯塚
伊岐須字大坪８４２番３６

住宅 中小規模の一般住宅が多
い既成の住宅地域

飯塚
菰田東１丁目１５９番５

「菰田東１－３－３７」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

新飯塚
片島３丁目４０６番２２ほか１筆

「片島３－１０－３２」

工場 中小規模工場、倉庫等の
ほかに住宅も見られる工
業地域

直方
大字上新入字松芳１７７６番１５

店舗 小売店舗、事務所等が建
ち並ぶ利便性の良い商業
地域

直方
須崎町１６５番２

「須崎町１５－１８」

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

筑前植木
大字下新入字長田１３１７番２８

住宅 農地の中に一般住宅等が
見られる住宅地域

直方
大字上頓野字徳丸２６０６番１３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の住宅地域

直方
大字頓野字小路７６７番１

住宅 中規模一般住宅が多い丘
陵地の閑静な住宅地域

直方
大字直方字御館山６６７番６０

住宅 農地の中に農家住宅、一
般住宅が混在する住宅地
域

直方
大字下新入字片山１６９２番
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 (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
(㎡)

飯塚 飯塚市 南　　      4m 水道 （都）
32,500 433    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.7km 　　 　　

飯塚 飯塚市 南　　      3m
7,400 467    1:1   市道 準都計

　 (  70, 200)
(県)  -  7 Ｗ1     4.8km 　　 　　

飯塚 飯塚市 東　　    5.2m 水道 （都）
28,800 337    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  8 Ｗ1     2.5km 　　 　　

飯塚 飯塚市 南西　      7m 水道
19,700 281    1:2   県道 準都計

　 (  70, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     1.1km 　　 　　

飯塚 飯塚市 東　　      5m 水道
19,200 193    1:1   市道 準都計

　 (  70, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     920m 　　 　　

飯塚 飯塚市 台形 北西　    4.5m 水道
10,000 212    1:2   市道 準都計

　 下水 (  70, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     250m 　　 　　

飯塚 飯塚市 台形 北西　    4.5m 水道
8,400 489    1:1   市道 準都計

　 (  70, 200)
(県)  - 12 Ｗ1     2.7km 　　 　　

飯塚 飯塚市 台形 南東　      5m 水道 （都）
31,000 211    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     800m 　　 　　

飯塚 飯塚市 南西　    4.7m 水道 （都）
23,600 166  1.2:1   市道 １低専

　 (  50,  80)
(県)  - 14 Ｗ2     3.7km 　　 　　

飯塚 飯塚市 南　　      6m 水道 （都）
22,000 278    1:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ2     1.4km 　　 　　

飯塚 飯塚市 南東　    4.8m 水道 （都）
27,300 284    1:1.2 市道 １中専

＊ 　 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｗ1     3.5km 　　 　　

飯塚 飯塚市 北西　      5m 水道 （都）
20,700 467  1.5:1   市道 １低専

　 (  50,  80)
(県)  - 17 Ｗ2     4.3km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

新飯塚
幸袋字昆砂門５３７番３０

住宅 農家住宅のほか保養所等
が散在する山あいの住宅
地域

城戸南蔵院前
八木山字本村１０６１番１

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

新飯塚
下三緒字八本松３５番７１５

住宅 中規模一般住宅を主体と
した住宅地域

上穂波
長尾字谷１０５０番１

住宅 小規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

桂川
長尾字過ノ元２２番９６

住宅 中規模一般住宅のほか、
公共施設等が混在する住
宅地域

筑前内野
内野字下町３３３６番

住宅 中規模の農家住宅が多い
県道に近い住宅地域

上穂波
山口字前田３３０番３ほか２筆

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が建ち並ぶ既成の住
宅地域

飯塚
堀池字神田２８３番３

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした高台の住宅
地域

飯塚
弁分字古ノ首２５８番７８

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

天道
太郎丸字長福寺４０５番２４

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

飯塚
枝国字井田浦４０６番３６

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

新飯塚
仁保字草場１９３番１４
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 (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

飯塚 飯塚市 不整形 南西　    6.5m 水道 （都）
6,700 1196    2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     1.8km 　　 　　

飯塚 飯塚市 北東　    5.2m 水道 （都）
20,600 418    1:1.2 市道 ガス １低専

　 (  50,  80)
(県)  - 19 Ｗ1       3km 　　 　　

飯塚 飯塚市 南　　     12m 水道 （都）
13,000 508  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 20 Ｗ2       3km 　　 　　

飯塚 飯塚市 西　　      5m 水道 （都）
10,200 314    1:1.2 市道

　 (  70, 200)
(県)  - 21 Ｗ1     2.2km 　　 　　

飯塚 飯塚市 北　　     11m 水道 （都）
81,500 102    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ3     100m 準防 　　

飯塚 飯塚市 東　　      9m 水道 準都計
23,200 172    1:2   市道

　 (  70, 200)
(県) 5-  2 Ｗ1     300m 　　 　　

飯塚 飯塚市 南東　     10m 水道 （都）
32,000 661    1:2   県道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  3 ＲＣ2     310m 準防 　　

飯塚 飯塚市 南　　     20m 水道 （都）
53,000 335    1:1.5 国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｓ2       3km 準防 　　

飯塚 飯塚市 不整形 東　　     20m 水道 （都）
32,500 704  3.5:1   国道

　 (  70, 200)
(県) 5-  5 Ｓ2 西     2.2km 　　 　　

側道
飯塚 飯塚市 南東　   16.5m 水道 （都）

56,000 694    1:1.5 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ2 南西       2km 　　 　　
側道

飯塚 飯塚市 東　　    9.5m 水道 （都）
10,000 16504    1:1.5 市道 ガス 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2       3km 　　 　　

背面道
飯塚 飯塚市 不整形 南西　     11m 水道 準都計

5,000 29097    1:1   県道
　 (  70, 200)

(県) 9-  2 Ｓ2     1.6km 　　 　　
三方路

事務所兼倉庫 中規模の工場や農地、住
宅等が混在する県道沿い
の工業地域

筑前大分
大分字原田４５６番２ほか１９筆

工場兼事務所 中小規模工場等が混在す
る工場団地

新飯塚
横田字後牟田６６９番７２ほか１９筆

店舗、工場兼
住宅

飲食店、小売店舗、事務
所等が建ち並ぶ路線商業
地域

新飯塚
川津字上深町４０４番３ほか２筆

事務所 店舗、営業所等が多い国
道沿いの路線商業地域

小竹
口原字七枝１０１３番４

医院兼住宅 自動車関連業種、ドライ
ブイン、医院等が建ち並
ぶ路線商業地域

新飯塚
有井字鳥羽３３４番１２

銀行 小規模店舗、銀行、医院
等が混在する県道沿いの
商業地域

天道
天道字宇度４１３番２

店舗兼住宅 小規模の小売店舗、郵便
局、スーパー等が多い商
業地域

上穂波
長尾字岩野１２４７番２

店舗兼倉庫 小売店舗、病院等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

新飯塚
新飯塚１９９６番１

「新飯塚６－２３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした中規模住宅
団地

小竹
勢田字向春２５０３番２５

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

小竹
勢田字小谷９９６番７

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

筑前庄内
綱分字池部６８９番１７

住宅 農地の中に農家住宅が散
在する山際の住宅地域

筑前庄内
筒野字安ノ坂４３５番１ほか１筆
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 (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
(㎡)

飯塚 飯塚市 台形 東　　    9.2m 水道 （都）
7,600 26293    1:1.5 市道 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  3     2.5km 　　 　　

飯塚 飯塚市 北東　     11m 水道 （都）
6,800 7122    1:2   市道 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  4     3.2km 　　 　　

田川 田川市 北　　    5.5m 水道 （都）
29,000 187    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     400m 　　 　　

田川 田川市 南西　      4m 水道 （都）
16,000 248    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     2.3km 　　 　　

田川 田川市 北　　    4.5m 水道 （都）
18,400 262    1:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.7km 　　 　　

田川 田川市 台形 北　　      6m 水道 （都）
17,100 243    1:1.5 県道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ1 西     700m 　　 　　

側道
田川 田川市 西　　      5m 水道 （都）

14,900 288    1:1.2 市道
　 (  70, 200)

(県)  -  5 Ｗ2     2.6km 　　 　　

田川 田川市 西　　      5m 水道 （都）
40,900 121    1:1.5 市道 商業

　 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     220m 準防 　　

田川 田川市 台形 南東　     20m 水道 （都）
47,100 1979  1.5:1   国道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     750m 準防 　　

田川 田川市 南西　     18m 水道 （都）
8,300 3517    1:1.5 市道 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  1     2.5km 　　 　　

背面道
柳川 柳川市 北東　    4.2m 水道 （都）

26,700 214    1:1.2 私道
　 (  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     250m 　　 　　

柳川 柳川市 西　　      5m 水道 （都）
35,300 165    1:1.2 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     2.8km 　　 　　

工場 中規模工場が建ち並ぶ区
画整然とした内陸型の工
業団地

天道
平恒字源知４３５番８１ほか２筆

工場 中小規模の工場が多い内
陸型工業団地

新飯塚
有安字鳥羽９５８番９

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

田川後藤寺
大黒町９７５番５ほか１筆

「大黒町９－４８」

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の住宅地域

田川後藤寺
大字弓削田１５２８番１３ほか１筆

住宅 中小規模一般住宅のほか
アパート等も見られる住
宅地域

田川伊田
大字夏吉１９７番４４

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

糒
大字糒９５０番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

田川後藤寺
大字位登１３１５番２１

店舗 小売店舗が建ち並ぶ駅前
の商業地域

田川後藤寺
本町１７４９番３

「本町１０－１７」

店舗、工場 国道沿いに店舗、営業所
などの建ち並ぶ路線商業
地域

大藪
大字川宮１７５７番５

工場 田川市中央部の大規模団
地を形成している工業地
域

田川後藤寺
大字伊加利１８０５番２０ほか１筆

住宅 一般住宅の中に農地、空
地が見られる郊外の住宅
地域

蒲池
立石字新堀９１９番６

住宅 一般住宅が建ち並ぶ閑静
な住宅地域

西鉄柳川
上宮永町字西本田９７番２３ほか１筆
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 (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
(㎡)

柳川 柳川市 台形 東　　      4m 水道 （都）
20,500 240    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     4.1km 　　 　　

柳川 柳川市 南　　    3.8m 水道 （都）
26,000 354    1:2.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｓ2     2.1km 　　 　　

柳川 柳川市 西　　      4m 水道 （都）
36,500 176    1:1.5 市道 ガス １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     2.3km 　　 　　

柳川 柳川市 南西　      5m 水道 （都）
21,000 442    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2 南東     500m 　　 　　

側道
柳川 柳川市 台形 東　　    4.5m 水道 （都）

22,300 684    1:1   市道
　 (  70, 200)

(県)  -  7 Ｗ2 北     350m 　　 　　
側道

柳川 柳川市 台形 南　　    5.5m 水道 （都）
13,200 674  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  8 Ｗ1     1.8km 　　 　　

柳川 柳川市 南　　    6.5m 水道 （都）
16,100 499    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     3.8km 　　 　　

柳川 柳川市 台形 南　　    3.5m 水道 （都）
35,000 307    1:1.2 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     400m 　　 　　

柳川 柳川市 南西　    5.3m 水道 （都）
26,100 315    1:3   市道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2 北西     320m 準防 　　

側道
柳川 柳川市 西　　     23m 水道 （都）

71,500 518  1.2:1   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 ＲＣ3     300m 準防 　　

柳川 柳川市 南東　      6m 水道 （都）
34,600 985    1:1   市道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 ＲＣ2     2.5km 　　 　　

柳川 柳川市 東　　    6.2m 水道 （都）
22,300 182    1:1   私道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｗ1     1.1km 　　 　　

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

西鉄柳川
田脇字村中西６０９番５ほか１筆

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

西鉄柳川
三橋町久末字頭無８３８番１ほか１筆

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

西鉄柳川
新外町１０９番２３

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

西鉄中島
大和町鷹ノ尾字小対米１１７８番５ほ
か１筆

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅が見られる住宅地域

徳益
大和町徳益字神の前９４番

住宅 農家住宅、漁家住宅が多
い住宅地域

塩塚
大和町塩塚字明官１１４８番１ほか１
筆

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する既成住宅地域

西鉄柳川
三橋町木元字中ノ天神２４０番

住宅 中規模一般住宅が多い利
便性の良い既成住宅地域

西鉄柳川
三橋町高畑字前田２４５番３

店舗兼住宅 低層店舗併用住宅のほか
に一般住宅が見られる近
隣商業地域

西鉄中島
大和町中島字北浦５６０番

事務所 営業所、事務所、小売店
舗等が建ち並ぶ商業地域

西鉄柳川
三橋町下百町字小坪９番１

診療所 一般住宅、倉庫、工場等
が混在する地域

西鉄柳川
筑紫町字東荒野４２８番１ほか１筆

住宅 一般住宅が建ち並ぶ国道
に近い住宅地域

西鉄中島
大和町鷹ノ尾字清土居７００番１７
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 (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

柳川 柳川市 台形 南　　      8m 水道 （都）
21,500 3091    2:1   県道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  3 Ｓ2 東     2.4km 　　 　　

側道
八女 八女市 西　　    5.3m 水道 （都）

19,500 631    1:1.2 市道
　 (  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     7.5km 　　 　　

八女 八女市 西　　      3m 水道 （都）
20,900 295  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2       5km 　　 　　

八女 八女市 東　　    4.2m 水道 （都）
26,300 330    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2     6.8km 　　 　　

八女 八女市 南　　      5m 水道 （都）
28,500 213    1:2   市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     6.5km 　　 　　

八女 八女市 台形 南　　    4.3m 水道 （都）
17,100 254    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ2      11km 　　 　　

八女 八女市 北　　      4m 水道 準都計
16,800 392    1:1.2 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ2    14.5km 　　 　　

背面道
八女 八女市 台形 西　　    4.8m 水道 準都計

10,900 229  1.2:1   市道
　 (  70, 200)

(県)  -  7 Ｗ1 南    15.7km 　　 　　
側道

八女 八女市 西　　    2.5m 水道 （都）
16,500 312    1:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2      17km 　　 　　

八女 八女市 西　　      4m 水道 準都計
7,500 260    1:1.2 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  9 Ｗ2      22km 　　 　　

八女 八女市 台形 南東　      3m
6,000 415    2:1   市道

　
(県)  - 10 Ｗ2      25km 　　 　　

八女 八女市 北　　     13m
12,000 313  1.5:1   市道

　
(県)  - 11 Ｗ2    16.7km 　　 　　

住宅 農家住宅の中に作業所等
がみられる山裾の住宅地
域

羽犬塚
黒木町土窪字上川原６５９番１１

住宅 農家住宅が見られる山ろ
くの住宅地域

羽犬塚
黒木町北大淵字井手下７２０３番２

住宅 農家住宅が多い山ろくの
住宅地域

羽犬塚
黒木町北木屋字馬渡２４１２番１

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する住宅地域

羽犬塚
黒木町桑原字北屋敷３０１番

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する住宅地域

羽犬塚
上陽町北川内字室園４５２８番１

住宅 中規模一般住宅のほかに
医院等も見られる住宅地
域

羽犬塚
上陽町北川内字柴尾４３０番１ほか２
筆

住宅 中規模一般住宅のなかに
空地も見られる郊外の住
宅地域

羽犬塚
山内字志ノ江３００番２１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ既成
住宅地域

羽犬塚
本村字柳５４番４ほか１筆

住宅 一般住宅のほか農地も見
られる住宅地域

羽犬塚
馬場字慈久保２２１番１３

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する住宅地域

羽犬塚
稲富字久来町４２０番５

住宅 一般住宅の中に農家、農
地も見られる住宅地域

羽犬塚
吉田字辺田ノ上１３１２番２ほか１筆

事務所兼工場 中小規模の工場、倉庫等
が混在する工業地域

西鉄柳川
三橋町柳河字小坪９１４番１ほか１筆
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 (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

八女 八女市 南西　      5m 水道 （都）
12,500 429    1:1.2 市道

　 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     9.5km 　　 　　

八女 八女市 南　　     10m
10,000 761  1.5:1   県道

　
(県)  - 13 Ｗ2    19.5km 　　 　　

八女 八女市 北　　    6.5m
6,000 457  1.2:1   県道

　
(県)  - 14 Ｗ2      13km 　　 　　

八女 八女市 南東　      5m 水道 （都）
17,800 337    1:1.5 市道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  - 15 ＬＳ2     8.4km 　　 　　

八女 八女市 北　　      5m 水道 （都）
16,700 497    1:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｗ2     9.5km 　　 　　

八女 八女市 台形 東　　      4m
7,800 464    1:1   市道

　
(県)  - 17 ＬＳ2 北    36.5km 　　 　　

側道
八女 八女市 台形 西　　    6.5m

4,250 363  2.5:1   市道
　

(県)  - 18 Ｗ2      38km 　　 　　
三方路

八女 八女市 東　　    4.7m
2,950 529    2:1   道路

　
(県)  - 19 Ｗ2      38km 　　 　　

八女 八女市 台形 南　　    5.5m 水道
8,050 623    2:1   市道

　
(県)  - 20 Ｗ2      28km 　　 　　

八女 八女市 台形 南東　      8m 水道
3,300 459    1:1.5 市道

　
(県)  - 21 Ｗ2 北東    32.2km 　　 　　

側道
八女 八女市 台形 北　　     11m 水道

5,430 399    1:1   県道
　

(県)  - 22 Ｗ2      21km 　　 　　

八女 八女市 不整形 北　　     12m 水道 （都）
37,500 372    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ2     5.6km 準防 　　

店舗兼住宅 店舗、事務所が混在する
商業地域

羽犬塚
本町字矢原町東裏４６０番１ほか１筆

住宅 農家、農地等が混在する
県道沿いの住宅地域

羽犬塚
星野村字中原下１２３８番１

住宅 やや小規模の農家住宅が
多い住宅地域

羽犬塚
星野村字中曽１５５０８番１

住宅 一般住宅の中に農地が見
られる住宅地域

羽犬塚
星野村字古野１３１１６番１

住宅 農家住宅が散在する山村
の住宅地域

羽犬塚
矢部村北矢部字飛４４９７番

住宅 農家住宅が多い住宅地域 羽犬塚
矢部村矢部字栗原４５５２番

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

羽犬塚
矢部村矢部字真弓尾３９８２番

住宅 一般住宅と農家住宅が見
られる住宅地域

羽犬塚
立花町原島字六原３８５番３

住宅 中規模一般住宅と農家住
宅が多い住宅地域

羽犬塚
立花町山崎字外開１９４１番４ほか１
筆

住宅 農家住宅の中に中規模一
般住宅も見られる山間部
の住宅地域

羽犬塚
立花町白木字土野々１７７６番

住宅 農家住宅の中に中規模一
般住宅も見られる住宅地
域

羽犬塚
立花町上辺春字熊川１０１２番２

住宅 中規模一般住宅と農家住
宅が混在する住宅地域

羽犬塚
立花町北山字樫ヶ平２８９３番３ほか
１筆
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 (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

