
平成１７年地価調査価格及び対前年変動率

　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

岐阜 茜部菱野４丁目１５４番１
（県） -1
岐阜 大字岩崎字畑中６９６番８
（県） -2
岐阜 大字黒野字溝西５０２番７
（県） -3
岐阜 大字上土居字中野８０７番１
（県） -4
岐阜 大字長良雄総字上ノ段１０２番４外
（県） -5
岐阜 大洞桜台６丁目５２番
（県） -6
岐阜 長良西野前１７番３外
（県） -7
岐阜 又丸町畑４７番１０
（県） -8
岐阜 守口町３丁目２１番
（県） -9
岐阜 大字鷺山字中洙１５４３番６４
（県） -10
岐阜 松下町４番１４
（県） -11
岐阜 大字鏡島字長瀬１１３２番８
（県） -12
岐阜 日野東２丁目８番４
（県） -13 「日野東２－８－６」
岐阜 加野１丁目２７番１０
（県） -14 「加野１－２７－１９」
岐阜 西荘３丁目１９番１６
（県） -15
岐阜 西鏡島２丁目５７番
（県） -16
岐阜 敷島町１０丁目５３番
（県） -17
岐阜 今嶺２丁目１番４
（県） -18 「今嶺２－１－３」
岐阜 六条東１丁目１３番５外
（県） -19 「六条東１－１３－５」
岐阜 岩田坂３丁目６番１１
（県） -20 「岩田坂３－６－５」
岐阜 大黒町３丁目２番
（県） -21
岐阜 北島２丁目１０番２
（県） -22 「北島２－１０－１」
岐阜 粟野西３丁目９７番８
（県） -23
岐阜 大字折立字屋敷１２９番
（県） -24
岐阜 上土居２丁目１３番４
（県） -25 「上土居２－１３－３」
岐阜 蔵前６丁目５番３４
（県） -26 「蔵前６－５－１９」
岐阜 養老町２丁目３１番１
（県） -27
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

岐阜 津島町５丁目１６番外
（県） -28
岐阜 則武西２丁目２７番３
（県） -29 「則武西２－２７－３」
岐阜 萱場東町３丁目３３番
（県） -30
岐阜 北野町３２番
（県） -31
岐阜 柳町１番５
（県） -32
岐阜 鍵屋西町１丁目５１番
（県） -33
岐阜 長森本町１丁目１８番２０
（県） -34 「長森本町１－１８－１８」
岐阜 江添３丁目７番９
（県） -35 「江添３－７－７」
岐阜 加納東丸町２丁目９８番１外
（県） -36
岐阜 日野西２丁目４番１４
（県） -37
岐阜 大字正木字南出口７７番４
（県） -38 （正木西部土地区画２５街区２画地）
岐阜 八ツ梅町１丁目５番外
（県） -39
岐阜 長良若葉町２丁目４番
（県） -40
岐阜 加納堀田町１丁目２１番１
（県） -41
岐阜 三田洞東３丁目８番６
（県） -42 「三田洞東３－８－６」
岐阜 日野南３丁目３番８
（県） -43 「日野南３－３－１２」
岐阜 大字小野字二番地処６２８番６０
（県） -44
岐阜 千代田町１丁目３１番２外
（県）5-1
岐阜 北一色８丁目１番１１
（県）5-2 「北一色８－１－１６」
岐阜 早田東町９丁目５６番２
（県）5-3
岐阜 大字鷺山字中洙１２０５番５
（県）5-4
岐阜 安良田町１丁目２２番１
（県）5-5
岐阜 弥八町２４番
（県）5-6
岐阜 金園町１０丁目６番
（県）5-7
岐阜 真砂町１１丁目２番
（県）5-8
岐阜 長住町１丁目１９番
（県）5-9
岐阜 金町１丁目４番
（県）5-10
岐阜 神田町７丁目１７番
（県）5-11
岐阜 住ノ江町２丁目１１番４
（県）5-12

99,000 92,300 ▲ 6.8

94,000 86,000 ▲ 8.5

94,000 86,000 ▲ 8.5

109,000 104,000 ▲ 4.6

115,000 108,000 ▲ 6.1

117,000 109,000 ▲ 6.8

80,900 74,400 ▲ 8.0

80,000 75,400 ▲ 5.8

112,000 107,000 ▲ 4.5

73,000 67,000 ▲ 8.2

83,000 78,000 ▲ 6.0

138,000 129,000 ▲ 6.5

103,000 96,500 ▲ 6.3

106,000 104,000 ▲ 1.9

55,500 50,500 ▲ 9.0

74,500 69,000 ▲ 7.4

63,000 56,000 ▲ 11.1

129,000 118,000 ▲ 8.5

85,000 79,000 ▲ 7.1

114,000 104,000 ▲ 8.8

107,000 98,000 ▲ 8.4

119,000 115,000 ▲ 3.4

215,000 200,000 ▲ 7.0

111,000 103,000 ▲ 7.2

170,000 160,000 ▲ 5.9

232,000 220,000 ▲ 5.2

255,000 237,000 ▲ 7.1

485,000 440,000 ▲ 9.3

145,000 139,000 ▲ 4.1
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

岐阜 東金宝町４丁目１０番
（県）5-13
岐阜 六条福寿町５番１６外
（県）5-14 「六条福寿町５－１２」
岐阜 玉宮町１丁目１３番４
（県）5-15
岐阜 江添１丁目５番１４外
（県）5-16 「江添１－５－１５」
岐阜 八代１丁目１６番１９
（県）5-17 「八代１－１６－１７」
岐阜 西園町７番
（県）5-18
岐阜 都通３丁目１番２外
（県）5-19
岐阜 徹明通６丁目１７番６
（県）5-20
岐阜 西島町３番８
（県）5-21 「西島町３－７」
岐阜 殿町１丁目１３番３
（県）5-22
岐阜 徹明通３丁目１６番２
（県）5-23
岐阜 金園町１丁目１４番外
（県）5-24
岐阜 本郷町５丁目１９番２
（県）5-25
岐阜 六条北４丁目９番８外
（県）7-1 「六条北４－９－９」
岐阜 芋島１丁目１５番１０
（県）7-2 「芋島１－１５－１３」
岐阜 城東通６丁目４０番２
（県）7-3
岐阜 茜部大川１丁目７２番１外
（県）7-4
岐阜 細畑６丁目４番６
（県）7-5 「細畑６－４－５」
岐阜 大字安食字志良古２６番１６２
（県）10-1
岐阜 大字御望字東村前４４０番外
（県）10-2
岐阜 又丸宮東４５番２
（県）10-3
岐阜 大字次木字清西２５２番２外
（県）10-4
岐阜 岩滝東２丁目２４４番外
（県）10-5
大垣 見取町２丁目１番４
（県） -1
大垣 三塚町字鶴舞１１５２番１
（県） -2
大垣 青柳町２丁目１５８番
（県） -3
大垣 笠木町字前田６４９番４
（県） -4
大垣 稲葉東２丁目３４番
（県） -5
大垣 和合本町２丁目１１６番４
（県） -6

