
林地を除く

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

大牟田 大牟田市 南          6m 水道
24,800 196 1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)   -  5 Ｗ2 　     2.5km         

　
大牟田 大牟田市 北          6m 水道

27,300 198 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
24,900 221 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

33,000 301 1:1 市道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)   -  8 Ｗ2 　     2.2km         
　

大牟田 大牟田市 北東        5m 水道
28,800 214 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

25,000 294 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
26,500 225 1:1 市道 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

24,600 230 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
43,800 465 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

27,700 271 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
31,800 279 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

25,000 245 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
外の既成住宅地域

大牟田
新勝立町４丁目７番１１

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 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 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 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 中規模一般住宅の中に空
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既
成住宅地域

新栄町
中白川町３丁目２６０番２

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
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

銀水
大字田隈字平松７３番１３

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

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
(㎡)



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

大牟田 大牟田市 南          4m 水道
31,400 253 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 北東        4m 水道 「調区」

14,600 354 1:2 市道
　 (  60, 200)

(県)   - 18 Ｗ2 　     4.4km         
　

大牟田 大牟田市 西        2.5m 水道 「調区」
14,100 310 1.2:1 市道

　 (  60, 200)
(県)   - 19 Ｗ2 　     3.7km         

　
大牟田 大牟田市 南東       30m 水道

48,700 148 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
44,200 546 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

35,500 185 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
48,500 100 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

53,200 191 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 南東       27m 水道

40,600 447 1.2:1 県道 １住居
　 (  60, 200)

(県)  5-  6 Ｗ2 　      250m         
背面道 　

大牟田 大牟田市 東         20m 水道
31,900 2151 1.5:1 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県)  5-  7 Ｓ2 　     1.9km         

　
大牟田 大牟田市 台形 西         14m 水道

47,000 647 1:2 国道 準工
　 (  60, 200)

(県)  5-  8 Ｓ2 　      700m         
背面道 　

大牟田 大牟田市 北西       15m 水道
9,200 3305 1:1.5 市道 工専

　 (  60, 200)
(県)  9-  1 Ｓ1 　     3.6km         

背面道 　

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

店舗兼住宅 店舗、店舗兼住宅等が増
えつつある路線商業地域

新大牟田
岩本新町１丁目５番４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

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 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

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

久留米 久留米市 台形 南          4m 水道
38,400 118 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

35,700 182 1:1 市道 １低専
　 下水 (  50,  80)

(県)   -  2 ＬＳ2 　     1.2km         
　

久留米 久留米市 南西      5.5m 水道
44,100 227 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）

30,200 260 1:1 市道 １低専
　 (  50,  80)

(県)   -  4 Ｗ2 　      400m         
　

久留米 久留米市 南          4m 水道
47,300 251 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

73,000 298 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
57,400 221 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

96,500 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
61,000 160 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

36,000 396 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
41,000 232 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 北西        6m 水道

77,500 393 1.2:1 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)   - 12 Ｗ2 　      400m 準防    
　

住宅 中規模一般住宅の中に駐
車場等が見られる住宅地
域

久留米
城南町７番１７

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

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 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」

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 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 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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

久留米 久留米市 西        4.7m 水道
59,000 148 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

54,300 237 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
55,000 206 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

52,500 264 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
63,200 219 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

54,200 235 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」
21,500 679 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」

9,400 645 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」
11,400 314 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）

24,500 332 1:2.5 市道
　 (  70, 200)

(県)   - 22 Ｗ2 　      450m         
　

久留米 久留米市 東        4.5m 水道 （都）
34,000 214 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）

22,200 176 1:1.5 市道 １住居
　 (  60, 200)

(県)   - 24 Ｗ2 　      450m         
　

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

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 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 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 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 中規模一般住宅の中にア
パート等が見られる住宅
地域

西鉄久留米
国分町字立割９８５番８ほか３筆

住宅 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 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、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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

久留米 久留米市 南        4.5m 水道 （都）
25,200 168 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）

26,700 271 1:1.2 市道 ガス
　 下水 (  70, 200)

(県)   - 26 Ｗ1 　       2km         
　

久留米 久留米市 北西      5.3m 水道 「準都計」
19,300 206 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」

16,700 433 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        5.5m 水道 「準都計」
16,600 399 1:1.5 市道