八女 八女市 南　　      6m 水道 準都計
23,200 193    1:2   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  2 Ｗ2    14.7km 　　 　　

八女 八女市 北　　      9m （都）
25,700 306    1:1.5 国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2 西    15.5km 準防 　　

側道
八女 八女市 北　　     12m 水道 （都）

25,200 317    1:2   国道 近商
　 (  80, 200)

(県) 5-  4 Ｗ2     9.8km 準防 　　

八女 八女市 北東　    6.2m
10,700 156    1:2   国道

　
(県) 5-  5 Ｗ2      36km 　　 　　

八女 八女市 台形 南西　      9m 水道
11,300 273  1.5:1   県道

　
(県) 5-  6 ＬＳ3 南東      28km 　　 　　

側道
八女 八女市 東　　    8.5m 水道 （都）

34,600 272    1:1.2 県道 準工
　 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ2     6.5km 　　 　　

八女 八女市 北　　     10m 水道 （都）
31,400 698    1:2.5 国道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ2    16.1km 　　 　　

筑後 筑後市 西　　      4m 水道 （都）
33,200 200  1.2:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     1.9km 　　 　　

筑後 筑後市 南東　      4m 水道 （都）
30,900 327  1.2:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.2km 　　 　　

筑後 筑後市 西　　    5.2m 水道 （都）
28,800 186    1:2   市道 １低専

　 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ2     2.2km 　　 　　

筑後 筑後市 南　　      6m 水道 （都）
35,100 216    1:1   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     1.3km 　　 　　

筑後 筑後市 東　　    3.6m 水道 （都）
40,400 226  1.2:1   市道 ２住居

　 (  60, 200)
(県)  -  5 ＬＳ2     970m 　　 　　

住宅 中規模の一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

羽犬塚
大字山ノ井字野田７０４番１４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした新興住宅地
域

羽犬塚
大字下北島字櫛引１２１０番３３

住宅 一般住宅のほかに農地等
が見られる郊外の閑静な
住宅地域

羽犬塚
大字前津字立野６５５番９

住宅 一般住宅の中に畑地等が
見られる閑静な住宅地域

羽犬塚
大字羽犬塚字南窓畑３４６番１

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる郊外の住宅
地域

羽犬塚
大字長浜字前田１４２８番９

店舗兼住宅 店舗・営業所等が混在す
る国道沿いの商業地域

羽犬塚
黒木町本分字大ノ原９０１番１ほか１
筆

事務所 店舗、事務所、自動車整
備工場等の混在地域

羽犬塚
本村字荷稲５４２番４ほか１筆

店舗兼住宅 小売店舗が集まる近隣商
業地域

羽犬塚
星野村字鍜治屋１３０９２番７

店舗兼住宅 店舗併用住宅、一般住宅
が混在する国道沿いの近
隣商業地域

羽犬塚
矢部村北矢部字中村道下１１００８番
８

店舗兼住宅 低層の店舗併用住宅、医
院等が見られる国道沿い
の路線商業地域

羽犬塚
立花町谷川字樋渡１０９９番２

店舗兼住宅 店舗併用住宅等が建ち並
ぶ国道沿いの近隣商業地
域

羽犬塚
黒木町本分字上南６８４番

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ近隣商業地域

羽犬塚
上陽町北川内字川端５４６番１
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 (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
(㎡)

筑後 筑後市 西　　     15m 水道 （都）
64,300 902    1:2.5 国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ2     430m 準防 　　

筑後 筑後市 北　　      6m 水道 （都）
31,500 343    1:1   市道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.6km 　　 　　

大川 大川市 台形 南　　      4m 水道 （都）
25,500 426  1.2:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2 西     4.9km 　　 　　

側道
大川 大川市 北　　    4.5m 水道 （都）

21,200 244  1.2:1   市道
　 (  70, 200)

(県)  -  2 Ｗ2 東     6.3km 　　 　　
側道

大川 大川市 北東　    4.2m 水道 （都）
19,000 371  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2     4.3km 　　 　　

大川 大川市 台形 西　　     15m 水道 （都）
57,200 531    1:1.2 国道 商業

　 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＳＲＣ4     6.7km 準防 　　

大川 大川市 北西　    6.5m 水道 （都）
27,700 439    1:2   市道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2 南西     7.8km 　　 　　

側道
大川 大川市 北東　     15m 水道 （都）

46,300 511    1:2   国道 準工
　 (  60, 200)

(県) 7-  2 Ｓ2     8.1km 　　 　　

大川 大川市 東　　     10m 水道 （都）
11,900 1524  2.5:1   私道 工業

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     9.8km 　　 　　

三方路
行橋 行橋市 東　　      6m 水道 （都）

39,000 225  1.2:1   市道
　 下水 (  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     800m 　　 　　

行橋 行橋市 東　　      4m 水道 （都）
35,800 122    1:3   市道 １住居

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

行橋 行橋市 南東　    4.5m 水道 （都）
20,500 237  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     400m 　　 　　

事務所兼車庫 店舗、事務所等が建ち並
ぶ国道沿いの商業地域

羽犬塚
大字山ノ井字扇田７６９番７

倉庫兼事務所 工場、倉庫、一般住宅等
が混在する国道背後の地
域

羽犬塚
大字長浜字鐙１８１５番１０

住宅 住宅の中に木工所等が混
在する既成住宅地域

八丁牟田
大字郷原字西田３９９番１

住宅 中規模の一般住宅が多い
既存住宅地域

西鉄柳川
大字一木字宮ノ前ノ三１１５９番１

住宅 農家住宅と一般住宅等が
混在する住宅地域

八丁牟田
大字上白垣字畑田３６５番４

事務所 事務所、店舗等が建ち並
ぶ商業地域

西鉄柳川
大字榎津字中曽利１４９番６

事務所 木工所、事務所、倉庫、
一般住宅等が混在する地
域

西鉄柳川
大字向島字油田１２８１番６

店舗 店舗、営業所等が混在す
る路線商業地域

西鉄柳川
大字向島字小屋ノ内１６９３番１ほか
２筆

事務所兼倉庫 家具関連の工場、倉庫等
が存する区画整然とした
工業団地

西鉄柳川
大字中古賀字下ノ割１０６４番１６ほ
か１筆

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

行橋
西宮市４丁目１５９番２０

「西宮市４－１１－２」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ既成
住宅地域

行橋
大橋２丁目２９９９番２ほか１筆

「大橋２－７－３０」

住宅 中規模一般住宅のなかに
空地等が見られる既成住
宅地域

新田原
大字道場寺字徳永畦１００３番１２
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 (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
(㎡)

行橋 行橋市 台形 南東　      6m 水道 （都）
31,600 396  1.5:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ1     1.8km 　　 　　

行橋 行橋市 南　　    4.5m 水道 （都）
24,400 225  1.5:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.2km 　　 　　

行橋 行橋市 北　　      5m 水道 （都）
28,800 165    1:1.2 市道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.4km 　　 　　

行橋 行橋市 北西　    6.5m 水道 （都）
15,100 475  1.5:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  7 Ｗ1     3.9km 　　 　　

行橋 行橋市 東　　    5.5m 水道 （都）
57,500 165    1:1.5 市道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ3     240m 準防 　　

行橋 行橋市 西　　     16m 水道 （都）
83,500 334    1:1.5 国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｗ2     500m 準防 　　

豊前 豊前市 北西　    4.7m 水道 （都）
20,100 593    1:1.2 市道 ２低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  1 Ｗ1     2.5km 　　 　　

豊前 豊前市 北東　      4m 水道 （都）
19,100 264  1.5:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.2km 　　 　　

豊前 豊前市 南　　      6m 水道 （都）
20,700 195    1:1   市道 ガス

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     750m 　　 　　

豊前 豊前市 北東　      6m 水道 （都）
15,500 196  1.2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     2.6km 　　 　　

豊前 豊前市 台形 北東　     23m 水道 （都）
30,300 1399    1:1.2 国道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｗ1     2.7km 　　 　　

豊前 豊前市 台形 南　　     10m 水道 （都）
8,700 6621    1:1   市道 工業

　 (  60, 200)
(県) 9-  1     1.1km 　　 　　

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

行橋
南大橋２丁目１１８４番４

「南大橋２－２－２５」

住宅 中規模一般住宅の多い既
成住宅地域

行橋
大字中津熊字六ツ折３４７番１９

住宅 小規模一般住宅が多い既
成住宅地域

行橋
行事７丁目２６３番１６

「行事７－３４－１０」

住宅 農地の中に一般住宅、農
家住宅が点在する住宅地
域

行橋
大字今井字文久３１８１番１

店舗 小売店舗、飲食店、営業
所等が建ち並ぶ商業地域

行橋
中央３丁目５１４番５

「中央３－５－３」

歯科医院 駅西側の幹線道路沿いに
事務所、店舗等が建ち並
ぶ商業地域

行橋
西宮市１丁目１３９番１

「西宮市１－９－１３」

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
かに農地が見られる住宅
地域

宇島
大字千束１５１番２

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる小規模開発によ
る住宅地域

三毛門
大字久松１０３番７ほか１筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした高台の
閑静な住宅地域

豊前松江
大字松江１１０４番１２

住宅 周囲を農地に囲まれた一
般住宅が建ち並ぶ小規模
開発による住宅地域

宇島
大字大村１１番１０

店舗 国道沿いに店舗、医院、
一般住宅等が混在する路
線商業地域

宇島
大字塔田６４０番１ほか１筆

工場 中小規模の工場、倉庫、
事業所等が建ち並ぶ臨海
工業地域

宇島
大字宇島７６番２６
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 (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
(㎡)

中間 中間市 南東　    4.7m 水道
34,400 197  1.5:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     550m 　　 　　

中間 中間市 北東　      6m 水道
35,000 172    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     500m 　　 　　

中間 中間市 西　　      6m 水道
31,700 316    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ1     1.2km 　　 　　

中間 中間市 南東　      6m 水道
27,100 177    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.1km 　　 　　

中間 中間市 北　　      6m 水道
35,600 279    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  5 Ｗ2     800m 　　 　　

中間 中間市 北東　      9m 水道
42,200 143    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     120m 準防 　　

中間 中間市 北　　      6m 水道 「調区」
13,800 402  1.5:1   市道

　 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     2.2km 　　 　　

小郡 小郡市 台形 南　　      4m 水道
42,900 301    1:2   市道 １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     770m 　　 　　

小郡 小郡市 南東　      6m 水道
52,500 316    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     280m 　　 　　

小郡 小郡市 北　　      6m 水道
49,800 177  1.2:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     950m 　　 　　

小郡 小郡市 東　　    5.5m 水道
45,800 132    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2 北     1.1km 　　 　　

側道
小郡 小郡市 南東　      6m 水道

57,800 209    1:1   市道 ガス １低専
　 下水 (  40,  60)

(県)  -  5 Ｗ2     1.6km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い既
成の住宅地域

筑豊中間
中央１丁目４２５８番１

「中央１丁目８－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

筑豊中間
中尾３丁目３３８５番９３

「中尾３－１１－２４」

住宅 中規模住宅一般住宅が多
い区画整然とした住宅地
域

通谷
通谷４丁目２１４番１０９

「通谷４―４―３３」

住宅 小規模に開発された中規
模一般住宅が多い住宅地
域

筑前垣生
大字上底井野字御座ノ瀬７３７番８

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

中間
中鶴１丁目７４６０番９４

「中鶴１－５－２７」

店舗兼共同住
宅

小売店舗、飲食店等が見
られる近隣商業地域

東中間
扇ケ浦２丁目２５８１番９０

「扇ケ浦２－６－６」

住宅 農家住宅のほか、作業所
等が混在する住宅地域

筑前垣生
大字垣生字三軒屋１９５９番１

住宅 一般住宅のほかアパート
等も混在する住宅地域

三沢
力武字宮ノ脇１０４６番７

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

大保
大保字原口１２３４番１８

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既存の住宅地域

西鉄小郡
小郡字中尾６８９番７６

住宅 中規模一般住宅が多い既
存の住宅地域

西鉄小郡
小郡字下町１３３１番１４ほか１筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした新興住
宅地域

三国が丘
美鈴が丘４丁目５番９
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 (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
(㎡)

小郡 小郡市 南　　    4.7m 水道
43,200 206    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     700m 　　 　　

小郡 小郡市 台形 北西　    6.5m 水道
71,300 201    1:1.2 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ3     150m 準防 　　

小郡 小郡市 北　　    4.5m 水道 「調区」
29,600 404  1.5:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)10-  1 Ｗ1     440m 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 南西　      5m 水道
50,000 160  1.5:1   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.3km 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 南東　    3.3m 準都計
26,700 333  1.5:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     450m 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 南　　      6m 水道
69,000 165    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 西　　      6m 水道
45,300 252    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2       3km 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 北東　      6m 水道
51,000 135    1:1.2 市道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.1km 準防 　　

筑紫野 筑紫野市 北東　      5m 水道
67,900 205    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｓ2       1km 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 台形 南　　    8.3m 水道
70,600 230    1:1   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2       1km 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 東　　      6m 水道
62,000 279    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     400m 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 南東　      6m 水道
59,700 262    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.5km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

大保
力武字龍頭３１０番３１

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅前
の商業地域

三沢
三沢字上鷹添３９８３番４

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅が混在する住宅地域

端間
福童字内畑６１１番５

住宅 一般住宅の中にアパート
等が混在する住宅地域

朝倉街道
大字牛島３１６番１

住宅 農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

筑前山家
大字山家５１１４番１０

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

西鉄二日市
塔原東４丁目５８９番２５

「塔原東４丁目１０－３」

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の分譲住宅地域

紫
大字阿志岐２４８９番４９

住宅 中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

天拝山
武蔵４丁目１５８番３

「武蔵４丁目７－３５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ分譲住宅地域

紫
紫６丁目１８７番７４

「紫６－５－２」

住宅 中心市街地と湯町街には
さまれた一般住宅地域

二日市
湯町２丁目２６５番３

「湯町２丁目８－３」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

朝倉街道
針摺北４４１番９４

「針摺北３－１６」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

原田
美しが丘南２丁目９番１２
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 (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
(㎡)

筑紫野 筑紫野市 不整形 南西　    5.2m 水道
26,200 3289    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 3-  1     1.7km 　　 　　

筑紫野 筑紫野市 台形 北　　      8m 水道
111,000 103    1:2   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｗ2     100m 準防 　　

背面道
筑紫野 筑紫野市 台形 南東　    8.5m 水道

147,000 165    1:1.5 県道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県) 5-  2 Ｓ3     150m 準防 　　

筑紫野 筑紫野市 台形 南西　    3.5m 「調区」
21,000 675  1.2:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     4.5km 　　 　　

春日 春日市 東　　      6m 水道
86,000 257    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     2.2km 　　 　　

春日 春日市 南西　    4.5m 水道
79,500 165    1:1.5 市道 ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  2 Ｗ2     1.4km 　　 　　

春日 春日市 南　　    6.2m 水道
85,100 221  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  3 Ｗ2     2.3km 　　 　　

春日 春日市 南　　    4.8m 水道
85,600 165    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 ＬＳ2     1.6km 　　 　　

春日 春日市 北　　      5m 水道
74,000 165    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  5 Ｗ2     3.4km 　　 　　

春日 春日市 南　　    6.8m 水道
71,500 249    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2       2km 　　 　　

春日 春日市 東　　      6m 水道
57,000 205    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2       3km 　　 　　

春日 春日市 南東　      8m 水道
102,000 1079    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 ＲＣ4     1.1km 　　 　　

背面道

田 一般住宅と農家住宅の混
在地域に近接する熟成度
の高い地域

天拝山
武蔵３丁目２１１番ほか３筆

店舗兼住宅 低層の小売店舗が建ち並
ぶ駅前の商業地域

朝倉街道
針摺中央２丁目３６７番４

「針摺中央２－１７－７」

店舗兼住宅 小売店舗、事務所等が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

西鉄二日市
二日市中央６丁目５６７番１１ほか１
筆
「二日市中央６－３－２２」

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する山手の住宅地域

天拝山
大字山口１１３９番１

住宅 区画整理された低丘陵地
の一般住宅地域

大野城
春日９丁目６０番ほか１筆

住宅 中小規模一般住宅の中に
マンション等が見られる
住宅地域

南福岡
小倉６丁目１１７番

住宅 中規模一般住宅の多い分
譲住宅地域

春日
紅葉ケ丘西６丁目１０５番

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

春日
若葉台東４丁目３０番

住宅 小規模一般住宅が多い郊
外の住宅地域

井尻
下白水南１丁目１０４番

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

博多南
白水池２丁目１０番

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる区画整理済みの
住宅地域

大野城
塚原台２丁目７番

共同住宅 中層のマンションやア
パート、一般住宅等が混
在する住宅地域

南福岡
宝町３丁目１１番８ほか１筆
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 (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
(㎡)

春日 春日市 南西　    4.5m 水道
103,000 114    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     600m 　　 　　

春日 春日市 北東　     13m 水道
152,000 238    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ2     200m 準防 　　

春日 春日市 台形 北　　     11m 水道
114,000 497  1.2:1   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     1.4km 準防 　　

春日 春日市 南西　     15m 水道
142,000 884  1.5:1   県道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.2km 　　 　　

大野城 大野城市 南東　    4.5m 水道
58,000 226    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  1 ＬＳ2       3km 　　 　　

大野城 大野城市 北西　      6m 水道
56,200 233    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 ＬＳ2     3.5km 　　 　　

大野城 大野城市 南東　    4.5m 水道
101,000 243    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     800m 　　 　　

大野城 大野城市 台形 南東　    5.2m 水道
50,500 134    1:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  4 Ｗ2     1.8km 　　 　　

大野城 大野城市 南西　      6m 水道
87,000 152    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.2km 　　 　　

大野城 大野城市 西　　      4m 水道
65,300 178    1:1.2 市道 ２中専

　 下水 (  50, 150)
(県)  -  6 Ｗ2     2.3km 　　 　　

大野城 大野城市 南東　   12.5m 水道
128,000 1020    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 ＲＣ5 南西     650m 　　 　　

側道
大野城 大野城市 東　　      6m 水道

88,500 252    1:1.2 市道 ガス １低専
　 下水 (  50, 100)

(県)  -  8 Ｗ1     660m 　　 　　

住宅 小規模住宅、アパート等
が混在する既成住宅地域

春日
光町２丁目１３７番

店舗 中層ビル、店舗等が建ち
並ぶ駅に近い商業地域

春日原
春日原東町３丁目２２番

銀行 中小規模の小売店舗、
スーパー、銀行等が混在
する近隣商業地域

井尻
須玖南１丁目１１３

店舗 小売店舗のほかに工場等
の見られる路線商業地域

井尻
桜ヶ丘４丁目２３番

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

下大利
南ヶ丘６丁目２９番

「南ヶ丘６―１７―３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の住宅地域

下大利
つつじヶ丘４丁目８４６番３７

「つつじヶ丘４－４－３」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト、マンション等が混在
する住宅地域