148,000 137,000 ▲ 7.4

107,000 103,000 ▲ 3.7

220,000 211,000 ▲ 4.1

160,000 151,000 ▲ 5.6

107,000 99,000 ▲ 7.5

132,000 127,000 ▲ 3.8

153,000 142,000 ▲ 7.2

139,000 130,000 ▲ 6.5

110,000 99,800 ▲ 9.3

138,000 131,000 ▲ 5.1

189,000 175,000 ▲ 7.4

208,000 190,000 ▲ 8.7

140,000 133,000 ▲ 5.0

90,000 84,700 ▲ 5.9

70,000 66,000 ▲ 5.7

95,000 89,500 ▲ 5.8

70,500 65,200 ▲ 7.5

84,000 79,000 ▲ 6.0

40,300 36,300 ▲ 9.9

48,400 43,200 ▲ 10.7

55,300 49,800 ▲ 9.9

52,500 48,200 ▲ 8.2

42,100 39,000 ▲ 7.4

87,600 82,900 ▲ 5.4

97,000 92,900 ▲ 4.2

65,000 61,000 ▲ 6.2

69,800 64,500 ▲ 7.6

55,700 52,000 ▲ 6.6

67,000 63,300 ▲ 5.5
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

大垣 菅野３丁目１３番２
（県） -7
大垣 静里町字鎌倉１１４番
（県） -8
大垣 浅草２丁目４１番１
（県） -9
大垣 上面３丁目４８番
（県） -10
大垣 北方町２丁目１４１番
（県） -11
大垣 南若森町２丁目８８番
（県） -12
大垣 楽田町３丁目３７番１
（県） -13
大垣 東前１丁目６０番９
（県） -14
大垣 福田町字南屋敷６９０番
（県） -15
大垣 宿地町字箕輪９８４番１
（県） -16
大垣 新長松２丁目４４番
（県） -17
大垣 禾森町５丁目７０番２
（県） -18
大垣 牧野町３丁目１１７番１
（県） -19
大垣 八島町字東菰田６７番
（県） -20
大垣 郭町１丁目４３番
（県）5-1
大垣 桐ケ崎町９３番
（県）5-2
大垣 安井町２丁目１７番１
（県）5-3
大垣 御殿町１丁目５３番
（県）5-4
大垣 高屋町３丁目１５番外
（県）5-5
大垣 久瀬川町３丁目１０番
（県）5-6
大垣 禾森町４丁目５４番
（県）5-7
大垣 林町７丁目字薮下６８１番１
（県）5-8
大垣 小泉町字二番割１８４番外
（県）7-1
大垣 島里１丁目８５番
（県）7-2
大垣 築捨町３丁目１２６番
（県）7-3
大垣 久瀬川町７丁目５番８
（県）9-1
大垣 矢道町２丁目５５７番外
（県）10-1
大垣 入方２丁目１７２９番２
（県）10-2
高山 大新町２丁目９７番３外
（県） -1

57,300 54,400 ▲ 5.1

69,500 66,000 ▲ 5.0

60,000 58,000 ▲ 3.3

62,000 58,000 ▲ 6.5

63,500 60,500 ▲ 4.7

73,000 69,800 ▲ 4.4

70,000 65,000 ▲ 7.1

82,800 77,000 ▲ 7.0

66,000 62,000 ▲ 6.1

83,500 77,100 ▲ 7.7

52,500 49,000 ▲ 6.7

93,500 88,500 ▲ 5.3

75,200 69,200 ▲ 8.0

77,800 71,400 ▲ 8.2

167,000 154,000 ▲ 7.8

107,000 102,000 ▲ 4.7

116,000 107,000 ▲ 7.8

106,000 95,000 ▲ 10.4

153,000 141,000 ▲ 7.8

90,000 81,600 ▲ 9.3

134,000 124,000 ▲ 7.5

103,000 95,000 ▲ 7.8

53,200 49,000 ▲ 7.9

98,500 90,000 ▲ 8.6

69,100 64,100 ▲ 7.2

42,800 38,500 ▲ 10.0

－ 27,700 （選定替）

39,600 35,600 ▲ 10.1

106,000 99,800 ▲ 5.8
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

高山 本母町２７４番２
（県） -2
高山 下岡本町２５５８番１２
（県） -3
高山 緑ケ丘町１丁目８４番
（県） -4
高山 三福寺町１６１０番１２２
（県） -5
高山 石浦町６丁目１４２番
（県） -6
高山 天満町２丁目８５番６
（県） -7
高山 江名子町５４８番８
（県） -8
高山 日の出町２丁目３８番
（県） -9
高山 初田町３丁目９７番６
（県） -10
高山 冬頭町７１８番３
（県） -11
高山 上岡本町１８００番４
（県） -12
高山 丹生川町町方字林ノ下２０００番３５
（県） -13
高山 丹生川町根方字尾崎２３１番
（県） -14
高山 清見町三ッ谷字大所１２２０番外
（県） -15
高山 清見町牧ヶ洞字岩野３１２９番
（県） -16
高山 荘川町新渕字前田５９８番９外
（県） -17
高山 荘川町黒谷字荒井会津１３９番１外
（県） -18
高山 一之宮町字野添３０１８番２外
（県） -19
高山 一之宮町字清水４８５０番２
（県） -20
高山 久々野町無数河字江戸６９５番
（県） -21
高山 久々野町小屋名字藤口１０６８番１外
（県） -22
高山 久々野町渚字奥垣内７３７番１
（県） -23
高山 朝日町立岩字宮ノ腰３２１番１
（県） -24
高山 朝日町一之宿字山越２８２番２外
（県） -25
高山 高根町中之宿字御堂ノ平３４３番１
（県） -26
高山 高根町日和田字中島垣内１４４３番２
（県） -27
高山 国府町木曽垣内字塚田１２６番１２
（県） -28
高山 国府町八日町字神尾戸３６７番
（県） -29
高山 国府町名張字五反田１５５４番
（県） -30

77,600 76,500 ▲ 1.4

85,300 84,000 ▲ 1.5

75,400 75,000 ▲ 0.5

60,000 59,000 ▲ 1.7

78,200 78,100 ▲ 0.1

119,000 115,000 ▲ 3.4

69,600 68,600 ▲ 1.4

66,300 63,500 ▲ 4.2

134,000 128,000 ▲ 4.5

69,200 69,000 ▲ 0.3

69,200 68,500 ▲ 1.0

30,000 29,300 ▲ 2.3

4,100 4,000 ▲ 2.4

9,700 9,600 ▲ 1.0

16,400 16,600 1.2

7,680 7,650 ▲ 0.4

4,800 4,750 ▲ 1.0

6,100 6,080 ▲ 0.3

32,400 32,000 ▲ 1.2

24,200 24,000 ▲ 0.8

21,200 20,000 ▲ 5.7

2,250 2,200 ▲ 2.2

5,390 5,280 ▲ 2.0

2,440 2,400 ▲ 1.6

3,850 3,800 ▲ 1.3

2,780 2,710 ▲ 2.5

39,500 39,500 0.0

3.3

16,300 16,300

24,000 24,800

0.0
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

高山 上宝町本郷字上野２５２８番２
（県） -31
高山 奥飛騨温泉郷栃尾字沖野２６４番５外
（県） -32
高山 名田町４丁目４５番５外
（県）5-1
高山 昭和町２丁目６８番９外
（県）5-2
高山 丹生川町町方字林作１８番３
（県）5-3
高山 清見町三日町字中切１３０６番１外
（県）5-4
高山 一之宮町字野添３５５６番２外
（県）5-5
高山 久々野町久々野字峠１７８１番４外
（県）5-6
高山 国府町広瀬町字中村９３５番４外
（県）5-7
高山 奥飛騨温泉郷平湯字湯下７２８番外
（県）5-8
高山 上岡本町３丁目１８８番
（県）7-1
高山 匠ケ丘町２０２番２
（県）9-1
高山 松之木町１０４０番３８外
（県）9-2
多治見 上野町４丁目１５番１
（県） -1
多治見 明和町３丁目１番２１６
（県） -2
多治見 池田町４丁目６５番２外
（県） -3
多治見 平和町４丁目２２番
（県） -4
多治見 大畑町大洞３１番５８
（県） -5
多治見 根本町１丁目８０番３
（県） -6
多治見 西坂町１丁目１０１番
（県） -7
多治見 平井町４丁目２６番
（県） -8
多治見 市之倉町１３丁目８３番５１
（県） -9
多治見 松坂町４丁目８番７１
（県） -10
多治見 小名田町６丁目１４８番
（県） -11
多治見 滝呂町１４丁目１５５番１８２
（県） -12
多治見 小路町１４番
（県）5-1
多治見 音羽町４丁目８５番
（県）5-2
多治見 光ヶ丘２丁目３４番２外
（県）7-1
多治見 滝呂町１５丁目３８番１外
（県）7-2