　 (  70, 200)
(県)   - 29 Ｗ2 　     5.5km         

　
久留米 久留米市 東          5m 水道 「準都計」

13,200 286 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）
25,100 310 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）

24,200 186 1:1.2 市道 ２低専
　 (  60,  80)

(県)   - 32 Ｗ2 　     1.8km         
　

久留米 久留米市 東        4.9m 水道 「調区」
22,300 369 1:1 市道

　 (  70, 200)
(県)   - 33 Ｗ2 　     3.4km         

　
久留米 久留米市 北西      3.8m 水道 「調区」

26,000 593 1.2:1 市道
　 下水 (  70, 200)

(県)   - 34 Ｗ2 北東 　     1.7km         
側道 　

久留米 久留米市 南        7.2m 水道
123,000 922 1:1.5 市道 ガス 商業

* 　 下水 (  80, 400)
(県)   - 35 ＳＲＣ14 　      350m 準防    

背面道 　
久留米 久留米市 北          8m 水道

150,000 195 1:2 市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県)  5-  1 ＲＣ3 　      300m 防火    
　

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

共同住宅 中高層マンションを主に
店舗等もある住宅地域

西鉄久留米
東和町３番３

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
太郎原町字西１９０３番３

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

住宅 中規模一般住宅の中に空
地等が見られる住宅地域

三潴
三潴町高三潴字庄分２４９番２

住宅 農家住宅、一般住宅等が
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 農家住宅、一般住宅等が
混在する住宅地域。

大溝
城島町下青木字南小路１０７４番１ほ
か２筆

住宅 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 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 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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

久留米 久留米市 不整形 北東       16m 水道
59,000 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

199,000 869 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 台形 南         25m 水道
131,000 254 1:1 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県)  5-  4 西 　      100m 防火    

側道 　
久留米 久留米市 台形 東       13.5m 水道

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

(県)  5-  5 Ｓ1 南 　     5.2km         
側道 　

久留米 久留米市 不整形 南        9.7m 「準都計」
37,000 109 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）

37,400 183 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」
22,000 253 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）

35,800 368 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
129,000 1937 1.2:1 国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県)  5- 10 Ｓ2 　     1.5km         

　
久留米 久留米市 台形 北西       25m 水道

97,000 3543 1.2:1 市道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(県)  5- 11 Ｓ2 　     1.7km         
三方路 　

久留米 久留米市 台形 北西        8m 水道 「準都計」
9,300 4343 1:2 市道

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

　
直方 直方市 南西        7m 水道 （都）

14,600 266 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２５５９番１４

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
東櫛原町字高太郎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

三潴
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 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

空地 飲食店舗、小売店舗、共
同住宅等が混在する駅前
の商業地域

久留米
城南町３番１９ほか１筆

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 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」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

直方 直方市 東        5.5m 水道 （都）
17,200 770 1.2:1 市道

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

　
直方 直方市 東          4m 水道 （都）

26,200 299 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）
22,000 430 1.2:1 市道 １低専

　 (  40,  60)
(県)   -  4 Ｗ1 　     3.1km         

　
直方 直方市 北東        4m 水道 （都）

17,700 264 1:1.5 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  5 Ｗ2 　     4.4km         
　

直方 直方市 南        4.5m 水道 （都）
19,200 245 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）

35,700 114 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）
14,500 3256 1:2 市道 準工

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

　
飯塚 飯塚市 台形 北東        5m 水道 （都）

40,000 469 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）
27,200 214 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）

27,400 185 1.2:1 市道 １中専
　 下水 (  60, 200)

(県)   -  3 Ｗ2 　     3.5km         
　

飯塚 飯塚市 南東        6m 水道 （都）
32,500 243 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）

41,400 221 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

新飯塚駅
柏の森字丁ノ坪６３４番３５

住宅 中規模一般住宅が建ち並
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１６９２番



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

飯塚 飯塚市 南          4m 水道 （都）
29,500 433 1:2 市道 １住居

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

　
飯塚 飯塚市 南          3m 「準都計」

6,500 467 1:1 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  7 Ｗ1 　     4.8km         
　

飯塚 飯塚市 東        5.2m 水道 （都）
25,700 337 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 （都）

16,500 281 1:2 県道
　 (  70, 200)

