
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
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

岐阜市茜部神清寺１丁目１２番２ほか２筆

大字岩崎字蛍町５３１番２

大字黒野字溝西５０２番７

大字上土居字中野８０７番１

大字長良字堀田９９０番３

大洞桐が丘３丁目２６番

長良真生町２丁目４番

又丸町畑４７番１０

旦島宮町２丁目３９番

大字鷺山字中洙１５４３番６４

元浜町５６番

岩田東１丁目３２７番ほか１筆

日野字山之神１１６番

大字加野字荒木１５４０番３２６

南鏡島１丁目１３３番

精華１丁目７６番２

本荘西２丁目１５７番ほか１筆

市橋４丁目３８番４ほか１筆

加納大黒町２丁目４番４

下奈良２丁目３７番２

三笠町１丁目１１番３

水海道３丁目１番２０

粟野西１丁目３６３番ほか１筆

大字折立字屋敷１２９番

大字上土居字狭間７１番８
（上土居４８街区３号２）
蔵前南１丁目６４番岐阜（県） -26

－

－ 72,100

－ 91,000

73,300

岐阜（県） -9

岐阜（県） -10

岐阜（県） -23

岐阜（県） -22

岐阜（県） -24

岐阜（県） -25

－ 120,000

岐阜（県） -4

岐阜（県） -5

岐阜（県） -6

岐阜（県） -7

岐阜（県） -8

岐阜（県） -11

岐阜（県） -12

岐阜（県） -13

－ 66,900

岐阜（県） -14

岐阜（県） -15

岐阜（県） -16

岐阜（県） -17

岐阜（県） -18

岐阜（県） -19

73,100 76,100

－ 131,000

岐阜（県） -20

岐阜（県） -21

－

－ 99,000

81,000 86,200

85,500

45,400 47,300

－ 86,300

－ 92,500

－ 130,000

44,600 46,500

－ 69,500

－ 60,000

－ 86,200

－ 117,000

－

－

－

－

－ 75,500

46,000 47,600

91,000 96,700

－

6.4

－

－

－

4.1

－

4.3

－

4.2

－

－

－

3.5

6.3

－

－

－

63,000 65,700岐阜（県） -3

－ 71,200

4.3

－

昭和５８年地価調査価格及び対前年変動率

－ 76,200 －岐阜（県） -1

岐阜（県） -2 － 70,600 －
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

岐阜（県） -27 大字鷲山字八幡１１１６番
（鷺山第一１１街区１９０号、１９１号）

岐阜（県） -28 学園町１丁目６番

岐阜（県） -29 大福町４丁目２６番１

岐阜（県） -30 萱場東町３丁目３３番

岐阜（県） -31 北野町３２番

岐阜（県） -32 大縄場４丁目７番ほか１筆

岐阜（県） -33 島田西町４０番２

岐阜（県） -34 長森本町１丁目１８番２０
「長森本町１丁目１８番１８号」

岐阜（県） -35 薮田９丁目５５番１ほか１筆

岐阜（県） -36 南鶉４丁目６０番１

岐阜（県） -37 日野字後洞３５１８番１４ほか２筆

岐阜（県） -38 粟野西４丁目３０番２

岐阜（県） -39 正木字南出口７７番４

岐阜（県） -40 大字則武字高起１１２２番
（則武工区１２７ブロック７）

岐阜（県） -41 大字北島字村前１０５４番１
（島工区２８５ブロック９）

岐阜（県） 5-1 八代１丁目１番２７
「八代１丁目１番１９号」

岐阜（県） 5-2 北一色８丁目１番１１

岐阜（県） 5-3 早田栄町１丁目３４番１

岐阜（県） 5-4 大字長良字北町１７３番１

岐阜（県） 5-5 千石町１丁目１４番

岐阜（県） 5-6 今川町２丁目１９番

岐阜（県） 5-7 金園町８丁目１８番

岐阜（県） 5-8 敷島町１丁目６番１

岐阜（県） 5-9 金宝町３丁目１２番ほか１筆

岐阜（県）5-10 加納栄町通３丁目９番ほか１筆

岐阜（県）5-11 神田町７丁目１７番

－ 254,000 －

－ 1,210,000 －

145,000 152,000 4.8

348,000 362,000 4.0

－ 215,000 －

－ 257,000 －

163,000 170,000 4.3

－ 280,000 －

－ 161,000 －

165,000 172,000 4.2

－ 92,100 －

122,000 126,000 3.3

－ 79,000 －

－ 96,000 －

49,000 51,000 4.1

54,000 57,200 5.9

85,000 89,400 5.2

58,000 61,200 5.5

118,000 123,000 4.2

－ 87,700 －

－ 150,000 －

