
平成２２年度福岡県地価調査林地基準地一覧

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件  (８)  (９)
基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の 基準地か 搬出地点の 最寄駅 最寄集落 公法上の 地域の特性

10アール 地積 利用の現況 土地の利用の現況 ら搬出地 道路の状況 及び距離 及び距離 規制
当たりの 点までの
価格 搬出方法
　　  (円) 　  (㎡) 及び距離

福岡県 北九州市小倉南区 用材林地 標高１５０ｍ、約２０度 集材機 市道 石原町 道原 「調区」 都市近郊林地
大字道原字野地２００４番 150,000 1160 檜 西向き傾斜の杉、桧等の       3m 「地森計」

混在する地域
(林)　  -  1 160,000  

△ 6.3     200m       2km       1km
福岡県 京都郡みやこ町 用材林地 標高４０ｍ、約２５度南 集材機 県道 犀川 大村 「準都計」 農村林地

犀川大村字田尾６６９番 73,000 11780 檜 向き傾斜の人工林及び雑       8m 「地森計」
木林の混在する地域

(林)　  -  2 77,000  
△ 5.2     500m     2.2km     700m

福岡県 豊前市 用材林地 標高９０ｍ、約１５度北 集材機 農道 宇島 高野台 （都） 農村林地
大字大村７１６番 70,000 9699 檜 向き傾斜の人工林及び雑       8m 「地森計」

木の混在する地域
(林)　  -  3 72,000  

△ 2.8     400m       5km     800m
福岡県 筑紫郡那珂川町 用材林地 標高１７０ｍ、約２０度 集材機 町道 博多南 不入道 「都計外」 農村林地

大字不入道字峠ノ浦５７番 87,000 9103 杉 の西向傾斜の雑木が介在     2.5m 「地森計」
檜 する杉桧の人工林地域

(林)　  -  4 91,000  
△ 4.4     100m     8.2km     1.2km

福岡県 宮若市 用材林地 標高１４０ｍ、約２０度 集材機 市道 赤間 弥ヶ谷 「準都計」 農村林地
山口字上弥ケ谷６３００番 79,000 3160 杉 の西向き傾斜の人工林地       6m 「地森計」

域
(林)　  -  5 84,000  

△ 6.0     400m     8.5km     500m
福岡県 嘉麻市 用材林地 標高２７０ｍ、１５～２ 集材機 市道 桂川 西尾谷 「都計外」 農村林地

馬見字用意野３１９２番１７ 37,500 21936 杉 ０度の北向き傾斜の人工      12m 「地森計・保
檜 林地域 安林」

(林)　  -  6 39,000  
△ 3.8     500m      15km     1.2km

福岡県 朝倉郡東峰村 用材林地 標高３５０ｍ、約２０度 国道 大行司 鶴 「都計外」 林業本場林地
大字小石原鼓字湯ノ口３１３６番 29,300 15352 杉 の南向き傾斜の人工林地 集材機       7m 「地森計・保

域 安林」
(林)　  -  7 30,500  

△ 3.9     300m     6.7km     500m
福岡県 糸島市 用材・雑木林地 標高４５ｍ約２５度の北 人力 市道 筑前前原 井田原 「調区」 都市近郊林地

志摩井田原字柿原６９４番 780,000 2845 檜 面向傾斜の檜・雑木の混 林内作業車       4m 「地森計」
椎 在する人工林

(林)　  -  8 830,000 竹等 林(公)道  
△ 6.0       0m       5km     450m

福岡県 うきは市 用材林地 標高４５０、約３５度の 市道 うきは 元有 「都計外」 林業本場林地
浮羽町妹川字魚カエリ３３２７番 34,100 15444 杉 北向き傾斜の人工林地域 集材機       4m 「地森計・保
１ 檜 安林」

(林)　  -  9 35,900 県立公 3種
△ 5.0      50m     8.4km     700m 特別

福岡県 八女市 用材林地 標高４００ｍ、約３０度 市道 羽犬塚 剣持 「都計外」 林業本場林地
黒木町大淵字村上８５２６番７ 32,700 9152 杉 の南西向き傾斜の人工林 集材機       4m 「地森計」

地域
(林)　  - 10 34,500 県立公 

△ 5.2     200m      31km       1km 普通
福岡県 八女市 用材林地 標高４００ｍ、約３０度 県道 羽犬塚 柳 「都計外」 林業本場林地

星野村字村下１７８８３番 31,200 6254 杉 の北東向き傾斜の人工林 集材機     4.5m 「地森計・保
地域 安林」

(林)　  - 11 33,000  
△ 5.5     100m      35km     150m

福岡県 田川郡添田町 用材林地 標高５００ｍ、２５～３ 県道 彦山 宮元 「都計外」 林業本場林地
大字津野字唐二夕１５０８番５ 39,000 42900 杉 ０度の北西向き傾斜で杉 集材機       8m 「地森計・保
ほか２筆 檜 ・桧の人工林地域 安林」

(林)　  - 12 40,000  
△ 2.5     100m       6km     2.5km

 