(県)   -  9 Ｗ2 　     1.1km         
　

飯塚 飯塚市 東          5m 水道 （都）
15,800 193 1:1 市道

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

　
飯塚 飯塚市 台形 北西      4.5m 水道 「準都計」

9,100 212 1:2 市道
　 下水 (  70, 200)

(県)   - 11 Ｗ2 　      250m         
　

飯塚 飯塚市 台形 北西      4.5m 水道 「準都計」
7,500 489 1:1 市道

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

　
飯塚 飯塚市 台形 南東        5m 水道 （都）

29,200 211 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）
22,500 166 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）

20,300 278 1:1 市道
　 (  60, 200)

(県)   - 15 Ｗ2 　     1.4km         
　

飯塚 飯塚市 南東      4.8m 水道 （都）
24,800 284 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）

20,000 467 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住
宅地域

新飯塚
仁保字草場１９３番１４

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、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 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 中規模一般住宅を主体と
した住宅地域

上穂波
長尾字谷１０５０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 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区
画整然とした住宅地域

新飯塚
幸袋字昆砂門５３７番３０



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

飯塚 飯塚市 不整形 南西      6.6m 水道 （都）
6,400 1196 2:1 市道

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

　
飯塚 飯塚市 北東      5.2m 水道 （都）

19,500 418 1:1.2 市道 １低専
　 (  50,  80)

(県)   - 19 Ｗ1 　       3km         
　

飯塚 飯塚市 南         12m 水道 （都）
12,600 508 1.2:1 市道

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

　
飯塚 飯塚市 西          5m 水道 （都）

9,600 314 1:1.2 市道
　 (  70, 200)

(県)   - 21 Ｗ1 　     2.2km         
　

飯塚 飯塚市 北         11m 水道 （都）
63,700 102 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 （都）

20,000 172 1:2 市道 ２住居
　 (  60, 200)

(県)  5-  2 Ｗ1 　      300m         
　

飯塚 飯塚市 南東       10m 水道 （都）
29,300 661 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）

44,000 335 1:1.5 国道 近商
　 (  80, 200)

(県)  5-  4 Ｓ2 　     2.7km 準防    
　

飯塚 飯塚市 不整形 東         20m 水道 （都）
29,500 704 3:1 国道

　 (  70, 200)
(県)  5-  5 Ｓ2 西 　     1.9km         

側道 　
飯塚 飯塚市 南東     16.5m 水道 （都）

45,500 694 1:1.5 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県)  5-  6 Ｓ2 南西 　       2km         
側道 　

飯塚 飯塚市 東        9.5m 水道 （都）
8,200 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」

4,400 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

店舗兼住宅 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 自動車販売店、ホームセ
ンター、飲食店等が建ち
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、スーパー等が存する
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
在する山際の農家集落地
域

筑前庄内
筒野字安ノ坂４３５番１ほか１筆



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

飯塚 飯塚市 台形 東        9.2m 水道 （都）
6,800 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）

6,300 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）
26,100 187 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）

14,800 251 1:1.2 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  2 Ｗ1 　     2.3km         
　

田川 田川市 北        4.5m 水道 （都）
17,200 262 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）

16,000 243 1:1.5 県道
　 (  70, 200)

(県)   -  4 Ｗ1 西 　      700m         
側道 　

田川 田川市 西          5m 水道 （都）
14,000 288 1:1.2 市道

　 (  70, 200)
(県)   -  5 Ｗ2 　     2.6km         

　
田川 田川市 西          5m 水道 （都）

33,800 121 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）
42,800 1945 1.5:1 国道 準工

　 (  60, 200)
(県)  5-  2 　      750m 準防    

　
田川 田川市 南西       18m 水道 （都）

7,900 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）
23,200 214 1:1.2 私道

　 (  70, 200)
(県)   -  1 Ｗ2 　      250m         

　
柳川 柳川市 西          5m 水道 （都）

33,400 165 1:1.2 市道 １住居
　 (  60, 200)

(県)   -  2 Ｗ2 　     2.8km         
　

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

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

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

建築中 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

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」

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

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 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」