－ 135,000 －

－ 119,000 －

－ 108,000 －

4.8

115,000 121,000 5.2

110,000105,000
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

岐阜（県）5-12 清住町２丁目１８番

岐阜（県）5-13 竜田町１丁目８番

岐阜（県）5-14 六条福寿町５番１５ほか１筆

岐阜（県）5-15 西問屋町６番１ほか１筆

岐阜（県）5-16 薮田１丁目５４番１ほか１筆

岐阜（県）5-17 平和通１丁目１３番ほか１筆

岐阜（県）5-18 金屋町２丁目２１番

岐阜（県）5-19 光明町１丁目１２番１

岐阜（県）5-20 徹明通６丁目１７番６

岐阜（県） 7-1 清本町７丁目４７番ほか１筆

岐阜（県） 7-2 東中島３丁目１２９番ほか２筆

岐阜（県） 7-3 北鶉２丁目３８番ほか１筆

岐阜（県） 7-4 六条大溝１丁目５番１

岐阜（県） 7-5 石長町５丁目１１番

岐阜（県）10-1 大字福富字西沖１５９９番４

岐阜（県）10-2 中西郷１丁目２４番

岐阜（県）10-3 大字寺田字田中６１８番３

岐阜（県）10-4 日置江１丁目１０８番１

岐阜（県）10-5 大字岩田東３丁目１３７番ほか１筆

岐阜（県）10-6 大学西２丁目２３番

大垣（県） -1 大垣市見取町２丁目１番４

大垣（県） -2 安井町１丁目１８番３

大垣（県） -3 青柳町２丁目１５８番

大垣（県） -4 木戸町字中道４５１番３

大垣（県） -5 稲葉東２丁目３４番

大垣（県） -6 和合新町１丁目１２番１

－ 42,500 －

－ 55,300 －

60,000 62,100 3.5

－ 60,000 －

－ 81,700 －

71,500 75,400 5.5

41,200 43,000 4.4

－ 50,000 －

－ 46,000 －

43,000 44,900 4.4

36,500 38,000 4.1

42,500 44,400 4.5

78,500 82,400 5.0

91,000 96,300 5.8

60,500 63,500 5.0

－ 67,000 －

－ 339,000 －

－ 140,000 －

197,000 204,000 3.6

－ 257,000 －

－ 225,000 －

150,000 156,000 4.0

151,000 158,000 4.6

－ 610,000 －

280,000 292,000 4.3

－ 245,000 －
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

大垣（県） -7 赤坂新町２丁目６番

大垣（県） -8 静里町字宮前７３３番５

大垣（県） -9 浅草２丁目４１番１

大垣（県） -10 島町字北河原３０１番４８

大垣（県） -11 北方町１丁目１１６４番３ほか２筆

大垣（県） -12 南若森町字東枝信７４０番３

大垣（県） -13 楽田町７丁目３３番

大垣（県） -14 東前１丁目６０番９

大垣（県） -15 牧野町１丁目２９番

大垣（県） -16 笠木町字天王２４６番２ほか１筆

大垣（県） -17 三本木４丁目４１番２

大垣（県） 5-1 郭町１丁目４３番

大垣（県） 5-2 宮町２丁目３８番

大垣（県） 5-3 二葉町１丁目３番２ほか１筆

大垣（県） 5-4 御殿町１丁目５３番

大垣（県） 5-5 久瀬川町４丁目４３番

大垣（県） 5-6 東長町４０番２

大垣（県） 7-1 木戸町字川北１４７番４ほか１筆

大垣（県） 7-2 築捨町２丁目１０４番ほか４筆

大垣（県） 7-3 鶴見町字藤沢２４２番３

大垣（県） 9-1 西崎町３丁目７６番ほか１４筆

大垣（県）10-1 津村町５丁目６７番１

大垣（県）10-2 西大外羽１丁目２０４番

高山（県） -1 高山市大新町４丁目１６番５１

高山（県） -2 本母町２７４番２

高山（県） -3 下岡本町１８７１番９

－ 49,200 －

－ 57,000 －

－ 19,300 －

－ 101,000 －

－ 57,000 －

32,100 33,200 3.4

－ 101,000 －

－ 88,800 －

－ 126,000 －

74,700 78,500 5.1

－ 212,000 －

－ 88,200 －

162,000 167,000 3.1

135,000 141,000 4.4

－ 68,000 －

688,000 708,000 2.9

49,000 51,700 5.5

52,800 54,600 3.4

－ 63,000 －

－ 67,600 －

54,500 57,200 5.0

71,200 73,700 3.5

－ 47,800 －

38,000 39,800 4.7

－ 45,500 －

50,000 52,500 5.0
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