下大利
中央１丁目３２５番５

「中央１―６―１３」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ丘陵地の区画整然と
した住宅地域

白木原
大城２丁目１１０番８３

「大城２－２０－１３」

住宅 中小規模一般住宅からな
る既往の分譲住宅地域

雑餉隈
山田１丁目５０６番３５

「山田１―６―１６」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

春日原
大池１丁目１５番２

「大池１―１５―２」

共同住宅 一般住宅、マンション、
事務所等が混在する地域

春日原
錦町４丁目７番３１

「錦町４―３―３０」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

水城
下大利５丁目７６２番２５

「下大利５―２―６」
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 (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
(㎡)

大野城 大野城市 南東　      6m 水道
57,000 319    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  9 Ｗ2     4.6km 　　 　　

大野城 大野城市 台形 南東　      8m 水道
157,000 223  1.5:1   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ5     120m 準防 　　

大野城 大野城市 北西　     26m 水道
145,000 266    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ5     200m 準防 　　

大野城 大野城市 北東　     45m 水道
113,000 1711  1.2:1   国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.6km 　　 　　

宗像 宗像市 北　　      6m 水道
37,300 320    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  50)
(県)  -  1 ＬＳ2       2km 　　 　　

宗像 宗像市 南西　    7.5m 水道
38,300 206    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ2     1.4km 　　 　　

宗像 宗像市 不整形 西　　      4m 水道
23,000 305    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     3.8km 　　 　　

宗像 宗像市 南　　      6m 水道
38,600 288    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  4 ＬＳ2     900m 　　 　　

宗像 宗像市 南　　      6m 水道
31,500 224    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     500m 　　 　　

宗像 宗像市 北東　      6m 水道
38,000 226  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  6 Ｗ2       2km 　　 　　

宗像 宗像市 西　　      6m 水道
37,200 214    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  7 Ｗ2     950m 　　 　　

宗像 宗像市 南西　    3.3m 水道
9,500 131    1:2   市道

　 下水
(県)  -  8 Ｗ2     450m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

下大利
若草２丁目１７６８番２９

「若草２―１９―１０」

店舗兼共同住
宅

小売店舗、中層ビルが建
ち並ぶ駅に近い商業地域

下大利
下大利１丁目３３１番１６ほか１筆

「下大利１－９－３１」

店舗兼共同住
宅

中層店舗兼共同住宅と低
層店舗が混在する駅に近
い商業地域

白木原
白木原１丁目２３３番２２

「白木原１―１１―４」

店舗 店舗、営業所等が建ち並
ぶ国道沿いの路線商業地
域

春日原
御笠川２丁目１番４

「御笠川２―１―５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

赤間
自由ケ丘４丁目２番２５

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

赤間
泉ヶ丘２丁目８番１１

住宅 中規模住宅のほか一部空
地も残る既成住宅地域

東郷
原町字舘原２０３１番７

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

東郷
日の里９丁目１３番１０

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

教育大前
石丸２丁目３７１番２０

「石丸２－３－１０」

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

赤間
城西ケ丘６丁目１１番１６

住宅 中規模一般住宅の多い分
譲住宅地域

教育大前
陵厳寺２丁目２番３２ほか１筆

「陵厳寺２－５－１１」

住宅 島の中心部に近い旧来か
らの既成住宅地域

大島港フェリーター
ミナル大島字谷１０９９番
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 (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
(㎡)

宗像 宗像市 北東　      6m 水道
40,000 318    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  50)
(県)  -  9 Ｗ2     1.2km 　　 　　

宗像 宗像市 北東　      6m 水道
32,300 244    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 10 Ｗ1     3.2km 　　 　　

宗像 宗像市 台形 西　　      6m 水道
30,800 198    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     2.6km 　　 　　

宗像 宗像市 北西　    4.6m 水道
33,100 223    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 12 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

宗像 宗像市 南東　      6m 水道
33,800 237    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 13 Ｗ2     4.3km 　　 　　

宗像 宗像市 北東　      5m 水道 準都計
15,000 649  1.5:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  - 14 Ｗ1 南東       5km 　　 　　

側道
宗像 宗像市 南西　    4.5m 水道 準都計

16,900 213    1:1.2 市道
　 下水 (  70, 200)

(県)  - 15 Ｗ2       8km 　　 　　

宗像 宗像市 南　　      5m 水道 準都計
14,100 895    1:1.2 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  - 16 Ｗ2 南東       7km 　　 　　

側道
宗像 宗像市 北西　      6m 水道 準都計

21,600 217    1:1   市道 ガス ２低専
　 下水 (  50,  80)

(県)  - 17 Ｗ2     5.6km 　　 　　

宗像 宗像市 南東　    2.3m 水道
4,350 138  1.2:1   市道

　 下水
(県)  - 18 Ｗ2     1.5km 　　 　　

宗像 宗像市 北東　     25m 水道
54,800 378    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ2     400m 準防 　　

宗像 宗像市 南東　     12m 水道
62,300 286    1:2   県道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｗ2     1.5km 準防 　　

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

赤間
自由ケ丘１丁目１３番４

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

赤間
朝野１７３番

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

赤間
徳重１丁目７００番４

「徳重１－６－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

東郷
三倉１２３４番５６

「三倉９－１９」

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

赤間
青葉台２丁目１３番５

住宅 一般住宅、農家住宅が農
地の中に介在する住宅地
域

東郷
深田字夕尺１２５番２

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

東郷
神湊字上灘１２４２番２２５ほか１筆

住宅 中規模一般住宅も介在す
る農地に囲まれた農家住
宅地域

赤間
池田字木原１１４５番１

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

赤間
池田字白土３１００番２１１

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域

大島港フェリーター
ミナル大島字真名箸１６８番

店舗兼事務所 低層店舗、マンション及
び駐車場等が見られる商
業地域

東郷
日の里１丁目２９番４

事務所兼住宅 中小の事務所、店舗、事
務所併用住宅等が建ち並
ぶ路線商業地域

東郷
東郷２丁目９４７番３

「東郷２－１－１６」
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 (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
(㎡)

宗像 宗像市 西　　    6.5m 水道 準都計
18,800 187    1:3   市道

　 下水 (  70, 200)
(県) 5-  3 ＬＳ2      11km 　　 　　

宗像 宗像市 台形 南　　     25m 水道
53,200 1919    2:1   国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     2.6km 　　 　　

宗像 宗像市 西　　      4m 水道 「調区」
18,700 303  1.5:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     4.5km 　　 　　

宗像 宗像市 台形 北東　      4m 「調区」
8,900 1648  1.5:1   市道

　 (  60, 200)
(県)10-  2 Ｗ1     5.6km 　　 　　

太宰府 太宰府市 台形 南　　    3.2m 水道
68,000 211    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     600m 　　 　　

太宰府 太宰府市 北　　    6.2m 水道
60,000 260    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2       3km 　　 　　

太宰府 太宰府市 北　　      4m 水道
53,100 282    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ1     680m 　　 　　

太宰府 太宰府市 西　　      4m 水道
64,000 226    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2       1km 　　 　　

太宰府 太宰府市 西　　      5m 水道
45,100 347  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     2.3km 　　 　　

太宰府 太宰府市 台形 東　　    3.8m 水道
42,000 252    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     1.6km 　　 　　

太宰府 太宰府市 南　　      6m 水道
86,100 419    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 150)
(県)  -  7 ＬＳ2       1km 　　 　　

太宰府 太宰府市 南　　    4.1m 水道
56,600 187  1.5:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ1     900m 　　 　　

治療院兼住宅 小規模小売店舗、営業所
のほかに一般住宅も介在
する既成商業地域

赤間
鐘崎字町７３１番ほか１筆

店舗兼工場 店舗、営業所等が多い国
道沿いの路線商業地域

東郷
王丸字出口４２０番２ほか３筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な既成住宅地域

東郷
池浦字川原田３７２番３１

住宅 農地、山林等の中に農家
住宅が散在する農家集落
地域

赤間
野坂字御木屋４９１番

住宅 中規模一般住宅が多い、
駅周辺の既成住宅地域

西鉄五条
五条１丁目３２４４番１

「五条１－１３－５８」

住宅 中規模の一般住宅が多い
分譲住宅地域

下大利
長浦台１丁目２４４番５３３

「長浦台１―４―１０」

住宅 中規模一般住宅が多い既
往の分譲住宅地域

太宰府
石坂４丁目１０６５番２１

「石坂４－４－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

西鉄二日市
朱雀６丁目１１番１７

「朱雀６－１３－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

二日市
梅ヶ丘１丁目４２６０番４４

「梅ケ丘１－７－１８」

住宅 空地も介在する中規模普
通住宅地域

都府楼前
国分５丁目１０５９番４ほか１筆

「国分５―２７―３０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

西鉄五条
観世音寺１丁目２１６番ほか１筆

「観世音寺１－１６－８」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる既成住宅地域

都府楼前
国分３丁目５８６番５

「国分３―５―３２」
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 (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
(㎡)

太宰府 太宰府市 台形 北　　      4m 準都計
22,500 1230  1.5:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ1     4.6km 　　 　　

太宰府 太宰府市 東　　    6.5m 水道
133,000 331    1:1.2 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ4     110m 準防 　　

太宰府 太宰府市 台形 東　　     16m 水道
126,000 744    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ3     150m 準防 　　

背面道
太宰府 太宰府市 東　　      6m 水道 「調区」

51,000 182  1.2:1   市道
　 下水 (  60, 200)

(県)10-  1 Ｗ2       1km 　　 　　

古賀 古賀市 北西　    3.7m 水道
49,000 185    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     900m 　　 　　

古賀 古賀市 南西　    4.8m 水道
54,500 347    1:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ1     720m 　　 　　

古賀 古賀市 北東　      6m 水道
64,000 256    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  3 ＬＳ2     800m 　　 　　

古賀 古賀市 南東　      6m 水道
60,400 241    1:1.5 市道 ガス ２低専

＊ 　 下水 (  60, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     1.1km 　　 　　

古賀 古賀市 南東　      5m 水道 準都計
34,000 293  1.2:1   市道 ガス

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     4.8km 　　 　　

古賀 古賀市 南東　     47m 水道
76,000 1375  1.2:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1 北東     1.4km 準防 　　

側道
古賀 古賀市 南　　      6m 水道

56,500 198    1:1.2 市道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｗ2     570m 　　 　　

古賀 古賀市 北　　     11m 水道
29,500 32826    1:1.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     1.4km 　　 　　

三方路

住宅 農家住宅、農地等が混在
する傾斜地の既存住宅地
域

太宰府
大字北谷字宮ノ下５１７番

店舗兼共同住
宅

店舗や銀行が建ち並ぶ駅
通りの商業地域

西鉄五条
五条２丁目２４７５番１１

「五条２―６―３０」

店舗兼共同住
宅

中層の事務所、小売店舗
等が建ち並ぶ駅前商業地
域

都府楼前
通古賀３丁目７１番

「通古賀３―９―７」

住宅 中小規模一般戸建住宅が
建ち並ぶ住宅地域

水城
大字吉松字日焼１７番２０

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

千鳥
千鳥２丁目１８６３番６４

「千鳥２－７－７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

古賀
中央３丁目８７２番３８

「中央３－７－１７」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

千鳥
舞の里１丁目１５番４

「舞の里１－１５－４」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

古賀
花鶴丘１丁目１２番９

住宅 中規模一般住宅が見られ
る郊外の住宅地域

古賀
米多比字大地田１６５５番２５

店舗 小売店舗、飲食店舗が集
まる国道沿いの商業地域

千鳥
舞の里３丁目１５番１ほか３筆

「舞の里３－１５－１２」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

千鳥
花見東５丁目１８８７番１１

「花見東５－８－３１」

工場 国道３号南側に大工場が
建ち並ぶ工業地域

ししぶ
青柳字井ノ浦３５２６番３ほか７筆
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 (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
(㎡)

古賀 古賀市 南西　    6.7m 水道 「調区」
32,800 251    1:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ1     3.2km 　　 　　

福津 福津市 南東　    6.3m 水道
44,500 210    1:1.5 市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.3km 　　 　　

福津 福津市 南　　    4.8m 水道
44,000 233    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ2     1.3km 　　 　　

福津 福津市 西　　      9m 水道
40,500 253    1:1.2 市道 ガス １住居

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

福津 福津市 台形 北東　    4.2m 水道
39,500 299    1:2   市道 ガス １低専

　 (  40,  60)
(県)  -  4 Ｗ2     1.2km 　　 　　

福津 福津市 西　　    6.2m 水道
53,500 208    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  5 Ｗ2       1km 　　 　　

福津 福津市 南　　      5m 準都計
23,800 363  1.5:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     3.9km 　　 　　

福津 福津市 北東　      6m 水道
49,000 233    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  7 Ｗ2     1.6km 　　 　　

福津 福津市 北　　    4.5m 水道 （都）
32,100 247    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 ＬＳ2     2.5km 　　 　　

福津 福津市 台形 南　　      7m 水道 準都計
19,800 289    1:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     8.9km 　　 　　

福津 福津市 南東　      4m （都）
19,600 1188    1:1.2 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     4.1km 　　 　　

福津 福津市 台形 北　　     10m 水道
91,000 304    2:1   県道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ2     450m 準防 　　

背面道

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の住宅地域

古賀
筵内字裏ノ谷１６０４番１６

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ国道背後の住宅地域

千鳥
花見が丘２丁目１８０１番３６

「花見が丘２－１３－２」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

東福間
若木台６丁目５番１０

住宅 中規模建売住宅が多い閑
静な住宅地域

福間
西福間３丁目４５００番１６８

「西福間３－７－６」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

福間
福間南３丁目１２９２番３０ほか１筆

「福間南３－１４－６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

福間
光陽台１丁目１３番７

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

福間
畦町字大道下４５０番４２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした高台の
住宅地域

東福間
光陽台５丁目７番５

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

福間
宮司浜２丁目２２９５番１３６

「宮司浜２－１９－１６」

住宅 中小規模一般住宅に農家
住宅も混在する住宅地域

東郷
勝浦字古桂５４１番

住宅 農家住宅のほかに農地が
混在する住宅地域

福間
在自字新町９７１番１

店舗兼住宅 低層の小売店舗、飲食店
等が建ち並ぶ県道沿いの
商業地域

福間
中央６丁目３８６４番

「中央６－１１－３０」
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 (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

福津 福津市 台形 北西　   14.5m 水道
63,900 380  1.5:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     780m 　　 　　

福津 福津市 東　　      5m 水道 「調区」
33,300 359    2:1   市道

　 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ1     1.2km 　　 　　

うきは うきは市 台形 東　　      4m 準都計
26,500 178    2:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     730m 　　 　　

うきは うきは市 南東　    3.8m 準都計
22,000 194  1.2:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.7km 　　 　　

うきは うきは市 西　　      4m 水道 準都計
9,300 722    1:1.5 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     3.2km 　　 　　

うきは うきは市 台形 南西　      4m
4,800 430    3:1   県道

　
(県)  -  4 Ｗ2     6.1km 　　 　　

うきは うきは市 台形 西　　      5m 準都計
20,400 265    1:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ1 北     650m 　　 　　

側道
うきは うきは市 西　　    3.5m 準都計

13,500 456    1:1   市道
　 下水 (  70, 200)

(県)  -  6 Ｗ2       1km 　　 　　

うきは うきは市 不整形 北　　     11m
52,000 1026    1:2   国道

　 下水
(県) 5-  1 ＲＣ2     600m 　　 　　

うきは うきは市 北　　      9m 準都計
43,400 301    1:3   国道

　 下水 (  70, 200)
(県) 5-  2 Ｗ2     350m 　　 　　

背面道
うきは うきは市 西　　      8m 準都計

8,700 2928    1:3   市道
　 (  70, 200)

(県) 9-  1     2.4km 　　 　　

宮若 宮若市 台形 南東　    4.5m 水道 （都）
18,200 405  1.5:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     5.1km 　　 　　

住宅 一般住宅、農家住宅、農
地等が混在する住宅地域

勝野
本城字柴谷１３７１番

工場 農地の中に作られた小規
模の工場地域

筑後吉井
吉井町富永字嶋巡り１６１４番５

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ路
線商業地域

うきは
浮羽町朝田字走り下５８８番６ほか１
筆

店舗 店舗併用住宅が建ち並ぶ
国道沿いの路線商業地域

筑後吉井
吉井町字札ノ辻１３００番ほか１筆

住宅 農家住宅、一般住宅等が
混在する住宅地域

筑後大石
浮羽町高見字桑ノ木８７９番

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる低層住宅地域

うきは
浮羽町朝田字犬子堂５４８番２５

住宅 農家住宅が多い山間部の
住宅地域

うきは
浮羽町新川字下妙見４４３８番１

住宅 農家住宅が多い住宅地域 筑後吉井
吉井町鷹取字下冠１３４５番１

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

筑後吉井
吉井町福永字高木６６番１４

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域

筑後吉井
吉井町字坂瀬川９５２番２

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
かに農地等が見られる住
宅地域

東福間
手光字通り堂１７５７番１５ほか１筆

事務所兼店舗 事務所、倉庫、工場、店
舗等が混在する商業地域

福間
中央１丁目２０６１番４

「中央１－１６－８」
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 (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

宮若 宮若市 北東　      5m 水道 （都）
16,400 238    1:1   市道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     3.8km 　　 　　

宮若 宮若市 西　　      5m 水道 （都）
10,200 307    1:1   市道

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1    10.7km 　　 　　

宮若 宮若市 南東　      5m 水道 （都）
18,000 255    1:1.2 市道

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ1     850m 　　 　　

宮若 宮若市 北西　    3.2m 水道 準都計
16,700 405  1.2:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ2    10.4km 　　 　　

宮若 宮若市 南東　    2.8m 準都計
8,500 327    1:1.2 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2    13.4km 　　 　　

宮若 宮若市 台形 南西　     16m 水道 準都計
31,200 270  1.2:1   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2    10.2km 　　 　　

宮若 宮若市 不整形 南　　      7m 水道 （都）
9,000 11570  1.5:1   市道

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ3 東     7.2km 　　 　　

側道
宮若 宮若市 台形 北東　    8.5m 水道 準都計

12,200 3485    1:1   市道
　 (  70, 200)

(県) 9-  2    11.9km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 南西　    4.5m 水道 （都）
8,200 262    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2    13.2km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 南西　     14m 水道 （都）
13,600 179    3:1   県道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1      11km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 北東　    5.5m 水道 （都）
5,000 360    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ1    14.5km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 北　　      4m 水道 （都）
6,100 118    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ1    13.5km 　　 　　