工場 中規模の工場、物流セン
ター等が集積する内陸型
工業団地

新飯塚
有安字鳥羽９５８番９

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

柳川 柳川市 北        4.5m 水道 （都）
18,500 308 1.5:1 市道

　 (  70, 200)
(県)   -  3 Ｗ2 　     3.9km         

　
柳川 柳川市 南        3.8m 水道 （都）

23,500 354 1:2.5 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  4 ＬＳ2 　     2.1km         
　

柳川 柳川市 西          4m 水道 （都）
32,800 176 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）

19,600 442 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）
21,200 684 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）

12,700 674 1.2:1 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  8 Ｗ1 　     1.8km         
　

柳川 柳川市 南        6.5m 水道 （都）
14,800 499 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）

32,200 338 1:1.2 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)   - 10 Ｗ2 　      400m         
　

柳川 柳川市 南西      5.3m 水道 （都）
23,500 315 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）

59,700 520 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 北         20m 水道 （都）
55,000 249 1:1.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県)  5-  3 Ｓ3 　       2km 準防    

　
柳川 柳川市 台形 北東      7.5m 水道 （都）

28,300 525 1:2.5 国道 １住居
　 (  60, 200)

(県)  5-  4 Ｓ2 　     1.5km         
　

店舗 低層の店舗、一般住宅等
が見られる国道沿いの商
業地域

塩塚
大和町鷹ノ尾字神田町１４１番２ほか
１筆

店舗、事務所
兼住宅

低層店舗、店舗兼住宅等
が建ち並ぶ県道沿いの商
業地域

西鉄柳川
本町４０番１３

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

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

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

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 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 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 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 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 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

居宅 一般住宅と農家住宅が混
在する住宅地域

西鉄柳川
田脇字村中東８８８番１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

柳川 柳川市 台形 南          8m 水道 （都）
19,100 3091 2:1 県道 準工

　 (  60, 200)
(県)  9-  1 Ｓ2 東 　     2.4km         

側道 　
八女 八女市 西        5.3m 水道 （都）

17,500 631 1:1.2 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  1 Ｗ2 　     7.5km         
　

八女 八女市 西        2.1m 水道 （都）
18,700 295 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）

23,600 330 1:1.5 市道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)   -  3 ＬＳ2 　     6.8km         
　

八女 八女市 南          5m 水道 （都）
25,600 213 1:2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)   -  4 Ｗ2 　     6.5km         

　
八女 八女市 台形 南        4.3m 水道 （都）

15,400 254 1:1.5 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  5 Ｗ2 　      11km         
　

八女 八女市 北        3.8m 水道 「準都計」
14,500 392 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」

9,500 229 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）
15,000 312 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」

6,900 260 1:1.2 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  9 Ｗ2 　      22km         
　

八女 八女市 台形 南東        3m 「都計外」
5,480 415 2:1 市道

　
(県)   - 10 Ｗ2 　      25km         

　
八女 八女市 北         13m 「都計外」

11,000 313 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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

八女 八女市 南西        5m 水道 （都）
11,000 429 1:1.2 市道

　 (  60, 200)
(県)   - 12 Ｗ2 　     9.5km         

　
八女 八女市 不整形 北         10m 「都計外」

8,700 564 1:1.5 県道
　

(県)   - 13 Ｗ2 　    19.5km         
　

八女 八女市 北        6.5m 「都計外」
5,300 457 1.2:1 県道

　
(県)   - 14 Ｗ2 　      13km         

　
八女 八女市 南東        5m 水道 （都）

15,700 337 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）
15,000 497 1:1 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)   - 16 Ｗ2 　     9.5km         

　
八女 八女市 台形 東          4m 「都計外」

7,200 568 1:1.2 市道
　

(県)   - 17 ＬＳ2 北 　    36.5km         
側道 　

八女 八女市 台形 西        6.5m 「都計外」
3,950 363 2.5:1 市道

　
(県)   - 18 Ｗ2 　      38km         

三方路 　
八女 八女市 東          5m 「都計外」

2,800 529 2:1 道路
　

(県)   - 19 Ｗ2 　      38km         
　

八女 八女市 台形 南        5.5m 水道 「都計外」
7,350 623 2:1 市道

　
(県)   - 20 Ｗ2 　      28km         

　
八女 八女市 不整形 南        5.5m 水道 「都計外」

3,000 913 1:1.2 市道
　

(県)   - 21 Ｗ2 　    32.6km         
　

八女 八女市 台形 北         11m 水道 「都計外」
5,000 399 1:1 県道

　
(県)   - 22 Ｗ2 　      21km         

　
八女 八女市 不整形 北         12m 水道 （都）

32,000 372 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 中小規模の農家住宅、農
地が混在する旧来からの
住宅地域