高山（県） -4 緑ヶ岡町１丁目８４番

高山（県） -5 三福寺町８１０番２７

高山（県） -6 石浦町２６２７番８

高山（県） -7 冬頭町５７５番２

高山（県） -8 島川原町１４番１９

高山（県） -9 松之木町２６９６番７

高山（県） -10 神田町２丁目１２８番５ほか２筆

高山（県） -11 天満町１丁目１４番１３

高山（県） 5-1 八軒町１丁目５６番１０

高山（県） 9-1 匠ヶ丘町１番２１

多治見（県） -1 多治見市精華町４２番

多治見（県） -2 明和町３丁目２６番１５

多治見（県） -3 太平町６丁目８６番３

多治見（県） -4 京町５丁目５９番２

多治見（県） -5 脇之島町７丁目８番１４

多治見（県） -6 根本町２丁目６６番

多治見（県） -7 旭ヶ丘３丁目２８番

多治見（県） -8 姫町１丁目１番２３

多治見（県） -9 市之倉町１３丁目８３番５１

多治見（県） -10 星ヶ台３丁目１０番３２

多治見（県） -11 生田町６丁目７６番

多治見（県） -12 滝呂町１４丁目１５５番１８２

多治見（県） -13 小名田町小滝１番１４８

多治見（県） -14 北丘町８丁目１番１３９

多治見（県） -15 幸町７丁目４９番６

多治見（県） 5-1 広小路２丁目３９番

－ 35,500 －

99,000 102,000 3.0

33,500 34,800 3.9

30,400 31,900 4.9

28,700 29,800 3.8

28,500 29,600 3.9

36,700 38,500 4.9

－ 38,000 －

32,200 33,200 3.1

25,100 25,600 2.0

39,200 41,200 5.1

28,400 29,800 4.9

－ 41,000 －

－ 31,500 －

55,400 58,200 5.1

37,000 38,900 5.1

－ 215,000 －

20,400 21,200 3.9

80,300 84,200 4.9

72,400 76,000 5.0

61,900 64,500 4.2

40,300 41,700 3.5

－ 44,400 －

36,300 38,000 4.7

－ 50,500 －

34,300 36,000 5.0
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

多治見（県） 7-1 十九田町１丁目６番２ほか１筆

多治見（県） 7-2 滝呂町１５丁目３８番ほか３筆

関（県） -1 関市桜本町２丁目２１番２

関（県） -2 津保川台１丁目２１１番３２２

関（県） -3 神明町２丁目４０番

関（県） -4 小屋名神明前１２９５番４

関（県） -5 東本郷通３丁目２３番３

関（県） -6 向山町４丁目９２番ほか１筆

関（県） -7 十六所１５番１７

関（県） -8 小瀬字小坂南１０５３番４５

関（県） 5-1 大門町２丁目２７番

関（県） 9-1 小瀬南１丁目１５２８番７

中津川（県） -1 中津川市中津川字北野７３４番３ほか１筆
「宮前町２番５５号」

中津川（県） -2 中津川字一色１５４３番２０

中津川（県） -3 駒場字後洞１２６５番３

中津川（県） -4 中津川字上金１０５１番１

中津川（県） -5 中津川字松田２３６４番１２１０ほか１筆

中津川（県） 5-1 中津川字花ノ木１７１４番１１ほか１筆
「えびす町６番２号」

中津川（県） 7-1 中津川字榧の木２６０１番１１ほか１筆
「かやの木町１番４１号」

美濃（県） -1 美濃市字古市場２５２４番１

美濃（県） -2 大字生櫛字三軒屋１２１１番１ほか２筆

美濃（県） -3 大字極楽寺字東側８５１番４

美濃（県） -4 字錦町１７９５番４

美濃（県） -5 字小山１３９２番

美濃（県） -6 大字藍川４番３

美濃（県） 5-1 字段１１５番２

32,500 33,000 1.5

47,400 49,000 3.4

－ 42,000 －

26,500 27,400 3.4

27,500 28,400 3.3

－ 25,000 －

－ 78,700 －

－ 37,000 －

25,500 26,600 4.3

76,700 79,000 3.0

27,000 28,200 4.4

26,000 27,100 4.2

28,800 30,000 4.2

－ 33,500 －

70,600 72,000 2.0

－ 24,000 －

30,800 31,800 3.2

－ 35,000 －

－ 33,800 －

－ 27,500 －

－ 42,000 －

29,800 30,800 3.4

54,300 56,300 3.7

－ 37,000 －

－ 62,000 －

36,600 37,800 3.3
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