住宅 低層住宅の連担する一般
住宅地域

飯塚
上山田字サワラテ１２９０番３７

住宅 中規模一般住宅が多い山
手の住宅地域

飯塚
上山田字尾浦１９８番１１

住宅 一般住宅に営業所等も見
られる県道沿いの住宅地
域

飯塚
下山田字滝ヶ下４４７番８ほか２筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地の住宅地域

飯塚
上山田字西川１６８３番１４８ほか１
筆

工場 中規模工場、一般住宅の
ほか農地が多い工業地域

勝野
沼口字平ノ口１１７番１

工場、事務
所、倉庫

中規模工場で工業団地を
形成する工業地域

勝野
宮田字草葉５４２番３８ほか１筆

店舗兼住宅 中規模の小売店舗、飲食
店等が見られる県道沿い
の近隣型商業地域

勝野
福丸字錦２１９番４

住宅 中規模の農家住宅、一般
住宅が混在する住宅地域

勝野
小伏字片崩４９１番

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

勝野
福丸字錦２０３番２ほか１筆

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

勝野
龍徳字奥百合野８番７５

住宅 中規模の農家住宅が多く
農地も見られる農家住宅
地域

赤間
下有木字奥ノ畑１２６４番１

住宅 中規模一般住宅が多い旧
炭坑住宅街の中の新興住
宅地域

勝野
磯光字野入１２６９番６７
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 (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

嘉麻 嘉麻市 北東　    5.5m 水道 （都）
19,500 314    1:1   市道 ガス

　 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ1     1.3km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 西　　    9.5m 準都計
6,400 779    1:1.5 県道

　 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ2    13.5km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 東　　      6m 水道 （都）
14,700 255    1:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     4.7km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 西　　      5m 水道 準都計
19,400 214  1.5:1   市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     4.6km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 南東　      5m 水道 準都計
9,000 340    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     6.8km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 不整形 北西　    5.5m 水道 準都計
16,800 227    1:2.5 市道

　 (  70, 200)
(県)  - 10 Ｂ2     9.4km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 北　　      4m 水道 準都計
7,000 402    1:2   市道

　 (  70, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     5.8km 　　 　　

背面道
嘉麻 嘉麻市 台形 北東　    5.8m 水道 準都計

12,900 515    1:1.2 市道
　 (  70, 200)

(県)  - 12 Ｗ1     8.1km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 北　　      8m 水道 準都計
20,800 481    1:2   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     4.9km 　　 　　

嘉麻 嘉麻市 不整形 北西　    8.3m 水道 準都計
24,700 229    2:1   国道

　 (  70, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     9.2km 　　 　　

朝倉 朝倉市 南東　      5m 水道 （都）
36,200 467    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     600m 　　 　　

朝倉 朝倉市 北東　      5m 準都計
17,200 476    1:3   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     7.8km 　　 　　

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する古くからの住宅地
域

甘鉄甘木
宮野字町屋敷１９２７番

住宅 中規模一般住宅のほかア
パートも混在する住宅地
域

甘鉄甘木
甘木字木船１１９７番８

店舗 店舗、スーパーのほかに
一般住宅等が見られる商
業地域

桂川
大隈町字中川原２５４番１

店舗、住宅、
倉庫

店舗併用住宅、一般住宅
等が混在する県道沿いの
商業地域

桂川
飯田字ヲチタ１９０番

住宅 中規模一般住宅が多い既
存の住宅地域

桂川
牛隈字ウツキ添１４０５番３

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する既成住宅地域

桂川
下臼井字桟敷原５８５番１

住宅 一般住宅、寺院等が見ら
れる古くからの住宅地域

桂川
大隈町字森下１００５番１

住宅 農家住宅、一般住宅、農
地等が混在する住宅地域

桂川
西郷字ヒヤケ８５４番９ほか２筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

桂川
下臼井字古賀ノ谷１２７０番１９７

住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

下鴨生
漆生字山門５９８番１８

住宅 農家住宅と中規模一般住
宅が混在する住宅地域

桂川
馬見字本村７０９番１ほか１筆

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

下鴨生
鴨生字中ノ坪５００番１９
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 (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

朝倉 朝倉市 台形 南東　      8m 準都計
9,100 561    1:1.2 県道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     7.5km 　　 　　

朝倉 朝倉市 西　　    3.5m 水道 （都）
26,000 885    4:1   県道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｂ2     1.7km 　　 　　

朝倉 朝倉市 東　　    6.7m 水道 （都）
32,000 462    1:1.5 市道 １低専

　 (  40,  60)
(県)  -  5 Ｗ1 南西       2km 　　 　　

側道
朝倉 朝倉市 東　　      7m 水道 準都計

21,000 361    1:2   市道
　 (  60, 200)

(県)  -  6 Ｗ2     2.8km 　　 　　

朝倉 朝倉市 台形 西　　      5m 水道
10,700 477  1.5:1   県道

　
(県)  -  7 Ｗ2       7km 　　 　　

朝倉 朝倉市 台形 西　　    5.5m 準都計
14,200 563    1:2   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 ＬＳ2     5.2km 　　 　　

朝倉 朝倉市 北西　      4m 水道 準都計
13,000 232    1:1.5 市道

　 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     3.5km 　　 　　

朝倉 朝倉市 台形 南　　     20m 水道 （都）
61,500 310  2.5:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ3     600m 準防 　　

朝倉 朝倉市 北　　     10m 水道 準都計
32,500 522    1:1.5 国道

　 (  60, 200)
(県) 5-  2 Ｗ1     2.2km 　　 　　

朝倉 朝倉市 北東　      8m 準都計
26,000 195    1:2   国道

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2       8km 　　 　　

朝倉 朝倉市 不整形 北西　    8.6m （都）
28,000 838    1:1   県道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     1.1km 　　 　　

朝倉 朝倉市 不整形 西　　    8.5m 水道 （都）
15,500 19226    1:4.5 市道 工業

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 北     3.2km 　　 　　

側道

工場 中規模工場のほか住宅も
混在する工業地域

甘鉄甘木
屋永字西原４０７１番ほか２筆

店舗兼倉庫 工場、事務所、店舗等が
混在する地域

甘鉄甘木
牛木字大神田６８７番３ほか２筆

店舗兼住宅 店舗兼住宅が多い国道沿
いの近隣型商業地域

甘鉄甘木
比良松字古江６１３番４

店舗兼住宅 小売店舗のほかにスー
パー等がみられる国道沿
いの商業地域

筑後大石
杷木池田字神子田５３６番１０ほか１
筆

店舗兼住宅 小売店、飲食店、ガソリ
ンスタンド等が混在する
商業地域

甘鉄甘木
甘木字馬場口６７７番９ほか１筆

住宅 一般住宅のほか、農家住
宅も混在する住宅地域

筑後大石
杷木林田字鍛治屋前４１５番５

住宅 一般住宅と農家住宅等が
混在する住宅地域

甘鉄甘木
石成字原山１７０番１０

住宅 農家住宅が多く見られる
古くからの住宅地域

筑後大石
杷木志波字井手ノ上１６５２番２

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

筑後大石
杷木寒水字口ノ下３５番１

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

甘鉄甘木
堤字大坪９７１番２

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

甘鉄甘木
一木字東屋敷１９４番１

住宅 農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

甘鉄甘木
大庭字後園３６９８番２
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 (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
(㎡)

みやま みやま市 西　　      4m 水道 （都）
21,900 220    1:1.2 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.6km 　　 　　

背面道
みやま みやま市 南　　      6m 水道 （都）

13,300 398    1:2.5 市道
　 (  70, 200)

(県)  -  2 Ｗ2 東     3.7km 　　 　　
側道

みやま みやま市 台形 北　　      5m 水道 （都）
21,100 165  1.5:1   市道 １住居

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

みやま みやま市 東　　    7.5m 水道 準都計
11,600 901    1:1.2 市道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ1 北     5.1km 　　 　　

側道
みやま みやま市 北西　      4m 水道 準都計

8,450 414  1.2:1   市道
　 (  70, 200)

(県)  -  5 Ｗ2     7.9km 　　 　　

みやま みやま市 北　　      6m 水道
23,300 259    1:1   市道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     600m 　　 　　

みやま みやま市 北　　      9m 水道
21,000 307    1:2   県道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.8km 　　 　　

みやま みやま市 南東　    5.8m 水道 準都計
12,500 326  1.5:1   市道

　 (  70, 200)
(県)  -  8 Ｗ1     4.2km 　　 　　

みやま みやま市 西　　    4.8m 水道
22,000 194    1:1.5 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     370m 　　 　　

みやま みやま市 北　　     10m 水道 （都）
34,500 922  1.5:1   県道 商業

　 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ5     330m 準防 　　

背面道
みやま みやま市 南西　    6.5m 水道 準都計

21,900 217    1:2.5 国道
　 (  70, 200)

(県) 5-  2 Ｗ2     4.8km 　　 　　

みやま みやま市 台形 南東　   11.5m 水道 （都）
30,500 3451    1:3   国道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2       2km 　　 　　

背面道

住宅 一般住宅が多い役場に近
い住宅地域

瀬高
瀬高町下庄字西婦計８６４番１１

住宅 農家住宅の中に一般住
宅、農地が見られる古く
からの住宅地域

瀬高
瀬高町大草字東屋敷１５１７番

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

瀬高
瀬高町小川字合ノ瀬１００８番１２

住宅 一般住宅の中に店舗併用
住宅、農地等が混在する
住宅地域

瀬高
山川町立山字野添４３７番１

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅も見られる住宅地域

瀬高
山川町重冨字勝負谷２９０番

住宅 中規模の一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

渡瀬
高田町濃施字野添６４３番２０

住宅 一般住宅の中に店舗等が
見られる住宅地域

渡瀬
高田町今福字町１４６番１

住宅 農家住宅、農地等が見ら
れる住宅地域

渡瀬
高田町田尻字干渡１６７８番

住宅 一般住宅の中に事務所等
がみられる住宅地域

西鉄渡瀬
高田町下楠田字渡瀬１６６９番５

店舗兼共同住
宅

中小規模の小売店舗が建
ち並ぶ商業地域

瀬高
瀬高町下庄字北原２２１０番２

店舗兼住宅 小売店舗のほかに一般住
宅等が見られる路線商業
地域

瀬高
山川町尾野字福原２１２３番１

店舗兼事務所 自動車販売会社、店舗等
が建ち並ぶ路線商業地域

瀬高
瀬高町下庄字京手５２３番１ほか１筆
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 (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
(㎡)

みやま みやま市 不整形 北東　     10m 水道 準都計
5,260 3053    1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県) 9-  1     9.9km 　　 　　

三方路
みやま みやま市 東　　    3.5m 水道 「調区」

9,700 406  1.5:1   市道
　 (  70, 200)

(県)10-  1 Ｗ2     2.5km 　　 　　

糸島 糸島市 南　　      4m 水道
45,300 162    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 　　 　　

糸島 糸島市 北　　      6m 水道
49,600 254    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

糸島 糸島市 北東　      6m 水道
46,700 263    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     370m 　　 　　

糸島 糸島市 北西　    6.7m 水道
49,000 239    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     400m 　　 　　

糸島 糸島市 西　　      4m 水道
49,000 234    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2       1km 　　 　　

糸島 糸島市 南東　    5.3m 水道
43,600 165  1.5:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     1.4km 　　 　　

糸島 糸島市 東　　      8m 水道
44,100 1433    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 ＲＣ3 北     1.5km 　　 　　

側道
糸島 糸島市 南西　    3.5m 水道 （都）

20,000 248    1:1.5 市道
　 (  60, 200)

(県)  -  8 ＬＳ2     220m 　　 　　

糸島 糸島市 北西　      6m 水道 （都）
32,100 214  1.2:1   市道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     400m 　　 　　

糸島 糸島市 南西　      6m 水道 （都）
27,200 207    1:1.5 市道 ２低専

　 (  60, 100)
(県)  - 10 ＬＳ2     700m 　　 　　

工場 中規模の工場が建ち並ぶ
内陸型の工業地域

瀬高
山川町北関字道念９４０番８ほか１筆

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

開
高田町永治字源七開８３１番１ほか１
筆

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

筑前前原
篠原東１丁目６５１番７

「篠原東１－４－１１」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

筑前前原
南風台３丁目３５番

「南風台３－６－３」

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

加布里
神在字浜ノ園１０５０番３４

住宅 周辺に空地等の残る一般
住宅の多い住宅地域

波多江
波多江駅北３丁目１５０番１８

「波多江駅北３－３－３３」

住宅 中規模一般住宅の中に空
地が見られる住宅地域

筑前前原
前原東３丁目１３８６番１５

「前原東３－１５－５」

住宅 小規模建売住宅が多い住
宅地域

波多江
潤４丁目５３１番１

「潤４－１－２５」

共同住宅 中規模一般住宅、マン
ション等の混在する住宅
地域

筑前前原
浦志２丁目２８６番１

「浦志２－４－３０」

住宅 農家住宅、一般住宅等が
混在する住宅地域

大入
二丈福井字新田２４６４番２

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

筑前深江
二丈深江字松原添１０３６番３４

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

一貴山
二丈武字北武３５２番１６
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 (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
(㎡)

糸島 糸島市 北　　    4.5m 水道 （都）
26,600 323    1:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     500m 　　 　　

糸島 糸島市 南東　      4m 水道 （都）
8,500 368    1:1.5 市道

　 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     350m 　　 　　

糸島 糸島市 東　　      6m 水道
33,600 219    1:1   市道 ガス ２低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     2.6km 　　 　　

糸島 糸島市 北東　      6m 水道
26,300 231  1.5:1   市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     3.7km 　　 　　

糸島 糸島市 南　　     12m 水道
128,000 312    1:1.5 市道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ2     100m 準防 　　

糸島 糸島市 南東　     13m 水道 （都）
32,500 351    1:1.2 国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  2 ＲＣ2 南西 近接 準防 　　

側道
糸島 糸島市 南　　   10.5m 水道

82,500 1144    1:1.5 国道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ1     1.3km 　　 　　

糸島 糸島市 北東　    4.5m 水道 「調区」
27,000 727    1:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     1.5km 　　 　　

糸島 糸島市 南　　    3.5m 水道 「調区」
13,500 289    1:1.5 市道

　 (  50,  80)
(県)10-  2 Ｗ2     8.6km 　　 　　

糸島 糸島市 台形 南　　    3.5m 水道 「調区」
12,900 320    1:1   市道

　 下水 (  60, 200)
(県)10-  3 Ｗ2    10.5km 　　 　　

糸島 糸島市 北東　    3.8m 水道 「調区」
14,900 191    1:2   市道

　 (  70, 200)
(県)10-  4 Ｗ2       8km 　　 　　

糸島 糸島市 南西　      4m 「調区」
20,000 165    1:1.5 市道

　 (  50,  80)
(県)10-  5 Ｗ2     3.5km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

筑前深江
二丈深江字東町５８１番８

住宅 農家住宅が多い山ろくの
住宅地域

鹿家
二丈鹿家字帯石１８０７番

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

筑前前原
志摩稲葉７３番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

筑前前原
志摩井田原字新開７６番１８外

店舗兼診療所 小売店舗等が建ち並ぶ駅
前商業地域

筑前前原
前原中央２丁目３７３番４

「前原中央２－５－１８」

店舗兼住宅 小売店舗、農協、一般住
宅等が混在する駅前の商
業地域

福吉
二丈吉井字西古川４０８６番１４ほか
３筆

事務所兼工場 低層店舗、営業所、パチ
ンコ店等が建ち並ぶ商業
地域

筑前前原
浦志２丁目３０１番４

「浦志２－１４－１２」

住宅 農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

波多江
板持字西福１１６番１

住宅 農家住宅の中に漁家住宅
が見られる住宅地域

筑前前原
志摩野北字冷田２０１９番

住宅 農家住宅が建ち並ぶ古く
からの住宅地域

筑前前原
志摩芥屋字東３８３番

農家住宅 農家住宅の中に漁家住宅
も見られる住宅地域

筑前前原
志摩岐志字基３８４番

住宅 小規模一般住宅と農家と
農家住宅が混在する住宅
地域

筑前前原
志摩馬場字松ヶ元１５６番１５
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 (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
(㎡)

那珂川 筑紫郡那珂川町 北東　      5m 水道
58,900 222    1:1.2 町道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  1 Ｗ2     2.2km 　　 　　

那珂川 筑紫郡那珂川町 南　　      6m 水道
76,000 193  1.2:1   町道 ガス ２低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     700m 　　 　　

那珂川 筑紫郡那珂川町 西　　    4.5m
27,000 190  1.5:1   町道

　
(県)  -  3 Ｗ2     7.4km 　　 　　

那珂川 筑紫郡那珂川町 南東　      6m 水道
50,900 165    1:1   町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     3.4km 　　 　　

那珂川 筑紫郡那珂川町 南西　      8m 水道
67,500 363    1:2   町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ1     1.3km 　　 　　

那珂川 筑紫郡那珂川町 東　　     16m 水道
125,000 596  1.5:1   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ4 南     300m 準防 　　

側道
那珂川 筑紫郡那珂川町 南東　    7.4m 「調区」

29,400 471  1.5:1   県道
　 下水 (  60, 200)

(県)10-  1 Ｗ2     3.5km 　　 　　

宇美 糟屋郡宇美町 北西　    5.2m 水道 （都）
49,200 186    1:1.2 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.9km 　　 　　

宇美 糟屋郡宇美町 北西　      6m 水道 （都）
43,000 148    2:1   町道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2 北東     900m 　　 　　

側道
宇美 糟屋郡宇美町 台形 南　　      6m 水道 （都）

43,700 241    1:1   町道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  3 Ｗ2     1.2km 　　 　　

宇美 糟屋郡宇美町 南　　      6m 水道 （都）
40,500 201    1:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  4 Ｗ2     2.4km 　　 　　

宇美 糟屋郡宇美町 北東　     11m 水道 （都）
69,000 850  1.2:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     1.6km 準防 　　

住宅 中規模の戸建住宅が多い
住宅地域

博多南
片縄北２丁目３４５番１３

「片縄北２－１４－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

博多南
今光３丁目２４７番

住宅 農地、農家住宅の中に開
発された小規模住宅地域

博多南
大字南面里字田久保２４２番５

住宅 小規模の戸建住宅が建ち
並ぶ郊外の住宅地域

博多南
西隈２丁目４６番８

「西隈２－５－１８」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

博多南
松木２丁目２２９番

店舗兼共同住
宅

低層店舗、店舗付共同住
宅等が多い路線商業地域

博多南
中原２丁目１１番

住宅 農地の中に中規模農家住
宅が点在する住宅地域

博多南
大字上梶原字楠木７６７番２

住宅 中規模一般住宅を中心と
した住宅地域

宇美
光正寺２丁目４４９７番６

「光正寺２－９－８」

住宅 小規模一般住宅を中心と
した住宅地域

宇美
貴船２丁目６６８番８

「貴船２－１８－１」

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

宇美
若草１丁目３３０４番６４８ほか１筆

「若草１－７－１５」

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

宇美
とびたけ１丁目１５５６番３５５

「とびたけ１－１２－１８」

店舗 低層の小売店舗、飲食店
舗等が建ち並ぶ県道沿い
の路線商業地域

宇美
光正寺１丁目４４３５番１

「光正寺１－４－５８」

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

��



 (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
(㎡)

宇美 糟屋郡宇美町 南東　     10m 水道 （都）
23,200 8572    1:2   町道 工専

　 下水 (  40, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1     1.1km 　　 　　

背面道
篠栗 糟屋郡篠栗町 北　　    6.5m 水道

56,500 1104    1:2   町道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 ＲＣ6     1.3km 　　 　　