羽犬塚
星野村字中曽１５５２６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番ほか２
筆

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

居宅 農家住宅等が見られる山
間部の住宅地域

羽犬塚
立花町上辺春字熊川１０１４番１

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

八女 八女市 南          6m 水道 「準都計」
20,400 193 1:2 県道

　 (  70, 200)
(県)  5-  2 Ｗ2 　    14.7km         

　
八女 八女市 北          9m （都）

22,500 306 1:1.5 国道 近商
　 (  80, 200)

(県)  5-  3 Ｗ2 西 　    15.5km         
側道 　

八女 八女市 北         17m 水道 （都）
22,000 264 1:1.5 国道 近商

　 (  80, 200)
(県)  5-  4 Ｗ2 　     9.8km 準防    

　
八女 八女市 北東      6.2m 「都計外」

9,500 156 1:2 国道
　

(県)  5-  5 Ｗ2 　      36km         
　

八女 八女市 台形 南西        9m 水道 「都計外」
9,400 273 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）

30,300 272 1:1.2 県道 準工
　 (  60, 200)

(県)  5-  7 Ｓ2 　     6.5km         
　

八女 八女市 北         21m 水道 （都）
20,500 155 1:2 市道 準工

　 (  60, 200)
(県)  5-  8 Ｗ2 　    17.4km         

　
筑後 筑後市 西          4m 水道 （都）

32,300 200 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）
30,000 327 1.2:1 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)   -  2 ＬＳ2 　     1.2km         

　
筑後 筑後市 台形 北        6.5m 水道 （都）

25,900 362 1.2:1 県道
　 (  70, 200)

(県)   -  3 Ｗ2 　      950m         
　

筑後 筑後市 南          6m 水道 （都）
32,300 216 1:1 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)   -  4 ＬＳ2 　     1.3km         

　
筑後 筑後市 東          4m 水道 （都）

40,000 226 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 県道沿いの一般住宅が主
体の住宅地域

筑後船小屋
大字津島字下峠５２６番２ほか２筆

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 幹線道路沿いに低層店舗
等が建ち並ぶ商業地域

羽犬塚
黒木町今字平ノ前２１７５番６

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

筑後 筑後市 西         15m 水道 （都）
58,000 902 1:2.5 国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県)  5-  1 ＲＣ2 　      430m 準防    

　
筑後 筑後市 台形 東       12.5m 水道 （都）

13,600 17607 1:1.5 市道 工専
　 (  60, 200)

(県)  9-  1 Ｓ2 　     1.5km         
三方路 　

大川 大川市 台形 南          4m 水道 （都）
22,000 426 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）

18,800 244 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）
16,200 371 1.2:1 市道

　 (  70, 200)
(県)   -  3 ＬＳ2 　     4.3km         

　
大川 大川市 台形 西         15m 水道 （都）

49,000 531 1:1.2 国道 商業
　 下水 (  80, 400)

(県)  5-  1 ＳＲＣ4 　     6.7km 準防    
　

大川 大川市 北東       15m 水道 （都）
39,500 511 1:2 国道 準工

　 (  60, 200)
(県)  5-  2 Ｓ2 　     8.1km         

　
大川 大川市 東         10m 水道 （都）

10,300 1524 2.5:1 私道 工業
　 (  60, 200)

(県)  9-  1 Ｓ2 　     9.8km         
三方路 　

大川 大川市 南         11m 水道 （都）
18,200 3793 1:2.5 県道

　 (  70, 200)
(県)  9-  2 Ｓ2 北西 　       3km         

側道 　
行橋 行橋市 東          6m 水道 （都）

37,600 225 1.2:1 市道
　 下水 (  70, 200)

(県)   -  1 Ｗ2 　      800m         
　

行橋 行橋市 東          4m 水道 （都）
34,000 122 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）

19,200 237 1.2:1 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  3 Ｗ1 　      400m         
　