12,600 11,800 ▲ 6.3

28,800 27,900 ▲ 3.1

189,000 178,000 ▲ 5.8

188,000 183,000 ▲ 2.7

40,100 38,500 ▲ 4.0

34,400 34,400 0.0

58,200 55,900 ▲ 4.0

34,500 34,100 ▲ 1.2

49,200 47,700 ▲ 3.0

60,700 58,900 ▲ 3.0

144,000 142,000 ▲ 1.4

38,600 35,500 ▲ 8.0

－ 24,500 （選定替）

62,000 58,600 ▲ 5.5

42,300 39,500 ▲ 6.6

44,200 41,000 ▲ 7.2

55,000 51,000 ▲ 7.3

44,100 40,800 ▲ 7.5

41,000 37,700 ▲ 8.0

47,000 44,500 ▲ 5.3

36,700 33,800 ▲ 7.9

38,000 35,000 ▲ 7.9

39,000 36,000 ▲ 7.7

36,500 34,700 ▲ 4.9

35,800 34,800 ▲ 2.8

72,700 66,900 ▲ 8.0

108,000 99,000 ▲ 8.3

72,500 66,900 ▲ 7.7

44,400 40,800 ▲ 8.1
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

多治見 金岡町１丁目７０番１
（県）7-3
多治見 高田町５丁目８３番１
（県）7-4
多治見 大針町字起４７７番１
（県）10-1
多治見 姫町５丁目１番１７６
（県）10-2
関 貸上町８番３
（県） -1
関 津保川台２丁目２１１番１０
（県） -2 「津保川台２－９－７」
関 明生町２丁目４６番
（県） -3 「明生町２－５－２７」
関 平賀町４丁目７９番
（県） -4
関 下有知字観音下２８３２番２
（県） -5
関 広見字昭和新田１８５３番１
（県） -6
関 桜台４丁目３番１０
（県） -7 「桜台４－３－１０」
関 洞戸菅谷字西洞４９０番１
（県） -8
関 洞戸高見字中村２０４３番１
（県） -9
関 板取字ガキガノド堀南２６３番１
（県） -10
関 板取字野向３８９０番１
（県） -11
関 武芸川町高野字野中１９４番１
（県） -12
関 武芸川町谷口字東畑１４７１番１３外
（県） -13
関 武芸川町跡部字土路１０１９番外
（県） -14
関 下之保字岩有瀬１０４６番
（県） -15
関 富之保字岩下神戸２６６０番３
（県） -16
関 中之保字上屋敷道下夕４４７１番４外
（県） -17
関 西神野字尾崎９０４番１５外
（県） -18
関 上之保字下山本１３７５番・１３７６番１合併３外
（県） -19
関 上之保字下屋敷１８９１１番１外
（県） -20
関 山王通２丁目６番１
（県）5-1 「山王通２－２－２５」
関 西本郷通６丁目９５番外
（県）5-2 「西本郷通６－５－２０」
関 洞戸通元寺字植ノ段２０４番２
（県）5-3
関 武芸川町八幡字浦山前１４２１番６
（県）5-4
関 山王通１丁目１４７番外
（県）7-1 「山王通１－８－７」

65,900 61,500 ▲ 6.7

32,900 30,700 ▲ 6.7

24,200 22,000 ▲ 9.1

32,200 29,700 ▲ 7.8

50,000 46,100 ▲ 7.8

46,700 43,100 ▲ 7.7

52,500 48,400 ▲ 7.8

50,500 46,500 ▲ 7.9

38,600 36,300 ▲ 6.0

23,000 21,500 ▲ 6.5

46,000 42,400 ▲ 7.8

12,300 11,900 ▲ 3.3

6,220 6,030 ▲ 3.1

6,500 6,270 ▲ 3.5

5,150 5,050 ▲ 1.9

25,300 24,800 ▲ 2.0

22,900 22,000 ▲ 3.9

33,300 32,600 ▲ 2.1

16,300 15,400 ▲ 5.5

14,300 13,900 ▲ 2.8

15,400 14,600 ▲ 5.2

－ 17,800 （新規）

8,500 8,250 ▲ 2.9

6,000 5,700 ▲ 5.0

114,000 108,000 ▲ 5.3

83,000 74,000 ▲ 10.8

20,000 19,100 ▲ 4.5

32,300 28,900 ▲ 10.5

66,300 63,500 ▲ 4.2
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

関 新迫間２７番
（県）9-1
関 下有知字深橋前５４８８番２外
（県）9-2
中津川 中津川字松田２３６４番１２１０外
（県） -1
中津川 苗木字狩宿４５４７番１３０
（県） -2
中津川 駒場字大峡１５２７番３８
（県） -3
中津川 千旦林字坂本１５２２番２８
（県） -4
中津川 中津川字上金往還上１１８３番３
（県） -5
中津川 山口５１７番１
（県） -6
中津川 馬籠４９９１番
（県） -7
中津川 坂下字島２３５４番１２
（県） -8
中津川 坂下字上鐘３４番４０
（県） -9
中津川 坂下字上握３５４５番３外
（県） -10
中津川 川上字上平１６２６番６
（県） -11
中津川 川上字奥屋８８９番１
（県） -12
中津川 加子母字米野３６２７番４
（県） -13
中津川 加子母字吉金６１２０番１７
（県） -14
中津川 付知町字万場２０３２番５外
（県） -15
中津川 付知町字百田９７３０番２外
（県） -16
中津川 付知町字小栗山５６４４番
（県） -17
中津川 福岡字野尻１０８０番２
（県） -18
中津川 田瀬字上田瀬８６番９
（県） -19
中津川 高山字木積沢１９１６番５
（県） -20
中津川 蛭川字岩谷１７８２番７
（県） -21
中津川 蛭川字下一色４２９４番４
（県） -22
中津川 中津川字花ノ木１７１４番１１外
（県）5-1 「えびす町６－２」
中津川 坂下字町平８５７番１外
（県）5-2
中津川 付知町字安楽満１０２１７番２
（県）5-3
中津川 福岡字野中９４４番１８
（県）5-4
中津川 駒場字後洞１４５７番１１１外
（県）7-1