篠栗 糟屋郡篠栗町 北東　    5.9m 水道
49,500 351    1:1   町道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ1     800m 　　 　　

篠栗 糟屋郡篠栗町 南　　      3m 水道
42,900 171    1:1.2 町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.4km 　　 　　

篠栗 糟屋郡篠栗町 北　　     12m 水道
70,800 631  1.5:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2 西     800m 準防 　　

側道
篠栗 糟屋郡篠栗町 南　　     12m 水道

69,500 831    1:1.2 県道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ1     630m 　　 　　

篠栗 糟屋郡篠栗町 西　　      3m 水道 「調区」
34,300 879  1.2:1   町道

　 下水 (  60, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     1.6km 　　 　　

志免 糟屋郡志免町 南東　      6m 水道
56,400 178    1:1.2 町道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     6.2km 　　 　　

志免 糟屋郡志免町 南　　    4.4m 水道
58,300 288    1:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ2     5.6km 　　 　　

志免 糟屋郡志免町 南　　      7m 水道
61,800 247    1:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ2     4.7km 　　 　　

志免 糟屋郡志免町 南西　    6.5m 水道
66,500 341    1:1   町道 １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     4.8km 　　 　　

志免 糟屋郡志免町 南東　      8m 水道
78,000 331  1.5:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     1.6km 準防 　　

倉庫 大中規模の工場や倉庫が
建ち並ぶ内陸型工業団地

宇美
大字宇美字安楽寺３３８１番１１ほか
１筆

事務所兼共同
住宅

一般住宅、アパート、マ
ンション等が混在する既
成住宅地域

篠栗
大字尾仲字大 ５１７番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

篠栗
大字篠栗字山崎４６５５番１０

住宅 周辺に農地が残る中規模
一般住宅と農家住宅が混
在する地域

篠栗
大字津波黒字イテリウ２８０番４

診療所 店舗、事務所、営業所等
が建ち並ぶ県道沿いの路
線商業地域

篠栗
大字尾仲字曲り４２５番１ほか１筆

事務所兼工場 自動車販売店、店舗、営
業所等が建ち並ぶ県道沿
いの地域

門松
大字乙犬字平石９８２番４

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅が混在する住宅地域

篠栗
大字金出字屋敷３４８４番

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

福岡空港
田富１丁目２６０番５０

「田富１－１０－８」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

福岡空港
桜丘２丁目３７番

「桜丘２―５―１３」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

福岡空港
向ヶ丘２丁目１８２７番６９

「向ヶ丘２－１５－４」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

福岡空港
志免３丁目１４１０番２

「志免３－６－３」

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ路
線商業地域

福岡空港
大字別府字出料２１１番１５ほか１筆

「別府１－２１－６」
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 (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
(㎡)

志免 糟屋郡志免町 台形 南西　     11m 水道
69,000 1475    1:1.5 県道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1       1km 　　 　　

須恵 糟屋郡須恵町 西　　    4.5m 水道 （都）
45,600 256    1:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  1 Ｗ2     1.5km 　　 　　

須恵 糟屋郡須恵町 南西　    5.6m 水道 （都）
44,200 192    1:1.5 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

須恵 糟屋郡須恵町 東　　      6m 水道 （都）
40,100 201  1.2:1   町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     600m 　　 　　

須恵 糟屋郡須恵町 台形 北東　     15m 水道 （都）
63,000 1228  1.5:1   県道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＳＲＣ2     320m 準防 　　

三方路
須恵 糟屋郡須恵町 東　　     20m 水道 （都）

39,300 6610    1:3.5 県道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ2     1.1km 　　 　　
三方路

須恵 糟屋郡須恵町 台形 東　　      7m 水道 （都）
27,100 10410    1:1.5 町道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     1.5km 　　 　　

新宮 糟屋郡新宮町 北東　      5m 水道
59,500 221    1:1.5 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     850m 　　 　　

新宮 糟屋郡新宮町 南西　    4.4m 水道
54,200 156  1.2:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     770m 　　 　　

新宮 糟屋郡新宮町 台形 東　　    5.5m 水道
34,600 823    1:1.2 県道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.1km 　　 　　

新宮 糟屋郡新宮町 北西　    4.7m 水道
23,200 210    1:1.5 町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     5.9km 　　 　　

新宮 糟屋郡新宮町 南東　      5m 水道
94,000 142    1:1.2 町道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     170m 準防 　　

事務所兼倉庫 工場、倉庫、事務所等が
混在する工業地域

福岡空港
大字別府字五斗蔵６６７番２

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

須恵
大字須恵字火焼３４６番６３

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

須恵中央
大字旅石字佛ノ浦１１５番４０６

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の住宅地域

酒殿
大字植木字寺浦１９７９番４４

店舗兼共同住
宅

沿道型の商業施設が多い
路線商業地域

須恵中央
大字須恵字サル田１０７０番２

事務所兼倉庫 空地の見られる店舗、倉
庫等の混在地域

須恵
大字植木字尾黒１８１番１４ほか２筆

工場 中規模工場、倉庫、営業
所等が混在する工業地域

新原
大字上須恵字岩ノ下１３５６番１

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

福工大前
美咲３丁目６３９番２２

「美咲３－７－５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

福工大前
夜臼２丁目３０２番６

「夜臼２－３－１３」

住宅 農漁家住宅が多い漁港に
近い住宅地域

西鉄新宮
大字湊字中地３３３番１

住宅 中規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

福工大前
大字立花口字左屋２２９２番５９

店舗兼住宅 低層店舗兼住宅等が多い
駅前の近隣商業地域

福工大前
美咲２丁目１６２１番６

「美咲２－１０－８」
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 (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
(㎡)

新宮 糟屋郡新宮町 北東　     25m 水道
89,300 759    1:1.2 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     1.9km 準防 　　

新宮 糟屋郡新宮町 東　　     10m 水道
30,000 1299  1.2:1   県道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 ＬＳ1 南     5.4km 　　 　　

側道
新宮 糟屋郡新宮町 南西　   12.4m 水道

33,000 3416    1:1.5 町道 工専
　 (  60, 200)

(県) 9-  1 Ｓ2     900m 　　 　　

新宮 糟屋郡新宮町 南東　    4.3m 水道 「調区」
18,900 714    1:1.5 町道

　 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     3.9km 　　 　　

久山 糟屋郡久山町 南　　      6m 水道
42,700 261    1:1   町道 ガス ２低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     4.5km 　　 　　

久山 糟屋郡久山町 南東　      6m 水道
44,000 544    1:1   町道 ２低専

　 下水 (  60,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     3.5km 　　 　　

久山 糟屋郡久山町 北西　    3.5m 水道 「調区」
43,000 524    1:1.2 町道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ1     3.9km 　　 　　

久山 糟屋郡久山町 北西　      5m 水道 「調区」
34,500 544    1:1.5 町道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  2 Ｗ2     3.7km 　　 　　

久山 糟屋郡久山町 北西　    7.6m 水道 「調区」
21,500 279  1.5:1   町道

　 (  50,  80)
(県)10-  3 Ｗ1       5km 　　 　　

粕屋 糟屋郡粕屋町 西　　      4m 水道
63,500 206    1:1.2 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     300m 　　 　　

粕屋 糟屋郡粕屋町 南東　    5.1m 水道
57,600 311    1:2   町道 ２低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     440m 　　 　　

粕屋 糟屋郡粕屋町 南　　      4m 水道
39,600 1189    1:1.5 町道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     830m 　　 　　

店舗 小売店舗、飲食店舗等が
建ち並ぶ県道沿いの路線
商業地域

福工大前
大字三代字大森８３１番２ほか１筆

事務所兼倉庫 中小規模の工場、倉庫等
が混在する県道沿いの工
業地域

福工大前
大字立花口字日焼４０９番１

倉庫兼事務所 中規模工場、倉庫等が多
い工業地域

ししぶ
大字上府字北尾１５６１番１６ほか１
筆

住宅 農家住宅が多い郊外の住
宅地域

福工大前
大字立花口字屋敷１２３９番

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な分譲住宅地域

土井
大字山田字石切３９９番４１２

住宅 中規模農家住宅等が建ち
並ぶ既成住宅地域

土井
大字山田字大城戸１６５６番

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

土井
大字久原字天神面３７０４番２

住宅 農家住宅、一般住宅、農
地等が混在する農村住宅
地域

土井
大字久原字木寄３０９２番

住宅 農家住宅、一般住宅、農
地等が混在する住宅地域

土井
大字山田字石切３９３番７１ほか１筆

住宅 一般住宅、共同住宅、事
業所等が混在する住宅地
域

長者原
大字仲原字上敷縄１６番１０

住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ既成住宅地域

原町
大字仲原字池ノ内２０３８番５

住宅 一般住宅、農家住宅、農
地等が混在する住宅地域

門松
大字大隈字榮松１３１１番１
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 (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
(㎡)

粕屋 糟屋郡粕屋町 不整形 南東　     13m 水道
77,000 213    1:2.5 県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     400m 準防 　　

粕屋 糟屋郡粕屋町 北西　    6.5m 水道
62,000 1231    1:3   町道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ3     650m 　　 　　

粕屋 糟屋郡粕屋町 北東　    4.3m 水道 「調区」
43,300 403    1:1.2 町道

　 下水 (  60, 100)
(県)10-  1 Ｓ2     1.1km 　　 　　

芦屋 遠賀郡芦屋町 北西　      4m 水道 （都）
30,500 132    1:1.5 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     5.3km 　　 　　

芦屋 遠賀郡芦屋町 南西　      5m 水道 （都）
28,000 187    1:2   町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     6.5km 　　 　　

芦屋 遠賀郡芦屋町 南　　      6m 水道 （都）
24,700 331    1:2   町道 ２低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ1     7.5km 　　 　　

芦屋 遠賀郡芦屋町 東　　      4m 水道 （都）
24,000 168    1:1.5 町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     4.7km 　　 　　

芦屋 遠賀郡芦屋町 北東　      6m 水道 （都）
31,600 171    1:3.5 国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     6.3km 準防 　　

芦屋 遠賀郡芦屋町 西　　      4m 水道 （都）
27,000 321    1:1   町道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ1       6km 　　 　　

水巻 遠賀郡水巻町 東　　      5m 水道 （都）
38,000 153  1.2:1   町道 ガス １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     350m 　　 　　

水巻 遠賀郡水巻町 北　　    4.3m 水道 （都）
29,800 192    1:1.2 町道 ガス １低専

　 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ2     1.7km 　　 　　

水巻 遠賀郡水巻町 南東　      8m 水道 （都）
32,000 232    1:1.5 町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     2.8km 　　 　　

店舗兼住宅 小売店舗、営業所等が建
ち並ぶ商業地域

長者原
大字長者原字ミセ２３６番４ほか２筆

事務所 中規模工場、倉庫、営業
所等が混在する工業地域

柚須
大字仲原字釜屋２７２９番４

住宅 農家住宅、一般住宅が多
い既成住宅地域

伊賀
大字江辻字大地田４０９番１ほか２筆

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

遠賀川
高浜町３０８７番７８

「高浜町２２－６」

住宅 小規模一般住宅のほか小
売店舗もみられる住宅地
域

遠賀川
西浜町２１２９番

「西浜町６―９」

住宅 一般住宅のなかに農地等
も見られる住宅地域

水巻
大字山鹿字亀ノ甲１２１５番６

住宅 中規模一般住宅のほか空
地も多い住宅地域

遠賀川
大字芦屋字下ノ辻３１０４番６

店舗兼住宅 日用雑貨店のほか住宅等
も混在する商業地域

遠賀川
中ノ浜１９２４番

「中ノ浜５―４６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

水巻
山鹿２２９３番５７

「山鹿３９－３０」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ利便性のよい区画整
然とした住宅地域

水巻
頃末南１丁目５８５番１０１

「頃末南１－１３－２」

住宅 中規模一般住宅に農地等
も見られる郊外の住宅地
域

水巻
二東１丁目３１７番９

「二東１－１４－８」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

水巻
樋口１３６８番６

「樋口１－８」
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 (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
(㎡)

水巻 遠賀郡水巻町 北西　    4.5m 水道 （都）
30,200 180    1:1.5 町道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  4 Ｗ2       4km 　　 　　

水巻 遠賀郡水巻町 北西　     14m 水道 （都）
48,100 219    1:2   町道 商業

　 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｗ2     700m 準防 　　

水巻 遠賀郡水巻町 西　　    9.3m 水道 （都）
29,000 1585    1:2   町道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     940m 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 南　　      5m 水道 （都）
24,000 211    1:1.5 町道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  1 Ｗ2     2.7km 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 南　　      6m 水道 （都）
32,000 269  1.2:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ1     2.5km 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 台形 北　　      6m 水道 （都）
26,700 215    1:1.2 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     900m 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 南東　    4.5m 水道 （都）
27,300 325    1:1   町道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  4 Ｗ2     1.3km 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 南　　      4m 水道 （都）
23,800 328  1.5:1   町道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  5 Ｗ1     2.3km 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 台形 西　　      5m 水道 （都）
20,300 644    1:1.2 町道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     3.7km 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 北東　    4.5m （都）
17,300 458    1:3   町道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     6.9km 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 南東　    6.3m 水道 （都）
11,300 2225    1:1.2 町道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県) 3-  1     1.5km 　　 　　

岡垣 遠賀郡岡垣町 北西　   22.5m 水道 （都）
47,300 600    2:1   町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     2.9km 　　 　　

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ既成住宅地域

水巻
猪熊８丁目１００２番５

「猪熊８―２―５８」

店舗 中規模小売店舗に事務所
等が混在する近隣商業地
域

水巻
頃末北１丁目１０３９番５ほか１筆

「頃末北１－７－２」

倉庫兼作業所 中小規模の営業所、倉
庫、住宅等が混在する工
業地域

水巻
立屋敷１丁目３４６番１

「立屋敷１－１３－１５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

海老津
吉木東１丁目１１２９番８

「吉木東１－３４－１２」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ高台
の区画整然とした住宅地
域

海老津
旭台２丁目５６０番５６９

「旭台２－１２－１０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

海老津
海老津駅南２丁目１００８番２２

「海老津駅南２－８－９」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

海老津
南高陽３９２番１７８

「南高陽１－９」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ分譲住宅地域

海老津
山田峠１丁目１番６４

「山田峠１－７－９」

住宅 一般住宅も多く見うけら
れる農家住宅地域

海老津
大字糠塚字本村６０１番２

住宅 中規模農家住宅が多い古
くからの住宅地域

海老津
大字原字一ノ井手６１２番２

田 田畑等が多い既成住宅地
域に隣接する地域

海老津
東山田１丁目３１２番１

店舗 沿道サービス店舗、医
院、飲食店等が立地する
主要道沿いの商業地域

海老津
鍋田１丁目４３５番１５０

「「鍋田１－２－１５」」
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 (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
(㎡)

遠賀 遠賀郡遠賀町 北　　      7m 水道 （都）
36,000 330  1.5:1   町道 １低専

　 (  40,  60)
(県)  -  1 Ｗ2     700m 　　 　　

遠賀 遠賀郡遠賀町 南　　      6m 水道 （都）
28,400 224    1:1.5 町道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ2     3.3km 　　 　　

遠賀 遠賀郡遠賀町 北東　    4.5m 水道 （都）
30,800 303  1.2:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ2     2.2km 　　 　　

遠賀 遠賀郡遠賀町 東　　      6m 水道 （都）
22,400 210    1:1.2 町道 ガス

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     3.5km 　　 　　

遠賀 遠賀郡遠賀町 東　　     25m 水道 （都）
59,100 2210  1.2:1   県道 ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     930m 　　 　　

背面道
遠賀 遠賀郡遠賀町 南東　      9m 水道 （都）

25,200 1213  1.5:1   町道 準工
　 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ1       2km 　　 　　

小竹 鞍手郡小竹町 台形 北西　      5m 水道 （都）
10,800 292    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.7km 　　 　　

小竹 鞍手郡小竹町 不整形 南西　      3m 水道 （都）
9,200 343    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.7km 　　 　　

小竹 鞍手郡小竹町 西　　    4.2m 水道 （都）
14,400 179  1.2:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.3km 　　 　　

小竹 鞍手郡小竹町 台形 南　　    6.5m 水道 （都）
9,300 516    3:1   県道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ1     2.1km 　　 　　

小竹 鞍手郡小竹町 北　　     13m 水道 （都）
16,500 373    1:1.5 県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1 東     1.4km 　　 　　

側道
小竹 鞍手郡小竹町 台形 南西　    7.5m 水道 （都）

6,150 42777    1:4   町道
　 (  70, 200)

(県) 9-  1 北西     2.4km 　　 　　
側道

住宅 大中規模一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

遠賀川
広渡１丁目１７５０番８

「広渡１－２－９」

住宅 区画整然とした大規模分
譲住宅団地内の一般住宅
地域

遠賀川
田園３丁目１２２４番１７３

「田園３－２０－７」

住宅 一般住宅が多い区画整然
とした住宅地域

遠賀川
浅木２丁目６１７番２３

「浅木２－７－３」

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

遠賀川
芙蓉１丁目８４２番７０

「芙蓉１－５－３」

店舗兼作業所 低層店舗が多い県道沿い
の路線商業地域

遠賀川
大字今古賀字前見６３１番２ほか１筆

工場兼事務所 中小規模の工場、事務所
等のほか農地がみられる
工業地域

遠賀川
大字別府字出口３４７８番

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

勝野
大字御徳字雀堂１７９５番１０

住宅 中規模農家住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

勝野
大字南良津字丸山１９８９番８

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

小竹
大字勝野字名免町２８３８番１１

住宅 一般住宅、農家住宅等が
混在する既成住宅地域

小竹
大字新多字上日１７１番１ほか２筆

店舗 店舗併用住宅、一般住宅
等が混在する路線商業地
域

小竹
大字新多字十二割１５１１番７ほか２
筆

工場 中規模工場、倉庫等のほ
かに空地の見られる工業
地域

勝野
大字御徳字口伝ヶ浦１６７３番５
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 (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
(㎡)

鞍手 鞍手郡鞍手町 西　　    4.9m 水道 （都）
19,100 274  1.5:1   町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     2.8km 　　 　　

鞍手 鞍手郡鞍手町 南　　    4.5m 水道 （都）
13,800 581    1:2.5 町道

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     4.6km 　　 　　

鞍手 鞍手郡鞍手町 台形 北西　    5.5m 水道 （都）
8,200 437  1.5:1   町道

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2 南西     5.7km 　　 　　

側道
鞍手 鞍手郡鞍手町 台形 南西　    4.5m 水道 （都）

15,800 307  1.2:1   町道
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  4 Ｗ2     3.1km 　　 　　

鞍手 鞍手郡鞍手町 不整形 北　　    6.5m 水道 （都）
24,200 527    1:1.5 町道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2 北東     1.9km 準防 　　

側道
鞍手 鞍手郡鞍手町 不整形 東　　   10.9m 水道 （都）

12,600 10684    2:1   県道 工業
　 (  60, 200)