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

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」

工場、倉庫兼
事務所

中小規模工場、配送セン
ター等が多い県道沿いの
工業地域

蒲池
大字鬼古賀字曲輪ノ内１７１番２ほか
５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

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 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

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

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 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

事務所兼倉庫 中小規模の工場、倉庫等
が混在する工業地域

羽犬塚
大字長浜字南十方２０９０番７

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

行橋 行橋市 台形 南東        6m 水道 （都）
30,000 396 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）

23,900 225 1.5:1 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  5 Ｗ2 　     1.2km         
　

行橋 行橋市 北          5m 水道 （都）
27,900 165 1:1.2 市道 １中専

　 (  60, 200)
(県)   -  6 Ｗ2 　     1.4km         

　
行橋 行橋市 北西        7m 水道 （都）

14,700 495 1:2 市道
　 (  70, 200)

(県)   -  7 ＬＳ1 　     4.3km         
　

行橋 行橋市 東        5.5m 水道 （都）
51,400 165 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）

78,500 334 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）
19,100 593 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）

18,500 264 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）
18,900 195 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）

14,900 196 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）
27,800 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）

8,300 6621 1:1 市道 工業
　 (  60, 200)

(県)  9-  1 　     1.1km         
　

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

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

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

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 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 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

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」

店舗 飲食店、ホテル等が建ち
並ぶ商業地域

行橋
中央３丁目５１４番５

「中央３－５－３」

住宅 農地の中に一般住宅、農
家住宅等が点在する住宅
地域

行橋
大字今井字文久３２１４番６

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 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 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」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

中間 中間市 南東      4.7m 水道
33,000 197 1.5:1 市道 １住居

　 (  60, 200)
(県)   -  1 Ｗ2 　      550m         

　
中間 中間市 北東        6m 水道

33,500 172 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
29,200 316 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

25,300 177 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
33,400 279 1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)   -  5 Ｗ2 　      800m         

　
中間 中間市 北          6m 水道 「調区」

12,700 402 1.5:1 市道
　 (  60, 200)

(県)   -  6 Ｗ2 　     2.2km         
　

中間 中間市 北東        9m 水道
40,000 143 1:2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県)  5-  1 Ｗ2 　      120m 準防    

　
小郡 小郡市 台形 南          4m 水道

37,400 301 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

46,900 316 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
43,200 177 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

40,600 132 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
57,500 209 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

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住
宅地域

大保
大保字原口１２３４番１８

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

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
大字垣生字三軒家１９５９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

中間
中鶴１丁目７４６０番９４

「中鶴１－５－２７」

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傾
斜地の住宅地域

通谷
通谷４丁目２１４番１０９

「通谷４―４―３３」

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１－８－１０」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

小郡 小郡市 南        4.7m 水道
39,400 206 1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)   -  6 Ｗ2 　      700m         

　
小郡 小郡市 北        4.5m 水道 「調区」

27,000 404 1.5:1 市道
　 下水 (  70, 200)

(県)   -  7 Ｗ1 　      440m         
　

小郡 小郡市 台形 北西      6.5m 水道
60,600 201 1:1.2 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県)  5-  1 Ｓ3 　      150m 準防    

　
筑紫野 筑紫野市 南西        5m 水道

48,800 160 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」
24,800 333 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
43,500 252 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

49,700 135 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 ＬＳ2 　       1km         

　
筑紫野 筑紫野市 台形 南        8.3m 水道

71,000 230 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
60,300 279 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 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

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 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 中規模一般住宅が多い郊
外の分譲住宅地域

紫
大字阿志岐２４８９番４９

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 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 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

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 中規模一般住宅が多い住
宅地域

大保
力武字龍頭３１０番３１



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

筑紫野 筑紫野市 台形 南西      3.5m 「調区」
19,300 675 1.2:1 市道

　 下水 (  60, 200)
(県)   - 10 Ｗ2 　     4.5km         

　
筑紫野 筑紫野市 不整形 南西      5.2m 水道

23,000 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
102,000 103 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

132,000 165 1:1.5 県道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県)  5-  2 Ｓ3 　      150m 準防    
　

春日 春日市 東          6m 水道
85,300 257 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

77,000 165 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
84,500 221 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        4.7m 水道

84,900 165 1:2 市道 ガス １低専
　 下水 (  50,  80)