21,500 20,400 ▲ 5.1

－ 24,400 （選定替）

28,800 27,500 ▲ 4.5

20,400 19,500 ▲ 4.4

32,600 31,300 ▲ 4.0

18,300 17,300 ▲ 5.5

34,900 33,600 ▲ 3.7

9,370 9,280 ▲ 1.0

9,100 9,000 ▲ 1.1

8,600 8,500 ▲ 1.2

13,800 13,600 ▲ 1.4

5,300 5,230 ▲ 1.3

4,020 4,000 ▲ 0.5

4,180 4,150 ▲ 0.7

7,600 7,500 ▲ 1.3

4,700 4,600 ▲ 2.1

17,100 16,600 ▲ 2.9

11,600 11,400 ▲ 1.7

11,000 10,800 ▲ 1.8

17,100 16,700 ▲ 2.3

8,500 8,300 ▲ 2.4

8,700 8,500 ▲ 2.3

6,200 6,150 ▲ 0.8

4,950 4,900 ▲ 1.0

63,100 59,000 ▲ 6.5

39,000 37,000 ▲ 5.1

－ 26,500 （選定替）

26,000 24,500 ▲ 5.8

46,800 43,600 ▲ 6.8
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

中津川 駒場町９２８番７
（県）9-1 「駒場町１－７８」
中津川 坂下字和合２０６番２外
（県）9-2
中津川 付知町字藤山３９４２番３外
（県）9-3
美濃 字古市場２５２４番１
（県） -1
美濃 大字生櫛字東河原１６１４番５０外
（県） -2
美濃 大字蕨生字西屋敷１９２４番３
（県） -3
美濃 大字藍川１９番３
（県） -4
美濃 字殿町１４３５番６
（県） -5
美濃 字俵町２１１８番３外
（県）5-1
美濃 大字長瀬字月ヶ瀬２１０番１外
（県）7-1
美濃 大字極楽寺字北野９１２番２外
（県）9-1
瑞浪 土岐町字五百代７２０６番４２
（県） -1
瑞浪 稲津町小里字摠作１０８７番３外
（県） -2
瑞浪 日吉町字森ノ腰６９４番１外
（県） -3
瑞浪 釜戸町字吉原３０１８番１外
（県） -4
瑞浪 一色町４丁目８７番
（県）5-1
瑞浪 松ヶ瀬町４丁目４７番
（県）7-1
瑞浪 和合町２丁目１５６番外
（県）9-1
羽島 小熊町天王２丁目４１番外
（県） -1
羽島 正木町曲利字中区１４６番２
（県） -2
羽島 竹鼻町狐穴字川口６４４番１
（県） -3
羽島 江吉良町字松原２４５１番
（県） -4
羽島 福寿町本郷字町裏１１５７番
（県） -5
羽島 小熊町島２丁目６９番
（県） -6
羽島 福寿町浅平２丁目４８番
（県）5-1
羽島 竹鼻町字大佛町２２８番１外
（県）5-2
羽島 小熊町島２丁目１６番
（県）5-3
羽島 福寿町平方２丁目７４番１外
（県）5-4
羽島 竹鼻町狐穴字栄町３３４１番２外
（県）7-1

37,300 35,300 ▲ 5.4

10,500 10,300 ▲ 1.9

12,100 11,800 ▲ 2.5

37,700 35,800 ▲ 5.0

39,800 37,000 ▲ 7.0

19,600 18,100 ▲ 7.7

38,000 36,500 ▲ 3.9

46,000 43,500 ▲ 5.4

65,700 61,100 ▲ 7.0

22,500 21,100 ▲ 6.2

20,900 20,000 ▲ 4.3

46,500 42,300 ▲ 9.0

33,200 30,700 ▲ 7.5

15,400 14,100 ▲ 8.4

25,500 23,000 ▲ 9.8

84,900 75,700 ▲ 10.8

50,200 45,300 ▲ 9.8

37,900 34,200 ▲ 9.8

48,200 43,600 ▲ 9.5

52,800 48,700 ▲ 7.8

55,900 50,500 ▲ 9.7

49,000 44,700 ▲ 8.8

46,100 41,800 ▲ 9.3

57,000 51,800 ▲ 9.1

62,500 54,600 ▲ 12.6

63,700 57,000 ▲ 10.5

74,500 65,000 ▲ 12.8

73,500 63,900 ▲ 13.1

40,000 35,100 ▲ 12.3
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

羽島 上中町長間字東外２８８７番１外
（県）7-2
羽島 堀津町横手３丁目２８番
（県）7-3
羽島 上中町沖字東野２５９７番
（県）10-1
羽島 足近町市場字須賀北８００番
（県）10-2
恵那 長島町正家字飛ヶ根２７２番１２９
（県） -1
恵那 三郷町野井字鳥居前１８９４番１外
（県） -2
恵那 大井町字神ノ木３１８番５２
（県） -3
恵那 大井町字入道坂２７１９番１２５
（県） -4
恵那 長島町久須見字中通２１０番１
（県） -5
恵那 岩村町飯羽間字箕輪２６７０番５
（県） -6
恵那 岩村町字蕨平２０４６番９８
（県） -7
恵那 岩村町富田字古市場２５６８番
（県） -8
恵那 山岡町下手向字下神田１３４８番外
（県） -9
恵那 山岡町馬場山田字河原田５４５番
（県） -10
恵那 山岡町原字切山１１６９番
（県） -11
恵那 明智町字向町３６３番３外
（県） -12
恵那 明智町字渚ノ鼻１１６１番１外
（県） -13
恵那 明智町大田字丸川８２９番６
（県） -14
恵那 串原字東木根３２２６番１
（県） -15
恵那 串原字大竹４２６番２
（県） -16
恵那 上矢作町字上広表２９７６番１
（県） -17
恵那 上矢作町字辻見堂１６３６番１外
（県） -18
恵那 上矢作町下字北澄ヶ瀬１３１番１外
（県） -19
恵那 大井町字葛沢２４６番３０
（県）5-1
恵那 岩村町字西町８０９番６
（県）5-2
恵那 山岡町上手向字石平前１８１番１外
（県）5-3
恵那 明智町字井ノ切８６５番１１
（県）5-4
恵那 長島町中野字鳶ヶ入１２１４番３４外
（県）7-1
恵那 武並町新竹折８８番
（県）9-1

50,100 45,500 ▲ 9.2

48,000 43,100 ▲ 10.2

34,400 31,700 ▲ 7.8

48,000 43,200 ▲ 10.0

34,800 32,000 ▲ 8.0

17,700 17,000 ▲ 4.0

38,900 36,800 ▲ 5.4

25,300 24,300 ▲ 4.0

13,200 12,800 ▲ 3.0

15,900 15,400 ▲ 3.1

14,300 13,800 ▲ 3.5

13,100 12,500 ▲ 4.6

5,230 5,200 ▲ 0.6

5,920 5,880 ▲ 0.7

8,530 8,400 ▲ 1.5

17,400 16,200 ▲ 6.9

24,000 22,300 ▲ 7.1

14,200 13,200 ▲ 7.0

3,030 3,020 ▲ 0.3

3,890 3,850 ▲ 1.0

3,780 3,730 ▲ 1.3

3,040 2,990 ▲ 1.6

3,930 3,880 ▲ 1.3

78,200 72,000 ▲ 7.9

25,100 23,400 ▲ 6.8

18,300 17,200 ▲ 6.0

38,400 36,000 ▲ 6.3

50,300 47,800 ▲ 5.0

17,500 16,300 ▲ 6.9
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

恵那 山岡町原字下沼８３９番１外
（県）9-2
美濃加茂 太田町字上地３９３番２
（県） -1
美濃加茂 森山町５丁目字大木洞１０番２１
（県） -2 「森山町５－１０－２１」
美濃加茂 蜂屋町下蜂屋字東田１７９６番
（県） -3
美濃加茂 加茂野町加茂野字西野２２４番７
（県） -4
美濃加茂 牧野字与次郎１７５３番９
（県） -5
美濃加茂 下米田町東栃井字善久前３７１番２
（県） -6
美濃加茂 太田町字飛鹿１９３５番２
（県）5-1
美濃加茂 森山町４丁目字前山２５４番３８
（県）7-1 「森山町４－３－２５」
美濃加茂 蜂屋町下蜂屋伊瀬入会字粟地１６番６外
（県）9-1
土岐 泉が丘町６丁目９４番
（県） -1
土岐 土岐津町土岐口字大川原２２５５番３４７
（県） -2
土岐 鶴里町柿野字西ヶ洞８１９番１
（県） -3
土岐 肥田町浅野字高根１０７８番６１
（県） -4
土岐 下石町字上小坂１７５２番１
（県） -5
土岐 駄知町字雨池８１７番１
（県） -6
土岐 肥田浅野双葉町２丁目８番２
（県） -7
土岐 泉中窯町３丁目３６番
（県） -8
土岐 泉町定林寺字竹ノ越２８９番３
（県） -9
土岐 泉梅ノ木町２丁目１１番
（県）5-1
土岐 駄知町字柿添２３８５番２
（県）7-1
土岐 土岐口南町３丁目８番
（県）7-2
土岐 妻木町字城海道１２２８番６外
（県）7-3
土岐 鶴里町柿野字広畑２３２２番５６
（県）9-1
各務原 那加新田町２丁目７２番
（県） -1
各務原 三井北町２丁目８番
（県） -2
各務原 松が丘１丁目１００番
（県） -3
各務原 緑苑南１丁目６９番
（県） -4
各務原 蘇原月丘町２丁目７７番外
（県） -5