(県) 9-  1     3.5km 　　 　　
三方路

桂川 嘉穂郡桂川町 南　　      6m 水道 （都）
23,100 224    1:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.8km 　　 　　

桂川 嘉穂郡桂川町 南　　      5m 水道 （都）
15,900 174    1:1.5 道路 ２低専

　 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     3.7km 　　 　　

桂川 嘉穂郡桂川町 北西　      5m 水道 （都）
15,700 343    1:1.5 町道 １低専

　 (  40,  60)
(県)  -  3 Ｗ2     4.5km 　　 　　

桂川 嘉穂郡桂川町 南東　      5m 水道 （都）
18,200 202  1.2:1   町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.5km 　　 　　

桂川 嘉穂郡桂川町 南　　      5m 水道 （都）
31,500 249    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2 東 近接 　　 　　

側道
桂川 嘉穂郡桂川町 南西　   11.5m 水道 （都）

6,800 10052    2:1   町道 工専
　 (  60, 200)

(県) 9-  1     2.6km 　　 　　
背面道

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

鞍手
大字中山字唐ケ崎３５１８番２５

住宅 一般住宅を中心に農家住
宅や併用住宅も散見され
る住宅地域

筑前植木
大字新北字田崎１０７８番１ほか１筆

住宅 中規模の農家住宅が見ら
れる郊外の既成住宅地域

鞍手
大字八尋字井尻７９７番

住宅 一般住宅、農家住宅に小
規模店舗も混在する既成
住宅地域

筑前垣生
大字木月字柏田１２０４番１ほか３筆

店舗兼住宅 専門店、店舗併用住宅等
が混在する既成商業地域

鞍手
大字中山字 崎２３３４番２２ほか１
筆

工場 中規模工場、倉庫等が建
ち並ぶ工業地域

筑前垣生
大字木月字石堀場２０３７番９ほか１
筆

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

桂川
大字土居字大川田１５５番２８

住宅 中規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

桂川
大字土師字集り２３１１番５

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

桂川
大字土師字笹尾２８番３９０

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

桂川
大字土居字戸石ケ坂１０２９番９

店舗兼住宅 駅前の小売店舗、住宅が
混在する商業地域

桂川
大字豆田字深町１３１番６

工場 中規模工場が多い工業地
域

桂川
大字吉隈字石川４３０番３３
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 (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
(㎡)

筑前 朝倉郡筑前町 南東　      4m （都）
27,400 199    1:1   町道 １住居

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

筑前 朝倉郡筑前町 西　　    4.6m （都）
28,500 230    1:1   町道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 Ｗ2     4.3km 　　 　　

筑前 朝倉郡筑前町 北　　      6m 水道 （都）
29,100 209    1:1   町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     150m 　　 　　

筑前 朝倉郡筑前町 不整形 西　　      5m （都）
17,900 335    2:1   町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     4.8km 　　 　　

筑前 朝倉郡筑前町 東　　    4.3m （都）
34,000 124    1:1.2 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.8km 　　 　　

筑前 朝倉郡筑前町 北東　      6m （都）
25,600 203  1.2:1   町道 ２低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     3.4km 　　 　　

筑前 朝倉郡筑前町 南西　   10.5m （都）
36,000 878    1:2   県道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     1.9km 　　 　　

背面道
筑前 朝倉郡筑前町 台形 北東　     11m （都）

29,400 518    1:2   国道
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  2 Ｓ2     5.5km 　　 　　

筑前 朝倉郡筑前町 台形 南　　     10m 水道 （都）
28,900 2783    1:2.5 国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ1     550m 　　 　　

三方路
東峰 朝倉郡東峰村 不整形 北　　    2.5m 水道

5,350 863    1:2.5 村道
　

(県)  -  1 Ｗ1 東    11.1km 　　 　　
側道

東峰 朝倉郡東峰村 南西　    4.5m 水道
4,300 668    2:1   村道

　
(県)  -  2 Ｗ2     5.2km 　　 　　

東峰 朝倉郡東峰村 台形 東　　     13m 水道
8,200 427    2:1   県道

　
(県)  -  3 Ｗ2       2km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

高田
依井字宮崎９８６番２９

住宅 一般住宅の中に町営住宅
や空地もある住宅地域

津古
篠隈字鴨牟田２２５番１１５

住宅 中規模の建売住宅が建ち
並ぶ新興住宅地域

山隈
山隈字西三丁牟田１５８３番７０

住宅 一般住宅と農家住宅が混
在する既成住宅地域

山隈
当所字宮ノ前２３８番２

住宅 中小規模一般住宅の中に
空地もある国道に近い住
宅地域

筑紫
二字古堤１２０番１２

住宅 中規模分譲住宅が建ち並
ぶ郊外の閑静な住宅地域

津古
中牟田字野中１５６番１

店舗 小売り店舗等が建ち並ぶ
路線商業地域

甘鉄甘木
依井字橋ヶ下４９２番１

店舗兼住宅 沿道サービス店舗等が見
られる国道沿いの路線商
業地域

津古
長者町字小牟田４７４番２

事務所兼倉庫 営業所、工場、倉庫等が
混在する国道沿いの地域

太刀洗
高田字下田２５０８番１

住宅 中規模一般住宅、農家住
宅等が点在する住宅地域

大行司
大字小石原字内野１０２３番１

住宅 山裾に農家住宅が点在す
る住宅地域

大行司
大字小石原鼓字梶原１６６０番１ほか
１筆

住宅 農家住宅が点在する県道
沿いの住宅地域

大行司
大字宝珠山字桑ノサコ２１１６番２
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 (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

東峰 朝倉郡東峰村 不整形 南西　      6m 水道
5,320 671    1:3   村道

　
(県)  -  4 Ｗ2     900m 　　 　　

東峰 朝倉郡東峰村 西　　      8m 水道
16,600 239    3:1   国道

　
(県) 5-  1 Ｗ2 北    11.1km 　　 　　

側道
東峰 朝倉郡東峰村 南　　      8m 水道

15,200 130    1:1.5 国道
　

(県) 5-  2 ＬＳ2     200m 　　 　　

大刀洗 三井郡大刀洗町 北西　      5m 水道 （都）
33,200 191    1:1   町道 ２低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     660m 　　 　　

大刀洗 三井郡大刀洗町 北東　    4.5m 水道 （都）
27,100 256    1:1   町道 ガス ２低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     450m 　　 　　

大刀洗 三井郡大刀洗町 北　　      9m 水道 （都）
19,200 549    1:3   国道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     2.4km 　　 　　

大刀洗 三井郡大刀洗町 不整形 北　　      4m 水道 （都）
24,800 245    1:2.5 町道 ２低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     650m 　　 　　

大刀洗 三井郡大刀洗町 南西　      4m 水道 （都）
18,000 737    1:1   町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｂ1       2km 　　 　　

大刀洗 三井郡大刀洗町 北東　     13m 水道 （都）
36,000 337    1:1.5 県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     240m 準防 　　

大木 三潴郡大木町 南西　    5.7m 水道 準都計
22,000 204    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     470m 　　 　　

大木 三潴郡大木町 東　　      5m 水道 準都計
21,800 241    1:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.1km 　　 　　

大木 三潴郡大木町 南東　    5.7m 水道 準都計
14,600 179    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2 北東     1.7km 　　 　　

側道

住宅 農家住宅、一般住宅、農
地等が混在する住宅地域

蒲池
大字筏溝７６９番

住宅 農家住宅と一般住宅が混
在する住宅地域

八丁牟田
大字上八院１０４５番１ほか１筆

住宅 一般住宅のほか空地も見
られる住宅地域

大溝
大字大角２３２番３

店舗兼住宅 小売店舗、住宅等が混在
する近隣商業地域

西太刀洗
大字高樋字奥野２４６５番４ほか１筆

住宅 農家住宅のほか、農地も
多く見られる住宅地域

西太刀洗
大字甲条字十三塚ノ一１５０１番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

本郷
大字本郷字外町４７７４番８

住宅 一般住宅と農家住宅等が
混在する国道沿いの住宅
地域

大堰
大字上高橋字内畑ノ二１６１８番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

大堰
大字菅野字ハサコ３４３番４

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の新興住宅地域

今隈
大字高樋字東土取２３３７番１６

店舗兼住宅 小規模の小売店舗等が建
ち並ぶ商業地域

大行司
大字宝珠山字中崎６３３６番

店舗兼住宅 小規模店舗、窯元等が建
ち並ぶ商業地域

大行司
大字小石原字天神前５９６番１

住宅 農家住宅が点在する住宅
地域

宝珠山
大字福井字大境９９３番１
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 (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
(㎡)

大木 三潴郡大木町 台形 南　　      5m 水道 準都計
15,700 673    1:1   県道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ2 東     1.9km 　　 　　

側道
大木 三潴郡大木町 東　　      4m 水道 準都計

20,700 165    1:1.2 町道
　 (  70, 200)

(県)  -  5 Ｗ2     1.3km 　　 　　

大木 三潴郡大木町 南　　   17.5m 水道 準都計
37,500 122    1:2.5 国道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2      90m 　　 　　

広川 八女郡広川町 南　　      4m 水道 （都）
31,700 195    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     7.6km 　　 　　

広川 八女郡広川町 台形 東　　    4.7m 水道 （都）
23,700 287    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     9.9km 　　 　　

広川 八女郡広川町 南　　      3m 水道 （都）
15,100 493    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    13.2km 　　 　　

広川 八女郡広川町 台形 北西　      5m 水道 （都）
23,200 198    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     2.8km 　　 　　

広川 八女郡広川町 南　　     19m 水道 （都）
51,200 303  1.5:1   県道

　 下水 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     8.3km 　　 　　

広川 八女郡広川町 西　　      6m 水道 （都）
17,500 970    1:1.5 道路

　 (  70, 200)
(県) 9-  1     7.4km 　　 　　

香春 田川郡香春町 東　　      5m 水道 準都計
14,700 287    1:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     1.1km 　　 　　

香春 田川郡香春町 南西　      4m 水道 準都計
16,700 275    2:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     800m 　　 　　

香春 田川郡香春町 台形 北西　    5.5m 水道 準都計
13,100 638    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     300m 　　 　　

住宅 一般住宅、農家住宅、農
地等が混在する住宅地域

大溝
大字横溝９１２番１

住宅 一般住宅が建ち並ぶ県道
に近い住宅地域

大溝
大字笹渕１０５６番５

事務所兼住宅 店舗のほか駐車場が多い
国道沿いの商業地域

八丁牟田
大字八町牟田２１２番５ほか２筆

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

西鉄久留米
大字新代字馬頭１３８９番４３５

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する既成住宅地域

西鉄久留米
大字久泉字北中園９４番２

住宅 農家住宅が多い住宅地域 西鉄久留米
大字水原字西山仁田２０１１番

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

西牟田
大字広川字北琵琶２１１４番５

店舗兼住宅 低層店舗のほかに住宅が
混在する商業地域

西鉄久留米
大字新代字帰り町１８７５番１ほか３
筆

工場 小規模工場や倉庫等が多
い工業地域

西鉄久留米
大字藤田字エナキ山１４２６番９

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

香春
大字高野字砂尾９０９番８１

住宅 中規模一般住宅の多い住
宅地域

一本松
大字中津原字才立１０８１番５３ほか
１筆

住宅 一般住宅のほか店舗等を
併用した住宅も見られる
住宅地域

採銅所
大字採銅所字町５９９７番１
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 (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
(㎡)

香春 田川郡香春町 北西　      5m 水道 準都計
18,700 234  1.5:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     600m 　　 　　

香春 田川郡香春町 台形 東　　     11m 水道 準都計
31,000 634    1:2   国道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ2 北西     230m 　　 　　

側道
添田 田川郡添田町 西　　      5m 水道 （都）

13,400 288    1:1.5 町道
　 (  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     160m 　　 　　

添田 田川郡添田町 北　　      3m 水道 （都）
11,200 235  1.2:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     1.7km 　　 　　

添田 田川郡添田町 東　　    3.5m 水道 （都）
16,800 699    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     450m 　　 　　

添田 田川郡添田町 北　　    5.5m 水道 （都）
5,650 482  1.2:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     700m 　　 　　

添田 田川郡添田町 北　　     10m 水道 （都）
26,500 261    1:2   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     460m 　　 　　

糸田 田川郡糸田町 東　　    8.5m 水道 準都計
15,500 397    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     800m 　　 　　

糸田 田川郡糸田町 西　　      5m 水道 準都計
13,500 304    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     900m 　　 　　

糸田 田川郡糸田町 南　　    4.5m 水道 準都計
11,800 236  1.2:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     2.2km 　　 　　

糸田 田川郡糸田町 西　　      7m 水道 準都計
12,900 412    1:2.5 県道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ1     1.2km 　　 　　

糸田 田川郡糸田町 北　　   11.8m 水道 準都計
19,600 210    1:1.5 県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ2     150m 　　 　　

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

勾金
大字中津原字筒井２３８８番１１ほか
１筆

診療所兼住宅 低層店舗、スーパー等が
見られる国道沿いの商業
地域

香春
大字高野字平町１０１５番１

住宅 中規模一般住宅のほかに
農地等が見られる駅に近
い住宅地域

西添田
大字庄字ハタイ９１３番１ほか１筆

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

添田
大字添田字屋敷２６１３番３

住宅 中規模一般住宅のほかに
店舗等が見られる町役場
に近い住宅地域

添田
大字添田字小深田１１２８番３ほか７
筆

住宅 農家住宅等が混在する住
宅地域

歓遊舎ひこさん
大字野田字トヲテ３５７番４

店舗 中小規模店舗が建ち並ぶ
古くからの商業地域

添田
大字添田字彼岸田２１３０番６

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

糸田
川宮字佛ノ膝１８６１番８

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

糸田
字石丸３０６５番

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

糸田
字丸山１１８９番１０

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ県道沿いの住宅地域

糸田
字原３４８５番７ほか１筆

店舗兼住宅 小売店舗、事務所等が建
ち並ぶ近隣商業地域

糸田
川宮字ウド１９３８番８
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 (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
(㎡)

川崎 田川郡川崎町 南西　      7m 水道 （都）
7,700 246    1:1.5 県道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2 北西     3.6km 　　 　　

側道
川崎 田川郡川崎町 台形 西　　    8.5m 水道 （都）

9,500 663  1.5:1   県道
　 (  70, 200)

(県)  -  2 Ｗ2     1.8km 　　 　　

川崎 田川郡川崎町 東　　      7m 水道 （都）
16,800 396    1:2   県道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     700m 　　 　　

川崎 田川郡川崎町 北東　      6m 水道 （都）
21,800 215    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     450m 　　 　　

川崎 田川郡川崎町 台形 北西　    9.5m 水道 （都）
4,950 14893    1:3   町道

　 (  70, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1     2.2km 　　 　　

三方路
大任 田川郡大任町 北西　   12.5m 水道 準都計

12,500 635    1:2.5 県道
　 (  70, 200)

(県)  -  1 Ｗ1 北東     2.8km 　　 　　
側道

大任 田川郡大任町 西　　    4.5m 水道 準都計
13,300 250    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1     1.8km 　　 　　

大任 田川郡大任町 南　　    7.5m 水道 準都計
9,400 646    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  3 Ｗ2 東     3.8km 　　 　　

側道
大任 田川郡大任町 北西　      7m 水道 準都計

11,900 507    1:1.2 県道
　 (  70, 200)

(県)  -  4 Ｗ2     4.5km 　　 　　

大任 田川郡大任町 台形 北東　      7m 水道 準都計
15,900 727    2:1   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     5.2km 　　 　　

三方路
赤 田川郡赤村 北　　      4m 水道

8,420 627    1:1.5 村道
　

(県)  -  1 Ｗ2 東     1.2km 　　 　　
側道

赤 田川郡赤村 台形 北　　      9m 水道
6,200 734  1.5:1   村道

　
(県)  -  2 Ｗ1     1.2km 　　 　　

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ既成住宅地域

豊前川崎
大字安眞木字城戸口５２４７番２

住宅 一般住宅のほか農家住宅
等が見られる住宅地域

豊前川崎
大字川崎字柿添２６６７番６ほか３筆

住宅 一般住宅、店舗等が混在
する住宅地域

豊前川崎
大字川崎字水通シ１６７０番５ほか２
筆

店舗兼住宅 小規模店舗の建ち並ぶ商
業地域

豊前川崎
大字川崎字大平２５４番６

倉庫 中小工場のほか、倉庫・
店舗等が混在する工業地
域

池尻
大字田原字勘田ヶ浦３５１番２５ほか
１筆

住宅 中規模農家住宅が見られ
る幹線道路沿いの住宅地
域

西添田
大字大行事字イリウ９３１番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

勾金
大字今任原字道セン３５１９番４９ほ
か１筆

住宅 農家住宅と中規模一般住
宅が混在する住宅地域

勾金
大字今任原字屋敷１０３２番１

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ幹線道路沿いの住
宅地域

西添田
大字大行事字大坪４００５番３ほか１
筆

店舗 県道沿いに小売店舗・自
動車関連店舗等が点在す
る路線商業地域

田川伊田
大字大行事字西ノ切３１２６番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

油須原
大字赤字居屋敷４３４７番

住宅 農地の中に農家住宅等が
見られる住宅地域

赤
大字内田字揚田４５１番３
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 (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
(㎡)

赤 田川郡赤村 台形 南　　      7m 水道
4,840 588    1:1.5 村道

　
(県)  -  3 Ｗ1     3.5km 　　 　　

赤 田川郡赤村 北　　    6.5m 水道
14,200 297    1:2   村道

　
(県) 5-  1 Ｗ2     200m 　　 　　

福智 田川郡福智町 南東　    3.2m 水道 準都計
16,400 313    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     270m 　　 　　

福智 田川郡福智町 西　　    4.5m 水道 準都計
5,300 1106    1:1.2 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ1 南     3.3km 　　 　　

側道
福智 田川郡福智町 南　　    4.5m 水道 準都計

14,100 340    1:1.5 町道
　 下水 (  70, 200)

(県)  -  3 Ｗ1     3.8km 　　 　　

福智 田川郡福智町 北　　      5m 水道 準都計
9,900 256    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     700m 　　 　　

福智 田川郡福智町 北　　    4.5m 水道 準都計
15,900 248    1:1.2 道路 ガス

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     550m 　　 　　

福智 田川郡福智町 台形 南西　    5.5m 水道 準都計
8,400 540    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     300m 　　 　　

福智 田川郡福智町 不整形 南　　      5m 水道 準都計
7,400 996    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  7 Ｗ1     1.9km 　　 　　

福智 田川郡福智町 北東　    7.5m 水道 準都計
24,000 266    1:1.5 県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ2 南東     300m 　　 　　

側道
福智 田川郡福智町 台形 北西　     14m 水道 準都計

16,500 235  1.2:1   県道
　 (  70, 200)

(県) 5-  2 Ｗ2 東     800m 　　 　　
側道

福智 田川郡福智町 北東　     17m 水道 準都計
19,300 485    3:1   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  3 Ｓ2 北西     2.1km 　　 　　