(県)   -  4 ＬＳ2 　     1.5km         
　

春日 春日市 北          5m 水道
73,800 165 1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)   -  5 Ｗ2 　     3.4km         

　
春日 春日市 南        6.8m 水道

70,000 249 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
56,000 205 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

104,000 1079 1:1.5 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)   -  8 ＲＣ4 　     1.1km         
背面道 　

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

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

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 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 中規模一般住宅が建ち並
ぶ分譲住宅地域

春日
紅葉ケ丘西６丁目１０５番

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 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

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」

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」

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

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

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

150,000 238 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
110,000 497 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

137,000 884 1.5:1 県道 ガス 準工
　 下水 (  60, 200)

(県)  5-  3 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
100,000 243 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

49,700 134 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
86,500 152 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

64,100 178 1:1.2 市道 ２中専
　 下水 (  50, 150)

(県)   -  6 Ｗ2 　       2km         
　

大野城 大野城市 南東     12.5m 水道
129,000 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

86,500 252 1:1.2 市道 ガス １低専
　 下水 (  50, 100)

(県)   -  8 Ｗ1 　      660m         
　

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」

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住
宅地域

春日原
大池１丁目１５番２

「大池１―１５―２」

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」

店舗 小売店舗のほか工場等の
見られる路線商業地域

井尻
桜ヶ丘４丁目２３番

店舗 中小規模の小売店舗、学
習塾、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 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

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

大野城 大野城市 南東        6m 水道
56,000 319 1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)   -  9 Ｗ2 　     3.9km         

　
大野城 大野城市 台形 南東        8m 水道

148,000 223 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
109,000 1849 1:1.2 国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県)  5-  3 ＳＲＣ3 　     1.7km         

　
宗像 宗像市 北          6m 水道

34,800 320 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
36,000 206 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

22,200 305 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
35,700 288 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

29,500 224 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
35,700 226 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

34,000 214 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 「都計外」
8,900 131 1:2 市道

　 下水
(県)   -  8 Ｗ2 　      450m         

　

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

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

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 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
城西ヶ丘６丁目１１番１６

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
ぶ閑静な住宅地域

東郷
日の里９丁目１３番１０

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

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５番３

「御笠川２－５－２」

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」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗兼共同住宅
が多い駅に近い商業地域

下大利
下大利１丁目３３１番１６ほか１筆

「下大利１－９－３１」

住宅 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」



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

宗像 宗像市 北東        6m 水道
37,500 318 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

30,400 244 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
28,500 198 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

30,600 223 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
31,800 237 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 「調区」

13,700 649 1.5:1 市道
　 下水 (  60, 200)

(県)   - 14 Ｗ1 南東 　       5km         
側道 　

宗像 宗像市 南西      4.5m 水道 「調区」
14,300 213 1:1.2 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)   - 15 Ｗ2 　       8km         

　
宗像 宗像市 南          5m 水道 「調区」

12,300 895 1:1.2 市道
　 下水 (  60, 200)

(県)   - 16 Ｗ2 南東 　       7km         
側道 　

宗像 宗像市 北西        6m 水道 「調区」
17,600 217 1:1 市道 ガス

　 下水 (  50,  80)
(県)   - 17 Ｗ2 　     5.6km         

　
宗像 宗像市 南東      2.3m 水道 「都計外」

4,200 138 1.2:1 市道
　 下水

(県)   - 18 Ｗ2 　     1.5km         
　

宗像 宗像市 西          4m 水道 「調区」
16,600 303 1.5:1 市道

　 下水 (  60, 200)
(県)   - 19 Ｗ2 　     4.2km         

　
宗像 宗像市 台形 北東        4m 「調区」

8,400 1648 1.5:1 市道
　 (  60, 200)

(県)   - 20 Ｗ1 　     5.6km         
　

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 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

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既
成住宅地域

東郷
神湊字上灘１２４２番２２５ほか１筆

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 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区
画整然とした住宅地域

赤間
自由ヶ丘１丁目１３番４



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

宗像 宗像市 北東       25m 水道
51,500 378 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

57,500 286 1:2 県道 商業
　 下水 (  80, 400)

(県)  5-  2 Ｗ2 　     1.5km 準防    
　

宗像 宗像市 西        6.5m 水道 「調区」
16,400 187 1:3 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)  5-  3 ＬＳ2 　      11km         