9,450 9,080 ▲ 3.9

50,000 47,000 ▲ 6.0

40,000 36,900 ▲ 7.8

28,000 26,000 ▲ 7.1

35,300 32,500 ▲ 7.9

31,000 28,500 ▲ 8.1

30,400 28,000 ▲ 7.9

76,000 69,000 ▲ 9.2

45,000 41,500 ▲ 7.8

23,800 22,500 ▲ 5.5

38,700 36,300 ▲ 6.2

35,600 33,000 ▲ 7.3

10,600 10,000 ▲ 5.7

35,500 33,000 ▲ 7.0

28,000 26,000 ▲ 7.1

23,000 20,600 ▲ 10.4

54,300 49,100 ▲ 9.6

55,300 50,100 ▲ 9.4

41,500 37,500 ▲ 9.6

65,500 59,800 ▲ 8.7

29,500 27,300 ▲ 7.5

42,000 38,800 ▲ 7.6

32,500 29,600 ▲ 8.9

10,300 9,500 ▲ 7.8

68,500 63,500 ▲ 7.3

69,000 63,600 ▲ 7.8

62,500 58,500 ▲ 6.4

72,500 68,800 ▲ 5.1

79,700 74,000 ▲ 7.2

11



　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

各務原 蘇原花園町４丁目２６番５
（県） -6
各務原 鵜沼朝日町３丁目１９３番
（県） -7
各務原 鵜沼宝積寺町２丁目３３番外
（県） -8
各務原 蘇原清住町３丁目５６番
（県） -9
各務原 蘇原沢上町２丁目６１番２
（県） -10
各務原 尾崎北町４丁目５番
（県） -11
各務原 那加桐野町６丁目２１６番
（県） -12
各務原 川島松倉町字河原屋敷１４７９番３外
（県） -13
各務原 川島緑町１丁目８６番
（県） -14
各務原 川島小網町字本田浦１９０３番８９外
（県） -15
各務原 蘇原吉野町３丁目４０番外
（県）3-1
各務原 那加本町１０番外
（県）5-1
各務原 鵜沼西町１丁目４０５番１
（県）5-2
各務原 那加住吉町２丁目２９番２外
（県）7-1
各務原 鵜沼各務原町７丁目６７番４外
（県）9-1
各務原 上戸町４丁目１０３番
（県）10-1
各務原 鵜沼大伊木町５丁目９２番
（県）10-2
各務原 川島笠田町４丁目４３番
（県）10-3
可児 羽生ヶ丘３丁目１８番
（県） -1
可児 今渡字鳴子２３８１番２
（県） -2
可児 清水ヶ丘４丁目６７番
（県） -3
可児 川合字西野２７９３番１７８
（県） -4
可児 土田字宿２２１５番１７
（県） -5
可児 下恵土字助太郎６０６番２
（県） -6
可児 皐ヶ丘６丁目１０８番
（県） -7
可児 鳩吹台３丁目２９番
（県） -8
可児 緑ヶ丘５丁目８０番１外
（県） -9
可児 長坂６丁目２１３番
（県） -10
可児 下恵土字峠１５２８番２外
（県） -11

69,800 65,000 ▲ 6.9

65,300 62,000 ▲ 5.1

53,200 49,000 ▲ 7.9

55,000 52,000 ▲ 5.5

80,000 74,500 ▲ 6.9

68,000 63,000 ▲ 7.4

61,300 57,000 ▲ 7.0

52,000 47,900 ▲ 7.9

52,300 50,400 ▲ 3.6

46,100 43,400 ▲ 5.9

47,400 43,800 ▲ 7.6

91,000 85,300 ▲ 6.3

95,500 89,000 ▲ 6.8

90,000 82,800 ▲ 8.0

50,600 47,200 ▲ 6.7

38,500 36,800 ▲ 4.4

37,400 35,000 ▲ 6.4

41,200 36,900 ▲ 10.4

40,000 37,200 ▲ 7.0

49,500 46,500 ▲ 6.1

32,000 30,000 ▲ 6.3

43,000 40,400 ▲ 6.0

38,400 36,500 ▲ 4.9

45,500 43,000 ▲ 5.5

43,400 40,200 ▲ 7.4

44,500 41,200 ▲ 7.4

40,400 38,000 ▲ 5.9

44,600 41,300 ▲ 7.4

56,100 52,700 ▲ 6.1

12



　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

可児 大森字奥山１５０１番２７２５外
（県） -12
可児 兼山字九郎七１１１４番９
（県） -13
可児 兼山字中道１３０番１
（県） -14
可児 今渡字大清水２７７２番
（県）5-1
可児 下恵土字広瀬５８６８番１
（県）5-2
可児 広見字森下２３１５番５外
（県）7-1
可児 姫ヶ丘１丁目１４番外
（県）9-1
山県 大字梅原字申子１２６２番３
（県） -1
山県 大字東深瀬字鴻ヶ池７７７番１
（県） -2
山県 大字高富字田倉１０６７番２
（県） -3
山県 大字平井字前出５９番２
（県） -4
山県 大字洞田字街道東１２番７外
（県） -5
山県 谷合字加羅１０４３番１
（県） -6
山県 富永字下島７３２番１
（県） -7
山県 笹賀字村内７９番外
（県） -8
山県 大字大門字大門９４５番１２
（県） -9
山県 大字高富字天王１３６８番１
（県）5-1
山県 岩佐字深田１１７６番１
（県）5-2
山県 大字佐賀字前田２８２番４
（県）7-1
山県 笹賀字上野平１０３９番２外
（県）9-1
瑞穂 穂積字中原１５００番
（県） -1
瑞穂 本田字大門前９６４番１
（県） -2
瑞穂 馬場小城町２丁目２０番２外
（県） -3
瑞穂 別府字花塚一ノ町１８０５番３
（県） -4
瑞穂 只越字村前１０３０番５
（県） -5
瑞穂 田之上字東町１６９番２６
（県） -6
瑞穂 馬場前畑町３丁目１１４番
（県）5-1
瑞穂 穂積字東原６０６番１外
（県）5-2
瑞穂 只越字八幡前１０５１番３
（県）5-3