側道

住宅 農家住宅等が建ち並ぶ住
宅地域

油須原
大字赤字大原屋敷２０２３番１ほか１
筆

店舗 小売店舗、一般住宅等が
混在する地域

油須原
大字赤字居屋敷４７８６番

住宅 中規模一般住宅、併用住
宅等が多い住宅地域

金田
金田１１１５番３ほか１筆

住宅 農家住宅が建ち並ぶ既存
の農家集落地域

金田
弁城１１６４番２

住宅 中規模の一般住宅が建ち
並ぶ閑静な既成住宅地域

金田
伊方２４７７番１６

住宅 中規模一般住宅の中に空
地も見られる分譲住宅地
域

人見
神崎１６２６番６

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした閑静な
住宅地域

ふれあい生力
赤池９７０番３９

住宅 農家住宅、一般住宅が農
地の中に散在する住宅地
域

市場
市場５６７番２ほか１筆

住宅 農家住宅、一般住宅から
成る郊外の中規模農家集
落地域

赤池
上野６３８番ほか１筆

店舗兼事務所 小売店舗、銀行等に一般
住宅も混在する商業地域

金田
金田９３３番１３ほか１筆

店舗兼住宅 県道沿いに中規模店舗併
用住宅、一般住宅が混在
する近隣商業地域

赤池
赤池５２１番４０

店舗 県道沿いにレストラン、
小売店舗等が建ち並ぶ路
線商業地域

金田
弁城２３３８番７
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 (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
(㎡)

福智 田川郡福智町 南東　     10m 水道 準都計
5,350 9946    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県) 9-  1       2km 　　 　　

三方路
福智 田川郡福智町 不整形 西　　     10m 水道 準都計

4,600 16932    1:1.5 町道
　 (  70, 200)

(県) 9-  2     2.3km 　　 　　
三方路

苅田 京都郡苅田町 北　　      6m 水道
44,500 345    1:1.2 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.5km 　　 　　

苅田 京都郡苅田町 北　　    3.9m 水道
38,800 231    1:1   町道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ1       1km 　　 　　

苅田 京都郡苅田町 台形 北　　    7.5m 水道
31,700 316    1:1.5 町道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.5km 　　 　　

苅田 京都郡苅田町 南東　      6m 水道
30,400 192    1:1.2 町道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  4 ＲＣ2     2.5km 　　 　　

苅田 京都郡苅田町 東　　      4m 水道
26,200 287    1:1   町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.5km 　　 　　

苅田 京都郡苅田町 南西　      5m 水道
20,000 435    1:1.5 町道 １中専

　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ1     3.2km 　　 　　

苅田 京都郡苅田町 台形 東　　     20m 水道
67,500 946  1.5:1   国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ9     300m 準防 　　

背面道
苅田 京都郡苅田町 不整形 西　　     16m 水道

58,500 1163    1:1.2 県道 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 ＲＣ2     370m 準防 　　
背面道

苅田 京都郡苅田町 南東　     29m 水道
17,900 8449    1:2   道路 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     3.3km 　　 　　

苅田 京都郡苅田町 不整形 南　　    6.8m 水道 「調区」
12,000 1073    1:1.5 町道

　 (  60, 200)
(県)10-  1 Ｗ2     3.2km 　　 　　

事務所兼工場 中規模工場が建ち並ぶ街
区整然とした内陸工業地
域

赤池
赤池４７４番１００ほか１筆

工場 住宅地域内に開発された
中小工業団地

金田
伊方４７３５番６

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

苅田
富久町１丁目１１番１４

住宅 一般住宅のほかに町営住
宅が混在する住宅地域

苅田
大字馬場字門田４９０番６

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる古くからの住宅
地域

小波瀬西工大前
大字尾倉字三十田３３０７番１３

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵
地の住宅地域

苅田
大字集字丸山２７３８番１４ほか１筆

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

小波瀬西工大前
大字与原字獺越輪鳴１６２１番７

住宅 中規模の戸建住宅が建ち
並ぶ農家住宅地域

小波瀬西工大前
大字与原字白石２１７３番２

店舗兼共同住
宅

各種店舗、飲食店等が建
ち並ぶ路線商業地域

苅田
神田町１丁目２２番２ほか３筆

銀行 スーパーマーケットのほ
か小売店舗や銀行等が建
ち並ぶ駅前商店街

苅田
京町１丁目１２番１３ほか２筆

倉庫兼事務所 運送会社等が立地する工
業地域

苅田
新浜町１番６

住宅 農家住宅等が点在する住
宅地域

小波瀬西工大前
大字上片島字小無田１６３１番１
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 (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

みやこ 京都郡みやこ町 南東　      4m 水道 準都計
13,800 452    1:1.5 町道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     400m 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 台形 南西　      4m 水道 （都）
10,700 888    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ2 南東     3.6km 　　 　　

側道
みやこ 京都郡みやこ町 西　　      6m 準都計

6,450 765  1.5:1   国道
　 (  70, 200)

(県)  -  3 Ｗ2     4.2km 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 南　　    6.5m 準都計
8,100 417    1:1.2 県道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.5km 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 南東　    4.7m 準都計
19,500 229    1:1.5 町道

　 (  70, 200)
(県)  -  5 Ｗ1     5.4km 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 南　　      3m 準都計
16,000 544    1:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     8.5km 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 台形 北　　      5m 準都計
6,700 1189    2:1   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  7 Ｗ2 西     9.7km 　　 　　

側道
みやこ 京都郡みやこ町 東　　    3.5m 水道 （都）

8,300 490    1:1   町道
　 (  70, 200)

(県)  -  8 Ｗ2 南     4.7km 　　 　　
側道

みやこ 京都郡みやこ町 北東　    4.5m 水道 （都）
19,300 625    1:1.2 町道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     1.2km 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 台形 南東　     10m 水道 準都計
22,900 143    1:1.5 県道

　 下水 (  70, 200)
(県) 5-  1 ＬＳ2 近接 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 台形 北西　     13m 準都計
26,800 2752  1.2:1   国道

　 (  70, 200)
(県) 5-  2 Ｗ2       8km 　　 　　

みやこ 京都郡みやこ町 東　　    8.5m 水道 （都）
23,500 213    1:3.5 国道

　 下水 (  70, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2     1.5km 　　 　　

店舗兼住宅 各種小売店舗と一般住宅
等が混在する商業地域

新豊津
豊津字錦町１６５番

店舗 幹線沿いにドライブイン
等の店舗が見受けられる
路線商業地域

行橋
勝山松田字五反田１２１５番１ほか４
筆

店舗兼住宅 スーパーマーケット、各
種小売店舗が建ち並ぶ駅
前商業地域

犀川
犀川本庄字屋敷ヶ坪３２０番１０

住宅 中規模一般住宅が多い既
成の住宅地域

新豊津
豊津字石走６２８番４

住宅 農家住宅及び一般住宅が
混在している住宅地域

新豊津
節丸字寺ノ下１７７７番

住宅 農地の中にある古くから
の農家住宅地域

行橋
勝山宮原字カグラダ２５２番１ほか１
筆

住宅 規模の大きい農家住宅等
が建ち並ぶ既存の住宅地
域

行橋
勝山大久保字町２０６１番ほか１筆

住宅 農家住宅や一般住宅が建
ち並ぶ古くからの住宅地
域

行橋
勝山黒田字向原１０２０番３

住宅 農地が広がる中に、農家
住宅、一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

犀川
犀川大村字車屋７４９番１

住宅 農家住宅を主体とする住
宅地域

犀川
犀川木井馬場字作松６５６番１

住宅 幹線道路背後の農家住宅
地域

新豊津
綾野字イモジ５６２番１ほか１筆

住宅 農地も介在する一般住宅
の多い住宅地域

犀川
犀川本庄字八反田２２０番２
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 (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

みやこ 京都郡みやこ町 北西　      6m 準都計
6,600 6881    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1 南西     9.3km 　　 　　

側道
吉富 築上郡吉富町 東　　      4m 水道 （都）

22,000 152    1:2   町道 １住居
　 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     400m 　　 　　

吉富 築上郡吉富町 台形 南東　    3.3m 水道 （都）
15,300 722  2.5:1   町道 １低専

　 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2 南西     1.6km 　　 　　

側道
吉富 築上郡吉富町 北　　    4.5m 水道 （都）

18,600 189  1.2:1   町道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  3 Ｗ2     650m 　　 　　

吉富 築上郡吉富町 南　　      7m 水道 （都）
19,800 400    1:1.5 町道 １低専

　 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2       1km 　　 　　

背面道
吉富 築上郡吉富町 台形 東　　      8m 水道 （都）

23,500 237    1:1   県道 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  1 Ｗ2 北西     230m 準防 　　
側道

上毛 築上郡上毛町 北西　      4m 水道 準都計
13,600 365    1:2   町道

　 (  70, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     4.5km 　　 　　

上毛 築上郡上毛町 南東　      4m 水道 準都計
9,800 518    1:1.2 町道

　 下水 (  70, 200)
(県)  -  2 Ｗ2 南西       5km 　　 　　

側道
上毛 築上郡上毛町 南東　      8m 準都計

7,750 367    1:1.5 町道
　 (  70, 200)

(県)  -  3 Ｗ2       7km 　　 　　

上毛 築上郡上毛町 西　　      6m 準都計
4,300 658    1:1   県道

　 (  70, 200)
(県)  -  4 Ｗ2 南     9.2km 　　 　　

側道
上毛 築上郡上毛町 台形 北東　      8m 準都計

6,200 608    1:1.5 県道
　 (  70, 200)

(県)  -  5 Ｗ1       4km 　　 　　
三方路

上毛 築上郡上毛町 台形 北西　    7.5m 水道 準都計
15,700 282  1.5:1   県道

　 (  70, 200)
(県) 5-  1 Ｗ1       5km 　　 　　

店舗兼住宅 店舗、住宅等が混在する
県道沿いの商業地域

中津
大字字野１０６８番１ほか１筆

住宅 農家住宅、一般住宅のほ
かに農地が見られる住宅
地域

中津
大字下唐原５５５番１

住宅 農家住宅、一般住宅のほ
かに農地が見られる住宅
地域

中津
大字東上３３４５番１

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

中津
大字成恒６８８番５

住宅 農家住宅、一般住宅等が
混在する住宅地域

中津
大字八ツ並２５３番１ほか２筆

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

中津
大字垂水１３４２番８

店舗兼住宅 店舗併用住宅及び一般住
宅が混在する県道沿いの
近隣商業地域

吉富
大字広津４０３番

住宅 中規模一般住宅のほかに
農地が見られる住宅地域

吉富
大字幸子５０５番１

住宅 小規模一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

吉富
大字小犬丸１７６番２

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
かに農地が見られる住宅
地域

吉富
大字土屋４８３番ほか１筆

住宅 小規模一般住宅が多い既
成住宅地域

吉富
大字広津４２７番８

工場兼倉庫 中規模の工場が点在する
工業地域

行橋
勝山箕田字七反坪１５１番２ほか１筆
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 (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

上毛 築上郡上毛町 北西　      7m 準都計
8,550 405    1:1.2 県道

　 下水 (  70, 200)
(県) 5-  2 Ｗ1     6.8km 　　 　　

築上 築上郡築上町 南東　    4.5m 水道 （都）
22,900 182    1:1.2 町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ1     600m 　　 　　

背面道
築上 築上郡築上町 北　　    6.5m 水道 準都計

11,100 877    1:1   県道
　 (  60, 200)

(県)  -  2 Ｗ2     2.7km 　　 　　

築上 築上郡築上町 北　　    5.5m 水道 （都）
16,800 543    1:1   町道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.4km 　　 　　

築上 築上郡築上町 北東　    4.5m 水道 （都）
13,100 526    1:1.5 町道

　 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ1       3km 　　 　　

築上 築上郡築上町 南西　      4m 水道 準都計
20,900 169  1.2:1   私道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     500m 　　 　　

築上 築上郡築上町 南東　      5m 水道 準都計
13,600 694  1.2:1   町道

　 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ1 北東       2km 　　 　　

側道
築上 築上郡築上町 不整形 南東　      6m 準都計

5,900 695    1:1   県道
　 (  60, 200)

(県)  -  7 Ｗ2     5.5km 　　 　　

築上 築上郡築上町 北　　      7m 水道 準都計
17,600 631    2:1   県道

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ1     800m 　　 　　

築上 築上郡築上町 不整形 南西　     10m 水道 （都）
30,000 350    1:4   国道 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     150m 準防 　　

店舗 国道沿いに低層の各種店
舗が建ち並ぶ商業地域

椎田
大字椎田９７２番１６ほか２筆

住宅 中規模農家住宅、一般住
宅が多い県道沿いの住宅
地域

築城
大字下別府１３１４番３

住宅 農家住宅が多い県道沿い
の住宅地域

築城
大字袈裟丸５９９番

住宅 一般住宅のほか、農家住
宅、農地の混在する住宅
地域

築城
大字上別府２６４番３

住宅 小規模一般住宅が多い町
中心部に近い住宅地域

築城
大字築城１１０番６

住宅 一般住宅、農家住宅が建
ち並ぶ既存住宅地域

椎田
大字上ノ河内１９８９番１

住宅 一般住宅、中層町営住宅
が見られる住宅地域

椎田
大字高塚２００番３

住宅 中規模農家住宅が建ち並
ぶ住宅地域

築城
大字広末６１０番１

住宅 小規模団地を形成し、周
囲に農地もみられる住宅
地域

椎田
大字椎田１２６４番７

店舗 住宅、店舗等が混在する
県道沿いの商業地域

中津
大字土佐井４５１番１
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備 考 

１ 「基準地番号」の欄において、一連番号の前に付されている３、５、７、９及び 10

の見出しの数字は、原則として、当該基準地がそれぞれ宅地見込地地域、商業地域、

準工業地域、工業地域及び市街化調整区域にあることを示し、見出し数字を付してい

ないものは住宅地域にあることを示す。 

また、＊印は地価公示の標準地（価格判定の基準日平成２２年１月１日）と同一地

点である基準地であることを示す。 

２ 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」の欄において、基準地が土地区画整理事

業による仮換地又は土地改良事業の一時利用地となっている場合、原則として、その

場所の当該事業による整理前の所在、地番を表示したが、仮換地の工区、街区符号及

び住居表示がある場合はそれにより、（ ）で表示した。 

なお、基準地が数筆にわたる場合には「ほか」と、一筆の一部である場合には「う

ち」とそれぞれ表示した。 

３ 「基準地の地積」欄には、原則として土地登記簿に登記されている地積（土地の一

部が借地である基準地については当該借地の面積、土地区画整理事業の仮換地又は土

地改良事業の一時利用地である基準地については当該仮換地等の指定地積）を表示し、

１平方メートル未満の端数は切り捨ててある。 

また、基準地の一部が私道となっている場合には、その「地積」には、私道部分を

含めて全筆の地積を表示した。 

４ 「基準地の形状」欄には、間口と奥行の比（いずれか短い方を１とした場合のおお

よその比）を左側から間口、奥行の順に表示した。 

なお、形状が台形、多角形のときは、その旨表示し、正四角形の場合は、表示を省

略した。 

５ 「基準地の利用の現況」欄には、当該基準地にある建物の構造を次の略号で表示し、

数字は、その階層（地下階層がある場合、地上階層にはＦを、地下階層にはＢを付し

てある。）を表示している。 

鉄骨鉄筋コンクリート造………………ＳＲＣ 

鉄筋コンクリート造……………………ＲＣ 

軽量鉄骨造………………………………ＬＳ 

鉄骨造……………………………………Ｓ 

ブロック造………………………………Ｂ 

木造………………………………………Ｗ 

なお、宅地見込地の場合には、その利用の現況に従い、田、畑、森林等と表示した。

６ 「基準地の前面道路の状況」欄には、前面道路の方位、幅員、舗装の状況、道路の

種別及びその他の接面道路の順に表示した。 

なお、舗装の場合は、表示を省略した。 

７ 「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」欄については、

次により表示した。 

(1) 水道法による水道事業又は専用水道により給水されている場合及び通常の工事費

負担によってこれらの水道から給水可能な場合には、「水道」と表示した。 

(2) ガス事業法による一般ガス事業又は簡易ガス事業によりガスが供給されている場

合及び通常の工事費負担によってこれらのガス事業からガス供給が可能な場合に

は、「ガス」と表示した。 

(3) 基準地が下水道法の処理区域にある場合及び大規模造成地等で宅地供給者、組合等

が一体として管理している下水道で公共下水道に接続し、又は終末処理場を有して

いる場合は、「下水」と表示した。 

８ 「基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」欄には、原則として、鉄

道駅名及び基準地から鉄道駅までの道路距離を表示し、50ｍ未満の場合は、「近接」と

表示した。 

また、基準地が駅前広場に接面する場合は、「駅前広場接面」と表示した。 

９ 「基準地に係る都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの」欄においては、

次により表示した。 

(1) 用途地域等は、次の略号で表示した。なお、市街化区域は、特に表示していない。

第１種低層住居専用地域………………………１低専 

第２種低層住居専用地域………………………２低専 

第１種中高層住居専用地域……………………１中専 

第２種中高層住居専用地域……………………２中専 

第１種住居地域…………………………………１住 
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第２種住居地域…………………………………２住居 

準住居地域………………………………………準住居 

近隣商業地域……………………………………近 商 

商業地域…………………………………………商 業 

準工業地域………………………………………準 工 

工業地域…………………………………………工 業 

工業専用地域……………………………………工 専 

防火地区…………………………………………防 火 

準防火地区………………………………………準 防 

市街化調整区域…………………………………「調区」 

市街化区域及び市街化調整区域外の 

都市計画区域……………………………………（都） 

準都市計画区域…………………………………準都計 

都市計画区域外…………………………………「都計外」 

(2) 「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」欄の（ ）の表示は、

左側に建ぺい率を右側に容積率をパーセントで記載している。 

10 表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日（平成２２年７月１日）にお

ける状況により行った。 

11 地価公示の標準地と同一地点である基準地の一覧は、次表のとおりである。 
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)