　
宗像 宗像市 台形 南         25m 水道

51,400 1919 2:1 国道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県)  5-  4 Ｓ1 　     2.6km         
　

太宰府 太宰府市 台形 南        3.2m 水道
66,000 211 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

59,700 260 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
50,100 282 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

62,000 226 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
43,700 347 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

40,500 252 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
87,000 419 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

55,500 187 1.5:1 市道 １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)   -  8 Ｗ1 　      900m         高度
　

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」

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 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 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、
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」

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

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

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」

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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

太宰府 太宰府市 台形 北          4m 「準都計」
21,000 1230 1.5:1 市道

　 下水 (  60, 200)
(県)   -  9 Ｗ1 　     4.6km         

　
太宰府 太宰府市 東          6m 水道 「調区」

48,600 182 1.2:1 市道
　 下水 (  60, 200)

(県)   - 10 Ｗ2 　       1km         
　

太宰府 太宰府市 東        6.5m 水道
117,000 331 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

117,000 744 1:1.2 市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県)  5-  2 ＲＣ3 　      150m 準防    
背面道 　

古賀 古賀市 北西      3.7m 水道
46,400 185 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

50,100 347 1:1 市道 １低専
　 下水 (  40,  80)

(県)   -  2 Ｗ1 　      720m         
　

古賀 古賀市 北東        6m 水道
60,000 256 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

56,800 241 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」

31,000 293 1.2:1 市道 ガス
　 下水 (  60, 200)

(県)   -  5 Ｗ2 　     4.8km         
　

古賀 古賀市 南西      6.7m 水道 「調区」
29,000 251 1:1 市道

　 下水 (  60, 200)
(県)   -  6 Ｗ1 　     3.2km         

　
古賀 古賀市 南東       47m 水道

67,500 1375 1.2:1 国道 ガス 近商
　 下水 (  80, 200)

(県)  5-  1 北東 　     1.4km 準防    
側道 　

古賀 古賀市 南東       11m 水道
79,200 447 1:1 国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県)  5-  2 Ｗ1 北東 　      500m 準防    

側道 　

店舗 店舗、事業所等が建ち並
ぶ路線商業地域

古賀
天神５丁目９４４番１外２筆

「天神５－１０－２」

空地 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 中規模一般住宅が見られ
る郊外の住宅地域

古賀
米多比字大地田１６５５番２５

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

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既
成住宅地域

千鳥
千鳥２丁目１８６３番６４

「千鳥２－７－７」

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」

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」

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 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



林地を除く

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

基準地の鉄道その他
の主要な交通施設と
の接近の状況

基準地に係る都
市計画法その他
法令の制限で主
要なもの

基準地の形状 基準地の利用
の現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地の前面道
路の状況

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

基準地の
地積
内私道分
(㎡)

古賀 古賀市 北         11m 水道
26,800 32826 1:1.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県)  9-  1 　     1.4km         

三方路 　
福津 福津市 南東      6.3m 水道

42,000 210 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
40,600 233 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

38,300 253 1:1.2 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)   -  3 Ｗ2 　     1.6km         
　

福津 福津市 東          6m 水道
38,500 209 1.2:1 市道 １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)   -  4 Ｗ2 　     1.1km         

　
福津 福津市 西        6.2m 水道

50,200 208 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」
21,900 363 1.5:1 市道

　 (  70, 200)
(県)   -  6 Ｗ2 　     3.9km         

　
福津 福津市 北東        6m 水道

46,000 233 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）
29,000 247 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」

16,500 289 1:1 市道
　 下水 (  70, 200)

(県)   -  9 Ｗ2 　     8.9km         
　

福津 福津市 南東        4m （都）
16,300 1188 1:1.2 市道

　 下水 (  70, 200)
(県)   - 10 Ｗ2 　     4.1km         

　
福津 福津市 東          5m 水道 「調区」

29,000 359 2:1 市道
　 (  60, 200)

(県)   - 11 Ｗ1 　     1.2km         
　

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

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

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 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 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ郊外の住宅地域

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 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

福間
福間南３丁目１３１３番６６

「福間南３－１０－３」

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

東福間
若木台６丁目５番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

千鳥
花見が丘２丁目１８０１番３６

「花見が丘２－１３－２」

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