26,900 24,900 ▲ 7.4

22,700 21,800 ▲ 4.0

18,900 18,300 ▲ 3.2

71,600 64,400 ▲ 10.1

87,000 80,000 ▲ 8.0

52,000 47,500 ▲ 8.7

35,300 33,600 ▲ 4.8

－ 25,500 （選定替）

48,800 44,500 ▲ 8.8

53,000 48,800 ▲ 7.9

13,100 12,400 ▲ 5.3

21,700 20,300 ▲ 6.5

14,400 13,600 ▲ 5.6

24,600 23,200 ▲ 5.7

16,000 15,100 ▲ 5.6

21,600 20,200 ▲ 6.5

80,100 73,000 ▲ 8.9

39,000 36,300 ▲ 6.9

45,700 42,100 ▲ 7.9

6,800 6,500 ▲ 4.4

70,000 65,000 ▲ 7.1

59,400 55,600 ▲ 6.4

65,000 60,000 ▲ 7.7

61,800 56,000 ▲ 9.4

69,600 64,500 ▲ 7.3

54,500 51,000 ▲ 6.4

86,000 78,000 ▲ 9.3

100,000 91,500 ▲ 8.5

90,000 84,000 ▲ 6.7

13



　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

瑞穂 牛牧字中尾７２３番外
（県）9-1
瑞穂 宝江字村内４８９番１外
（県）10-1
瑞穂 古橋字浦畑３５２番外
（県）10-2
飛騨 古川町栄２丁目５番１０
（県） -1 「古川町栄２－５－１１」
飛騨 古川町杉崎字細江１３０９番３外
（県） -2
飛騨 古川町増島町１３番５０
（県） -3 「古川町増島町１３－８」
飛騨 古川町信包字下川原１５９４番１
（県） -4
飛騨 河合町有家字家ノ腰２１０番１
（県） -5
飛騨 宮川町打保字長おさ１６７番１
（県） -6
飛騨 宮川町西忍字前田５３７番
（県） -7
飛騨 神岡町山田字向川原３６４番１外
（県） -8
飛騨 神岡町江馬町７番１６
（県） -9
飛騨 神岡町館野町１６番７
（県） -10
飛騨 河合町角川字三反田５８４番４外
（県） -11
飛騨 古川町金森町１１番１１
（県）5-1 「古川町金森町１１－７」
飛騨 神岡町船津字砂山町１１７０番６外
（県）5-2
飛騨 古川町杉崎字諏訪田２６０番１外
（県）9-1
飛騨 神岡町殿字坂牧１８０番１２外
（県）9-2
本巣 神海字東更屋敷６８１番３外
（県） -1
本巣 文殊字小馬場５７番２０
（県） -2
本巣 山口字高崎４５８番
（県） -3
本巣 上真桑字糸貫川通２２５８番７１
（県） -4
本巣 政田字柳原２１６１番
（県） -5
本巣 十四条字村ノ内７９７番１
（県） -6
本巣 三橋３丁目１０８番
（県） -7
本巣 随原字前屋敷５９８番２
（県） -8
本巣 根尾門脇字西畑５８番１
（県） -9
本巣 根尾水鳥字東村２５２番１
（県） -10
本巣 曽井中島字寺内１４２１番１外
（県）5-1

50,000 45,500 ▲ 9.0

36,500 34,000 ▲ 6.8

39,000 37,000 ▲ 5.1

58,800 58,000 ▲ 1.4

30,300 29,800 ▲ 1.7

58,500 57,700 ▲ 1.4

7,740 7,700 ▲ 0.5

3,580 3,560 ▲ 0.6

3,640 3,500 ▲ 3.8

6,410 6,200 ▲ 3.3

8,200 8,120 ▲ 1.0

36,000 35,300 ▲ 1.9

26,000 25,700 ▲ 1.2

－ 7,000 （新規）

145,000 140,000 ▲ 3.4

78,000 74,700 ▲ 4.2

18,000 17,500 ▲ 2.8

17,900 17,400 ▲ 2.8

18,200 16,700 ▲ 8.2

42,800 39,500 ▲ 7.7

33,500 30,600 ▲ 8.7

64,600 61,000 ▲ 5.6

55,300 52,000 ▲ 6.0

43,000 41,000 ▲ 4.7

59,200 54,000 ▲ 8.8

36,500 33,000 ▲ 9.6

6,350 6,000 ▲ 5.5

10,400 9,880 ▲ 5.0

63,000 56,000 ▲ 11.1

14



　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

本巣 政田字新立１６０２番４外
（県）5-2
本巣 根尾樽見字新田２８番１外
（県）5-3
本巣 上保字糸貫川１２６１番４０
（県）7-1
本巣 曽井中島字南原２２２３番１外
（県）9-1
本巣 数屋字堤外９９２番２５
（県）9-2
郡上 八幡町小野６丁目４番３４
（県） -1
郡上 八幡町中坪３丁目１番４
（県） -2
郡上 八幡町稲成字押場９３８番１１
（県） -3
郡上 大和町剣字摠宮１６１０番２外
（県） -4
郡上 大和町島字杉ヶ瀬５１９８番１
（県） -5
郡上 大和町牧字杉本２５６番２外
（県） -6
郡上 白鳥町白鳥字上町９０７番１の１外
（県） -7
郡上 白鳥町歩岐島字下河原１９８番１外
（県） -8
郡上 白鳥町大島字上野１８０６番５８外
（県） -9
郡上 高鷲町西洞字中上２５２５番５外
（県） -10
郡上 高鷲町鮎立字寺田筬２８１５番１外
（県） -11
郡上 美並町大原字沖畑２７４６番１外
（県） -12
郡上 美並町三戸字シンポチ１６７０番２２
（県） -13
郡上 明宝気良字鳥居宮３５番７外
（県） -14
郡上 明宝畑佐字下タ上ミ切３０９番９外
（県） -15
郡上 和良町宮代字中田ノ上９４９番１外
（県） -16
郡上 和良町沢字南沢田７９７番１外
（県） -17
郡上 八幡町新町９２６番
（県）5-1
郡上 大和町剣字中矢田２５４番１１外
（県）5-2
郡上 白鳥町白鳥字下町９９５番１外
（県）5-3
郡上 高鷲町大鷲字井下２２４番３外
（県）5-4
郡上 美並町白山字中切１６４８番１の一部外
（県）5-5
郡上 和良町沢字堂ノ前１００３番２外
（県）5-6
郡上 八幡町稲成字中島２０２番７外
（県）7-1

81,700 77,000 ▲ 5.8

20,400 19,700 ▲ 3.4

－ 65,000 （選定替）

21,000 18,800 ▲ 10.5

33,000 29,500 ▲ 10.6

66,300 63,400 ▲ 4.4

55,000 51,700 ▲ 6.0

32,000 31,200 ▲ 2.5

21,400 21,100 ▲ 1.4

21,000 20,700 ▲ 1.4

19,100 18,600 ▲ 2.6

24,500 23,600 ▲ 3.7

10,400 10,100 ▲ 2.9

23,900 23,000 ▲ 3.8

11,500 11,000 ▲ 4.3

13,800 13,300 ▲ 3.6

16,200 15,100 ▲ 6.8

16,900 16,000 ▲ 5.3

6,600 6,300 ▲ 4.5

8,050 7,800 ▲ 3.1

4,700 4,500 ▲ 4.3

7,600 7,300 ▲ 3.9

135,000 129,000 ▲ 4.4

35,100 34,000 ▲ 3.1

61,300 57,000 ▲ 7.0

25,200 24,300 ▲ 3.6

24,200 22,400 ▲ 7.4

15,000 14,400 ▲ 4.0

65,000 63,800 ▲ 1.8

15



　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

郡上 白鳥町大島字中ノ棚２８７０番１外
（県）9-1
下呂 萩原町萩原字的場９２６番１
（県） -1
下呂 萩原町中呂字沼３４４番２外
（県） -2
下呂 萩原町宮田字上見１２４２番１
（県） -3
下呂 小坂町大島字塚中１７４６番１
（県） -4
下呂 小坂町長瀬字味屋２１８番１外
（県） -5
下呂 小坂町湯屋字小井戸１４３番
（県） -6
下呂 森字森田６２１番１０
（県） -7
下呂 宮地字岩本７７番１２外
（県） -8
下呂 東上田字後畑１８６６番２外
（県） -9
下呂 金山町金山字石道知２５６６番３
（県） -10
下呂 金山町菅田桐洞字御祖野３６７２番５外
（県） -11
下呂 金山町祖師野字六ツ子滝６９８番１
（県） -12
下呂 馬瀬惣島字栃尾垣内８２６番１外
（県） -13
下呂 馬瀬中切字大坪７９１番
（県） -14
下呂 萩原町萩原字下屋鋪１０１２番３
（県）5-1
下呂 小坂町小坂町字前田８３３番１０
（県）5-2
下呂 森字折坂８５９番２０外
（県）5-3
下呂 幸田字下小瀬１３９４番１７外
（県）5-4
下呂 金山町金山字桧杓柄２０８１番１１
（県）5-5
下呂 東上田字半ノ田４１７番外
（県）7-1
下呂 萩原町羽根字中瀬４９５番３５外
（県）9-1
下呂 金山町戸部字船野４３５０番１３０外
（県）9-2
海津 海津町稲山字三の割９４９番４
（県） -1
海津 海津町鹿野字村内１４５番１外
（県） -2
海津 海津町福江字角山１０８４番外
（県） -3
海津 平田町三郷字東川原１２８３番１外
（県） -4
海津 平田町高田字上流８９７番３
（県） -5
海津 平田町野寺字高須賀９９３番
（県） -6