北九州門司 北九州市門司区 台形 北西　      6m 水道
92,700 330  1.2:1   市道 ガス １中専

(県)  -  7 　 下水 (  60, 200)
北九州門司 Ｗ2     1.8km 　　 　　

93,200
-1

北九州門司 北九州市門司区 南西　     15m 水道
127,000 95    1:1   県道 ガス 商業

(県) 5-  7 　 下水 (  80, 400)
北九州門司 Ｓ2 南東     560m 防火 　　

128,000 側道
 　  5-  3

北九州若松 北九州市若松区 北西　    5.8m 水道
52,900 212    1:2   市道 ガス １住居

(県)  -  4 　 下水 (  60, 200)
北九州若松 Ｗ2     1.9km 　　 　　

53,500
-7

北九州若松 北九州市若松区 台形 南西　     20m 水道
80,100 314    1:1.2 市道 ガス 商業

(県) 5-  4 　 下水 (  80, 400)
北九州若松 ＲＣ4     700m 準防 　　

81,000
 　  5-  5

北九州戸畑 北九州市戸畑区 西　　     20m 水道
117,000 193    1:1.2 市道 ガス 近商

(県) 5-  6 　 下水 (  80, 300)
北九州戸畑 ＲＣ2     1.2km 準防 　　

119,000
 　  5-  4

北九州小倉北 北九州市小倉北区 南　　    7.5m 水道
71,600 380    1:1.5 市道 ガス １低専

(県)  - 15 　 下水 (  50,  80)
北九州小倉北 ＬＳ2       4km 　　 　　

72,700
-6

北九州小倉北 北九州市小倉北区 西　　     40m 水道
173,000 421    1:1.5 市道 ガス 商業

(県) 5- 13 　 下水 (  80, 400)
北九州小倉北 ＲＣ7     100m 防火 　　

175,000
 　  5- 14

店舗兼共同住
宅

片野
片野３丁目１０７番

「天神１－１２－６」

住宅 小倉
黒原２丁目３６番７７ほか１筆

中規模一般住宅が多い丘
陵地の閑静な住宅地域

店舗、中高層ビル、営業
所等が建ち並ぶ商業地域

「片野３―１４―１１」

「黒原２―３７―２０」

店舗兼住宅 九州工大前
天神１丁目２２９番

店舗、マンションが混在
する近隣商業地域

若松
深町１丁目６番１５

「深町１―５―９」

事務所 若松
中川町３７番４ほか１筆

小売店舗のほか事務所等
が混在する商業地域

「中川町４－６」

大里戸ノ上１丁目４０１番２

「大里戸ノ上１－４－１７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

門司

店舗 門司小規模小売店舗等が建ち
並ぶ商業地域

社ノ木２丁目７番６ほか１筆

「社ノ木２―７―１７」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居
表示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の
地積内私
道分(㎡)

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
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居
表示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の
地積内私
道分(㎡)

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

北九州小倉南 北九州市小倉南区 南　　      6m 水道
73,700 194    1:1.5 市道 ガス １中専

(県)  - 15 　 下水 (  60, 200)
北九州小倉南 ＬＳ2       1km 　　 　　

74,500
-1

北九州八幡東 北九州市八幡東区 南東　      6m 水道
80,500 199    1:1.2 市道 ガス １住居

(県)  -  7 　 下水 (  60, 200)
北九州八幡東 Ｗ2     4.7km 準防 　　

81,200
-10

北九州八幡東 北九州市八幡東区 西　　    7.8m 水道
85,000 88    1:3.5 市道 ガス 商業

(県) 5-  4 　 下水 (  80, 400)
北九州八幡東 Ｓ4     2.6km 準防 　　

87,000 背面道
 　  5-  3

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南東　      6m 水道
56,800 223    1:1.2 市道 ガス １低専

(県)  -  2 　 下水 (  50,  80)
北九州八幡西 Ｗ2       3km 　　 　　

57,400
-22

北九州八幡西 北九州市八幡西区 北　　      6m 水道
58,500 309    1:1.5 市道 ガス １住居

(県)  - 14 　 下水 (  60, 200)
北九州八幡西 Ｗ2     500m 　　 　　

59,000
-2

北九州八幡西 北九州市八幡西区 南西　      8m 水道
82,100 209    1:3   県道 ガス 近商

(県) 5-  9 　 下水 (  80, 200)
北九州八幡西 Ｗ2      90m 準防 　　

83,000
 　  5-  8

福岡東 福岡市東区 南　　    4.2m 水道
66,500 331    1:1.2 市道 ガス １低専

(県)  - 18 　 下水 (  40,  60)
福岡東 Ｗ1     330m 　　 　　

67,500
-1

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

三苫
美和台３丁目８３番

「美和台３―１３―５」

診療所 小売店舗、スーパー等が
建ち並ぶ近隣商業地域

三ヶ森
三ケ森３丁目１９番

「三ケ森３－１３－９」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

永犬丸
里中２丁目３５３番１３０

「里中２―８―１６」

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

折尾
光貞台２丁目１６番２

「光貞台２－１６－２」

店舗兼住宅 小規模な小売店舗が建ち
並ぶ近隣商業地域

八幡
大蔵２丁目６８０番４１ほか１筆

「大蔵２－３－２４」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

八幡
石坪町９番９

「石坪町５―２４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

城野
若園２丁目９９番１１

「若園２－８－２５」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居
表示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の
地積内私
道分(㎡)

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

福岡東 福岡市東区 北東　      5m 水道
87,000 198    1:1.2 市道 ガス １低専

(県)  - 19 　 下水 (  40,  60)
福岡東 Ｗ2     450m 　　 　　

88,000
-6

福岡東 福岡市東区 西　　     27m 水道
253,000 283    1:2.5 国道 ガス 商業

(県) 5-  6 　 下水 (  80, 400)
福岡東 ＲＣ3F1B     450m 準防 　　

260,000
 　  5-  2

福岡博多 福岡市博多区 北　　    3.8m 水道
103,000 181    1:1   市道 ガス １住居

(県)  -  4 　 下水 (  60, 200)
福岡博多 Ｗ2     900m 　　 　　

104,000
-3

福岡博多 福岡市博多区 西　　     30m 水道
1,700,000 719    1:3.5 国道 ガス 商業

(県) 5-  1 　 下水 (  80, 600)
福岡博多 ＳＲＣ9     100m 防火 　　

1,700,000 背面道
 　  5-  2

福岡博多 福岡市博多区 北東　      8m 水道
350,000 807    1:1   市道 ガス 商業

(県) 5- 13 　 下水 (  80, 400)
福岡博多 ＲＣ7 南東     700m 準防 　　

350,000 側道
 　  5- 11

福岡中央 福岡市中央区 南　　      7m 水道
209,000 330    1:1   市道 ガス １住居

(県)  -  3 　 下水 (  60, 200)
福岡中央 ＲＣ3     500m 　　 　　

215,000
-5

福岡中央 福岡市中央区 北　　     20m 水道
1,700,000 642    1:1.5 市道 ガス 商業

(県) 5- 13 　 下水 (  80, 600)
福岡中央 ＳＲＣ7F1B 西     250m 防火 　　

1,800,000 側道
 　  5- 12

店舗兼事務所 中高層の事務所、店舗ビ
ル等が建ち並ぶ商業地域

赤坂
大名２丁目１７７番

「大名２―６―３６」

共同住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

六本松
六本松４丁目６１番

「六本松４―５―１８」

事務所兼共同
住宅

中高層事務所ビル等が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

博多
博多駅東３丁目３１番

「博多駅東３―３―１６」

店舗兼事務所 中高層事務所、ホテル等
が建ち並ぶ駅前商業地域

博多
博多駅東１丁目２４５番ほか５筆

「博多駅東１―１２―６」

住宅 一般住宅とアパート等が
混在する住宅地域

竹下
那珂１丁目１１８番

「那珂１―８―２５」

銀行 中高層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ商業地域

香椎
香椎駅前２丁目７３３番８６

「香椎駅前２―９―６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

香椎神宮
香椎台１丁目１７５４番５５

「香椎台１―７―３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居
表示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の
地積内私
道分(㎡)

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

福岡中央 福岡市中央区 南東　      9m 水道
420,000 310    1:1   市道 ガス 商業

(県) 5- 14 　 下水 (  80, 400)
福岡中央 ＲＣ11     900m 準防 　　

440,000
 　  5- 19

福岡南 福岡市南区 南西　    5.8m 水道
196,000 721    1:1.5 市道 ガス １中専

(県)  - 12 　 下水 (  60, 150)
福岡南 ＲＣ4     800m 　　 　　

198,000
-1

福岡南 福岡市南区 北東　      5m 水道
82,400 171    1:1.2 市道 ガス １低専

(県)  - 19 　 下水 (  50,  80)
福岡南 Ｗ2     2.8km 　　 　　

82,600
-19

福岡南 福岡市南区 北東　     22m 水道
407,000 231    1:2.5 県道 ガス 商業

(県) 5-  5 　 下水 (  80, 400)
福岡南 ＳＲＣ7     150m 準防 　　

415,000
 　  5-  3

福岡西 福岡市西区 南　　    5.4m 水道
96,000 159    1:1.5 市道 ガス １中専

(県)  - 13 　 下水 (  60, 150)
福岡西 Ｗ2     1.6km 　　 　　

97,000
-3

福岡城南 福岡市城南区 西　　      5m 水道
131,000 303    1:1.2 市道 ガス １中専

(県)  - 12 　 下水 (  60, 100)
福岡城南 Ｗ2     400m 　　 　　

133,000
-8

福岡早良 福岡市早良区 北　　    4.8m 水道
233,000 254    1:1.5 市道 ガス １中専

(県)  - 16 　 下水 (  60, 150)
福岡早良 Ｗ2     950m 　　 　　

234,000
-28

住宅 一般住宅と共同住宅等が
混在する住宅地域

西新
西新７丁目８０１番１２

「西新７－９－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

七隈
松山２丁目４６７番９２

「松山２―２７―１０」

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

姪浜
石丸２丁目２２番４３

「石丸２―３０―１」

店舗兼共同住
宅

店舗兼共同住宅、事務所
等が建ち並ぶ商業地域

高宮
高宮５丁目５４番

「高宮５―３―９」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

高宮
若久６丁目８３６番

「若久６―５３―３」

共同住宅 一般住宅、邸宅、マン
ションが混在する住宅地
域

西鉄平尾
高宮２丁目１４７番

「高宮２―１４―１８」

共同住宅 事務所ビル、マンション
等が混在する商業地域

天神
舞鶴１丁目１１５番

「舞鶴１―５―１０」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居
表示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の
地積内私
道分(㎡)

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

福岡早良 福岡市早良区 北　　      6m 水道
92,700 326    1:1   市道 ガス １中専

(県)  - 17 　 下水 (  60, 100)
福岡早良 Ｗ2     2.6km 　　 　　

93,000
-18

福岡早良 福岡市早良区 台形 北西　     20m 水道
210,000 329  1.2:1   国道 ガス 近商

(県) 5-  5 　 下水 (  80, 300)
福岡早良 ＲＣ8 東     1.3km 準防 　　

214,000 側道
 　  5-  3

大牟田 大牟田市 南　　      4m 水道
34,700 253  1.5:1   市道 ガス １住居

(県)  - 17 　 下水 (  60, 200)
大牟田 Ｗ2     1.8km 　　 　　

35,200
-19

大牟田 大牟田市 南東　     30m 水道
58,500 191    1:2   国道 ガス 商業

(県) 5-  5 　 下水 (  80, 400)
大牟田 ＲＣ4F1B     400m 準防 　　

59,300
 　  5-  5

久留米 久留米市 東　　      4m 水道
65,600 219  1.5:1   市道 ガス １住居

(県)  - 17 　 下水 (  60, 200)
久留米 Ｗ2     1.1km 　　 　　

66,600
-13

久留米 久留米市 南東　    7.2m 水道
121,000 495    1:1.2 市道 ガス 商業

(県) 5-  5 　 下水 (  80, 400)
久留米 ＲＣ6     300m 準防 　　

126,000
 　  5- 12

飯塚 飯塚市 南東　    4.8m 水道 （都）
27,300 284    1:1.2 市道 １中専

(県)  - 16 　 (  60, 200)
飯塚 Ｗ1     3.5km 　　 　　

27,800
-6

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

飯塚
枝国字井田浦４０６番３６

店舗兼共同住
宅

中高層店舗併用住宅とマ
ンションが多い商業地域

西鉄久留米
東和町３番１６ほか２筆

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

花畑
諏訪野町字鞍打１７４４番６ほか
２筆

事務所 店舗、事務所等が混在す
る国道沿いの商業地域

大牟田
不知火町２丁目７番５

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

新栄町
長溝町２３番１４ほか１筆

店舗兼共同住
宅

店舗、店舗併用住宅等が
建ち並ぶ路線商業地域

別府
荒江２丁目２５９番ほか１筆

「荒江２―１２―１」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

藤崎
有田１丁目８番９ほか１筆

「有田１―１１―２２」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居
表示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の
地積内私
道分(㎡)

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

小郡 小郡市 台形 南　　      4m 水道
42,900 301    1:2   市道 １住居

(県)  -  1 　 下水 (  60, 200)
小郡 Ｗ2     770m 　　 　　

44,000
-6

筑紫野 筑紫野市 東　　      6m 水道
62,000 279    1:1   市道 ガス １低専

(県)  -  8 　 下水 (  50,  80)
筑紫野 Ｗ2     400m 　　 　　

62,300
-7

春日 春日市 南西　    4.5m 水道
103,000 114    1:1   市道 ガス １住居

(県)  -  9 　 下水 (  60, 200)
春日 Ｗ2     600m 　　 　　

103,000
-2

大野城 大野城市 台形 南東　      8m 水道
157,000 223  1.5:1   市道 ガス 商業

(県) 5-  1 　 下水 (  80, 400)
大野城 ＲＣ5     120m 準防 　　

159,000
 　  5-  1

宗像 宗像市 北東　      6m 水道
40,000 318    1:1.5 市道 ガス １低専

(県)  -  9 　 下水 (  40,  50)
宗像 Ｗ2     1.2km 　　 　　

40,500
-2

太宰府 太宰府市 南　　      6m 水道
86,100 419    1:1   市道 ガス １低専

(県)  -  7 　 下水 (  50, 150)
太宰府 ＬＳ2       1km 　　 　　

86,200
-9

古賀 古賀市 南東　      6m 水道
60,400 241    1:1.5 市道 ガス ２低専

(県)  -  4 　 下水 (  60, 100)
古賀 Ｗ2     1.1km 　　 　　

61,700
-3

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

古賀
花鶴丘１丁目１２番９

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

西鉄五条
観世音寺１丁目２１６番ほか１筆

「観世音寺１－１６－８」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

赤間
自由ケ丘１丁目１３番４

店舗兼共同住
宅

小売店舗、中層ビルが建
ち並ぶ駅に近い商業地域

下大利
下大利１丁目３３１番１６ほか１
筆

「下大利１－９－３１」

住宅 小規模住宅、アパート等
が混在する既成住宅地域

春日
光町２丁目１３７番

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

朝倉街道
針摺北４４１番９４

「針摺北３－１６」

住宅 一般住宅のほかアパート
等も混在する住宅地域

三沢
力武字宮ノ脇１０４６番７
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地番号

標準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居
表示

基準地(上)・
標準地(下)1
平方ﾒｰﾄﾙ当り
の価格(円)

基準地の
地積内私
道分(㎡)

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

志免 糟屋郡志免町 南西　    6.5m 水道
66,500 341    1:1   町道 １住居

(県)  -  4 　 下水 (  60, 200)
志免 Ｗ2     4.8km 　　 　　

66,500
-2

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

福岡空港
志免３丁目１４１０番２

「志免３－６－３」
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 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件  (８)  (９)

福岡（林） 北九州市小倉南区 用材林地 集材機 市道 「調区」
150,000 1160 檜       6m

-1  
    200m       2km       1km

福岡（林） 京都郡みやこ町 用材林地 集材機 県道 「準都計」
73,000 11780 檜       8m

-2  
    500m     2.2km     700m

福岡（林） 豊前市 用材林地 集材機 農道 （都）
70,000 9699 檜       8m

-3  
    400m       5km     800m

福岡（林） 筑紫郡那珂川町 用材林地 集材機 町道
87,000 9103 杉     2.5m

檜
-4  

    100m     8.2km     1.2km
福岡（林） 宮若市 用材林地 集材機 市道 「準都計」

79,000 3160 杉       6m

-5  
    400m     8.5km     500m

福岡（林） 嘉麻市 用材林地 集材機 市道
37,500 21936 杉      12m

檜
-6  

    500m      15km     1.2km
福岡（林） 朝倉郡東峰村 用材林地 国道

29,300 15352 杉 集材機       7m

-7  
    300m     6.7km     500m

福岡（林） 糸島市 用材・雑木林地 人力 市道 「調区」
780,000 2845 檜 林内作業車       4m

椎・竹等
-8 林(公)道  

      0m       5km     450m
福岡（林） うきは市 用材林地 市道

34,100 15444 杉 集材機       4m
檜

-9 県立公 3種
     50m     8.4km     700m 特別

福岡（林） 八女市 用材林地 市道
32,700 9152 杉 集材機       4m

-10 県立公 
    200m      31km       1km 普通

福岡（林） 八女市 用材林地 県道
31,200 6254 杉 集材機     4.5m

-11  
    100m      35km     150m

福岡（林） 田川郡添田町 用材林地 県道
39,000 42900 杉 集材機       8m

檜
-12  

    100m       6km     2.5km

標高４００ｍ、約３０度
の北東向き傾斜の人工林
地域

標高５００ｍ、２５～３
０度の北西向き傾斜で
杉・桧の人工林地域

標高１７０ｍ、約２０度
の西向傾斜の雑木が介在
する杉桧の人工林地域

標高１４０ｍ、約２０度
の西向き傾斜の人工林地
域

標高２７０ｍ、１５～２
０度の北向き傾斜の人工
林地域

標高３５０ｍ、約２０度
の南向き傾斜の人工林地
域

標高４５ｍ約２５度の北
面向傾斜の檜・雑木の混
在する人工林

標高４５０ｍ、約３５度
の北向き傾斜の人工林地
域

基準地の利用の
現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地から
搬出地点ま
での搬出方
法及び距離

搬出地点の
道路の状況

最寄駅及び
距離

最寄集落及
び距離

公法上の規制 地域の特性基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の10
アール当た
りの価格
(円)

基準地の
地積(㎡)

都市近郊林地

農村林地
大字大村７１６番 「地森計」

農村林地標高４０ｍ、約２５度南
向き傾斜の人工林及び雑
木林の混在する地域

大字道原字野地２００４番
石原町

大村

大字不入道字峠ノ浦５７番 「地森計」

道原標高１５０ｍ、約２０度
西向き傾斜の杉、桧等の
混在する地域

「地森計」

博多南

山口字上弥ケ谷６３００番 「地森計」

犀川大村字田尾６６９番 「地森計」

宇島 高野台標高９０ｍ、約１５度北
向き傾斜の人工林及び雑
木の混在する地域

赤間 弥ヶ谷

犀川

都市近郊林地

農村林地

不入道 農村林地

農村林地

林業本場林地

馬見字用意野３１９２番１７ 「地森計・保
安林」

大行司 鶴
大字小石原鼓字湯ノ口３１３６番 「地森計・保

安林」

桂川 西尾谷

志摩井田原字柿原６９４番 「地森計」

うきは 元有

筑前前原 井田原

林業本場林地
浮羽町妹川字魚カエリ３３２７番１ 「地森計・保

安林」

羽犬塚 剣持 林業本場林地
黒木町大淵字村上８５２６番７ 「地森計」

標高４００ｍ、約３０度
の南西向き傾斜の人工林
地域

林業本場林地
大字津野字唐二夕１５０８番５ほか
２筆

「地森計・保
安林」

星野村字村下１７８８３番 「地森計・保
安林」

彦山 宮元

羽犬塚 柳 林業本場林地
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