9,590 9,300 ▲ 3.0

39,800 37,800 ▲ 5.0

19,200 18,200 ▲ 5.2

12,900 12,600 ▲ 2.3

28,200 28,000 ▲ 0.7

19,300 19,200 ▲ 0.5

7,810 7,580 ▲ 2.9

53,500 51,500 ▲ 3.7

14,200 13,600 ▲ 4.2

21,100 20,200 ▲ 4.3

28,600 28,000 ▲ 2.1

9,800 9,700 ▲ 1.0

9,400 9,200 ▲ 2.1

2,980 2,980 0.0

3,550 3,550 0.0

58,000 53,900 ▲ 7.1

36,600 34,000 ▲ 7.1

101,000 94,000 ▲ 6.9

94,500 86,500 ▲ 8.5

38,000 36,800 ▲ 3.2

48,800 47,300 ▲ 3.1

12,100 11,400 ▲ 5.8

－ 8,900 （選定替）

28,800 27,400 ▲ 4.9

29,700 28,200 ▲ 5.1

26,300 24,900 ▲ 5.3

31,200 29,000 ▲ 7.1

31,000 29,600 ▲ 4.5

31,000 28,700 ▲ 7.4

16



　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

海津 南濃町津屋字天皇森２２１０番３
（県） -7
海津 南濃町駒野字篠ノ浦１７７番１
（県） -8
海津 南濃町田鶴字西之川７０８番２２
（県） -9
海津 海津町馬目字道上２６０番１
（県）5-1
海津 平田町今尾字町内３０３０番１外
（県）5-2
海津 南濃町太田字町通３９番の一部
（県）5-3
海津 海津町高須字西４６番外
（県）9-1
海津 平田町勝賀字村北２０８番７外
（県）9-2
海津 南濃町吉田字村合２２５番２外
（県）9-3
岐南 三宅７丁目１７７番
（県） -1
岐南 野中４丁目２番外
（県） -2
岐南 上印食２丁目７１番外
（県） -3
岐南 八剣５丁目３４番
（県） -4
岐南 三宅５丁目２０２番
（県）5-1
岐南 徳田西３丁目２７番外
（県）7-1
岐南 伏屋５丁目９４番外
（県）7-2
笠松 字松栄町６９番
（県） -1
笠松 田代字神明４１９番１
（県） -2
笠松 字美笠通２丁目２１番外
（県）5-1
笠松 北及字高坪１６８６番１１外
（県）7-1
笠松 中野字村北１８０番
（県）7-2
笠松 門間字村前１７９３番
（県）10-1
柳津 北塚２丁目１９番
（県） -1
柳津 大字高桑字村中２７７番
（県） -2
柳津 蓮池３丁目２１番外
（県）5-1
柳津 丸野４丁目９３番外
（県）7-1
養老 下笠字野崎１１５０番１６
（県） -1
養老 押越字北河原５７８番３
（県） -2
養老 大巻字ホノ割７５８番２
（県） -3

20,400 20,000 ▲ 2.0

34,200 33,000 ▲ 3.5

54,500 48,500 ▲ 11.0

49,800 45,500 ▲ 8.6

47,000 43,000 ▲ 8.5

45,900 41,300 ▲ 10.0

25,800 23,000 ▲ 10.9

24,200 21,900 ▲ 9.5

27,000 23,800 ▲ 11.9

71,200 67,600 ▲ 5.1

70,300 66,100 ▲ 6.0

75,000 72,800 ▲ 2.9

76,800 73,700 ▲ 4.0

92,800 83,700 ▲ 9.8

71,200 66,400 ▲ 6.7

73,400 66,900 ▲ 8.9

72,600 68,500 ▲ 5.6

70,400 66,000 ▲ 6.3

85,800 79,800 ▲ 7.0

64,000 59,500 ▲ 7.0

62,800 58,400 ▲ 7.0

49,500 45,500 ▲ 8.1

72,400 68,800 ▲ 5.0

56,300 53,600 ▲ 4.8

107,000 98,800 ▲ 7.7

70,000 66,100 ▲ 5.6

40,700 37,000 ▲ 9.1

44,300 40,100 ▲ 9.5

33,000 30,400 ▲ 7.9
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

養老 高田字町１４１番１
（県）5-1
養老 瑞穂字旭４０３番１
（県）9-1
上石津 大字一之瀬字押水２０２番１外
（県） -1
上石津 大字上多良字樫原１０６０番１外
（県） -2
上石津 大字下山字大野２８２７番外
（県） -3
上石津 大字上原字猿海道１３３０番１外
（県）5-1
上石津 大字一之瀬字野々垣外２０５９番
（県）9-1
垂井 表佐字三番屋敷１５４６番１外
（県） -1
垂井 清水３丁目４０番
（県） -2
垂井 綾戸字不破ノ初２３１番７
（県） -3
垂井 字永長２４２１番９７
（県） -4
垂井 字梅之木原１８０８番１１
（県）5-1
垂井 字御所野１４７６番３外
（県）7-1
垂井 字中野６３０番１外
（県）9-1
垂井 栗原字大正１１４９番２７
（県）10-1
関ケ原 大字関ヶ原字出口４９１番２３
（県） -1
関ケ原 大字松尾字下矢尻２６５番４
（県） -2
関ケ原 大字玉字尻屋５４０番
（県） -3
関ケ原 大字関ヶ原字街道３５９９番１
（県）5-1
関ケ原 大字関ヶ原字甲斐墓１９９４番１外
（県）7-1
神戸 大字安次字臼井田１３６番
（県） -1
神戸 大字川西字町５３０番２の一部外
（県）5-1
神戸 大字川西字大道西１１５番１
（県）7-1
神戸 大字末守字長池３６９番８外
（県）9-1
神戸 大字横井字新屋敷９８３番外
（県）10-1
輪之内 大薮字西ノ寺４８８番４４
（県） -1
輪之内 中郷新田字八反田４１９番外
（県） -2
輪之内 海松新田字三軒屋６０９番１
（県） -3
輪之内 下大榑字川原１５７番１外
（県）9-1

63,900 57,500 ▲ 10.0

56,000 50,500 ▲ 9.8

9,800 9,600 ▲ 2.0

6,900 6,800 ▲ 1.4

8,000 7,400 ▲ 7.5

14,500 13,500 ▲ 6.9

11,000 10,000 ▲ 9.1

41,000 38,100 ▲ 7.1

56,100 52,100 ▲ 7.1

54,000 51,300 ▲ 5.0

56,000 52,000 ▲ 7.1

77,500 69,800 ▲ 9.9

65,800 59,700 ▲ 9.3

28,200 25,400 ▲ 9.9

35,200 33,500 ▲ 4.8

36,600 34,500 ▲ 5.7

27,400 25,700 ▲ 6.2

15,600 14,700 ▲ 5.8

42,500 40,000 ▲ 5.9

40,200 37,500 ▲ 6.7

49,300 45,300 ▲ 8.1

65,000 56,600 ▲ 12.9

66,000 60,000 ▲ 9.1

32,600 29,000 ▲ 11.0

32,300 28,800 ▲ 10.8

34,500 32,500 ▲ 5.8

28,300 26,600 ▲ 6.0

31,000 29,600 ▲ 4.5

19,500 17,900 ▲ 8.2
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

安八 西結字中島２７３８番２
（県） -1
安八 南今ヶ渕字中筋４７６番４
（県） -2
安八 大明神字宮裏１９１番２外
（県）5-1
安八 外善光字神田３４３５番
（県）10-1
墨俣 大字二ツ木字村北４６番２８
（県） -1
墨俣 大字墨俣字本町１２７番２
（県）5-1
墨俣 大字上宿字北浦２７６番８
（県）10-1
揖斐川 三輪字小松島２５１０番２
（県） -1
揖斐川 小島字両瀬古４３５番１外
（県） -2
揖斐川 房島字東屋敷８６１番
（県） -3
揖斐川 谷汲深坂字小坂２４２６番１
（県） -4
揖斐川 谷汲長瀬字東屋敷１７５３番外
（県） -5
揖斐川 春日川合字村ノ内北平１５１５番
（県） -6
揖斐川 春日美束字北野１０４１番５
（県） -7
揖斐川 乙原字河坂３４９番１
（県） -8
揖斐川 東津汲字市秡１２０９番
（県） -9
揖斐川 西横山字南村８６１番
（県） -10
揖斐川 東横山字村内５６４番３外
（県） -11
揖斐川 坂内坂本字中平３０３４番外
（県） -12
揖斐川 坂内坂本字落合１３７番１
（県） -13
揖斐川 三輪字中町６４０番
（県）5-1
揖斐川 谷汲徳積字大正新田１３９０番３外
（県）5-2
揖斐川 上南方字伊尾野１７８０番２外
（県）9-1
大野 大字上秋字野田９３９番４外
（県） -1
大野 大字野字南屋敷１２４６番外
（県） -2
大野 大字南方字屋敷４６６番１外
（県） -3
大野 大字黒野字九番地７１０番３
（県）5-1
大野 大字小衣斐字折口３１２番１外
（県）9-1
池田 沓井字西瀬古４６０番２
（県） -1

53,600 50,800 ▲ 5.2

55,500 53,000 ▲ 4.5

73,800 67,000 ▲ 9.2

29,000 26,600 ▲ 8.3

53,500 51,000 ▲ 4.7

63,500 60,000 ▲ 5.5

42,500 41,000 ▲ 3.5

39,000 36,000 ▲ 7.7

31,500 28,000 ▲ 11.1

27,200 24,500 ▲ 9.9

18,100 17,200 ▲ 5.0

18,600 17,800 ▲ 4.3

6,650 6,450 ▲ 3.0

4,650 4,450 ▲ 4.3

6,100 5,900 ▲ 3.3

6,300 6,050 ▲ 4.0

2,950 2,900 ▲ 1.7

3,400 3,300 ▲ 2.9

3,650 3,520 ▲ 3.6

3,840 3,720 ▲ 3.1

54,000 48,700 ▲ 9.8

22,300 20,800 ▲ 6.7

19,000 18,800 ▲ 1.1

44,500 39,500 ▲ 11.2

32,200 29,000 ▲ 9.9

30,600 28,200 ▲ 7.8

54,200 48,500 ▲ 10.5

22,500 20,500 ▲ 8.9

35,000 31,400 ▲ 10.3
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　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

池田 下東野字西屋敷１６９番１
（県） -2
池田 八幡字八反田５８４番の一部
（県） -3
池田 八幡字中野１５８３番１外
（県）5-1
池田 白鳥字高野６７番４外
（県）9-1
北方 柱本南１丁目２７０番外
（県） -1
北方 高屋白木３丁目７８番
（県） -2
北方 小柳１丁目７２番
（県） -3
北方 天狗堂１丁目３番
（県）5-1
北方 平成８丁目２８番外
（県）7-1
坂祝 加茂山１丁目１１番５
（県） -1
坂祝 酒倉字倉屋敷４４５番２
（県） -2
坂祝 黒岩字村前３３９番１
（県） -3
坂祝 取組字道下１８番２外
（県）5-1
坂祝 酒倉字北高見２００８番４外
（県）7-1
坂祝 深萱字大金屑１１８７番１５外
（県）9-1
富加 高畑字野崎３３３番３外
（県） -1
富加 加治田字木船３７２４番外
（県） -2
富加 羽生字久徳２４７５番外
（県） -3
富加 大平賀字薬師前１２８５番１外
（県）5-1
川辺 下麻生字下夕町５９番１
（県） -1
川辺 比久見字榎木戸１０６３番６
（県） -2
川辺 中川辺字中井１１８３番２
（県） -3
川辺 中川辺字城裏５１６番１６
（県）5-1
川辺 下川辺字中島６１番１外
（県）9-1
七宗 上麻生字中渡合２１８１番１
（県） -1
七宗 神渕字下市場４６０６番
（県） -2
七宗 中麻生字大貝戸道上１７０４番２
（県） -3
七宗 中麻生字中麻生道上１５３９番１
（県）5-1
八百津 八百津字不二３７４２番３
（県） -1

45,200 40,900 ▲ 9.5

46,100 41,800 ▲ 9.3

64,300 57,600 ▲ 10.4

20,400 18,400 ▲ 9.8

65,900 60,900 ▲ 7.6

75,500 67,200 ▲ 11.0

71,000 63,200 ▲ 11.0

87,000 76,000 ▲ 12.6

105,000 94,500 ▲ 10.0

38,300 35,300 ▲ 7.8

30,500 28,100 ▲ 7.9

33,100 30,000 ▲ 9.4

47,100 42,500 ▲ 9.8

33,200 30,600 ▲ 7.8

19,400 18,200 ▲ 6.2

33,100 31,300 ▲ 5.4

27,900 26,000 ▲ 6.8

33,400 31,800 ▲ 4.8

36,000 34,500 ▲ 4.2

23,600 21,400 ▲ 9.3

25,600 23,100 ▲ 9.8

29,900 27,200 ▲ 9.0

38,900 35,100 ▲ 9.8

19,300 18,000 ▲ 6.7

17,900 17,300 ▲ 3.4

8,700 8,500 ▲ 2.3

16,000 15,400 ▲ 3.8

24,700 22,800 ▲ 7.7

31,000 30,100 ▲ 2.9

20



　　宅地及び宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番並びに「住居表示」 １６年価
格

１７年価
格

変動率
（％）

八百津 和知字針田１６７４番２３
（県） -2
八百津 伊岐津志字石仏１２７０番６外
（県） -3
八百津 八百津字西英３３５４番１
（県）5-1
八百津 野上字筑後１５４２番１５外
（県）9-1
白川 河岐字桜地１８７３番１
（県） -1
白川 黒川字樋田２１３番１外
（県） -2
白川 上佐見字下内２３５２番２
（県） -3
白川 河岐字西ヶ小井戸１６７０番５
（県）5-1
白川 坂ノ東字川タレ５２９３番１１外
（県）9-1
東白川 五加字神矢渕９３８番１６外
（県） -1
東白川 越原字陰地１０１１番７
（県） -2
御嵩 伏見字狐塚６１８番３
（県） -1
御嵩 中切字下平田１４４９番２
（県） -2
御嵩 御嵩字萩田９５２番５
（県） -3
御嵩 中字佐渡２０１３番
（県） -4
御嵩 中字西之門２３１５番１外
（県）5-1
御嵩 御嵩字平芝２１５１番１０外
（県）9-1
笠原 字中原１１８８番８
（県） -1
笠原 字梅平４０２４番２６２
（県） -2
笠原 字古御所２１０５番４
（県）5-1
笠原 字森下１６４７番１６７
（県）7-1
笠原 字割田２７４１番２
（県）7-2
大野白川 大字飯島字東長８７番１
（県） -1
大野白川 大字荻町字山越９５９番１外
（県） -2
大野白川 大字平瀬字下川原３０３番２２
（県）5-1

21,500 21,000 ▲ 2.3

21,000 20,000 ▲ 4.8

35,000 34,000 ▲ 2.9

10,800 10,300 ▲ 4.6

33,000 30,500 ▲ 7.6

7,050 6,950 ▲ 1.4

4,350 4,300 ▲ 1.1

40,000 38,800 ▲ 3.0

11,300 11,000 ▲ 2.7

4,530 4,490 ▲ 0.9

4,390 4,360 ▲ 0.7

35,000 32,500 ▲ 7.1

21,800 20,200 ▲ 7.3

34,700 32,300 ▲ 6.9

30,800 28,500 ▲ 7.5

42,500 39,000 ▲ 8.2

19,500 18,700 ▲ 4.1

35,000 32,100 ▲ 8.3

35,800 33,300 ▲ 7.0

42,200 38,500 ▲ 8.8

38,100 35,100 ▲ 7.9

36,500 33,600 ▲ 7.9

7,680 7,350 ▲ 4.3

5,450 5,500 0.9

6,100 6,200 1.6
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