美濃（県） 9-1 大字極楽寺字北野９６０番ほか１筆

瑞浪（県） -1 瑞浪市稲津町小里字兵庫田１１３４番３

瑞浪（県） -2 陶町猿爪字関屋７９２番１

瑞浪（県） -3 日吉町字祖師田８８３番２

瑞浪（県） 5-1 寺河戸町字落田１０７２番２２ほか１筆

瑞浪（県） 9-1 小田町西原１３４７番ほか１筆

羽島（県） -1 羽島市小熊町天王２丁目３８番

羽島（県） -2 正木町曲利字中区１４９番１

羽島（県） -3 竹鼻町狐穴字川口６４４番１

羽島（県） -4 竹鼻町丸の内６丁目５番

羽島（県） -5 竹鼻町錦町２５番

羽島（県） -6 福寿町本郷字町田１７９番５

羽島（県） 5-1 竹鼻町字日吉町１０５番

羽島（県） 5-2 竹鼻町字梅ヶ枝町３５９番５ほか２筆

羽島（県） 5-3 福寿町浅平１丁目３７番

羽島（県） 7-1 竹鼻町狐穴字栄町３２２６番４

羽島（県） 7-2 江吉良町字新田１６００番４

羽島（県）10-1 小熊町２丁目６５９番２

羽島（県）10-2 上中町沖字南屋敷１２０４番１

恵那（県） -1 恵那市大井町字後田１０５２番２

恵那（県） -2 長島町永田字大洞３８２番６４

恵那（県） -3 大井町字学頭１１５６番２７

恵那（県） 5-1 大井町字神ノ木２９３番７ほか１筆

恵那（県） 7-1 長島町中野字鳶ヶ入１２１４番３４ほか２筆

美濃加茂（県） -1 美濃加茂市太田町字上地３９３番２

美濃加茂（県） -2 本郷町７丁目字蔵屋敷８２６番４
「本郷町７丁目１１番１４号」

－ 39,300 －

23,500 24,600 4.7

134,000 138,000 3.0

－ 46,500 －

22,200 23,100 4.1

20,400 21,200 3.9

－ 28,000 －

－ 30,700 －

－ 45,800 －

－ 27,400 －

－ 135,000 －

－ 65,700 －

102,000 107,000 4.9

－ 106,000 －

68,000 70,900 4.3

41,200 43,000 4.4

－ 65,500 －

－ 72,700 －

41,700 43,600 4.6

40,700 42,700 4.9

43,500 45,200 3.9

－ 23,000 －

21,400 21,800 1.9

－ 5,700 －

13,500 13,800 2.2

21,000 21,800 3.8
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

美濃加茂（県） -3 川合町４丁目字山中２２２５番８

「川合町４丁目１１番２２号」
美濃加茂（県） -4 御門町１丁目字大貝戸１２１５番２２

「御門町１丁目２番３２号」
美濃加茂（県） 5-1 太田町字飛鹿１９３５番２

美濃加茂（県） 7-1 深田町３丁目字下タ畑３９番１

土岐（県） -1 土岐市泉寺下町１丁目１３番

土岐（県） -2 土岐津町土岐口字戸樋下１９２１番５

土岐（県） -3 妻木町菰池１５７１番３

土岐（県） -4 肥田町浅野字高根１０７８番６１

土岐（県） -5 下石町字上小坂１７５２番１

土岐（県） -6 駄知町字五反２５２０番１０

土岐（県） -7 泉が丘町１丁目７１番

土岐（県） -8 泉町大富字東山２０２６番７４

土岐（県） -9 泉町河合七反田２２７番

土岐（県） -10 肥田町肥田字杉焼２８７番３０９

土岐（県） 5-1 駄知町字板ノ木１８８３番４

土岐（県） 7-1 泉寺田町２丁目６番

各務原（県） -1 各務原市那加西野町３０番１

各務原（県） -2 那加東那加町４３番２

各務原（県） -3 松が丘７丁目１８番

各務原（県） -4 緑苑南１丁目６９番

各務原（県） -5 蘇原村雨町１丁目１７番３

各務原（県） -6 蘇原花園町４丁目２６番５

各務原（県） -7 鵜沼三ツ池町５丁目１０７番３

各務原（県） -8 鵜沼南町５丁目２６番

各務原（県） -9 新鵜沼台４丁目１８７番

各務原（県） 3-1 蘇原希望町３丁目２７番ほか１筆

－ 77,000 －

38,000 39,800 4.7

45,000 47,200 4.9

－ 78,000 －

56,700 59,400 4.8

60,300 63,000 4.5

－ 57,000 －

－ 81,000 －

58,000 60,000 3.4

52,200 54,000 3.4

35,800 36,900 3.1

40,300 41,600 3.2

25,000 26,000 4.0

27,400 28,500 4.0

28,000 29,100 3.9

15,200 15,800 3.9

24,200 25,300 4.5

－ 22,700 －

29,700 31,200 5.1

26,300 27,100 3.0

－ 52,000 －

33,000 34,900 5.8

110,000 113,000 2.7

－ 42,300 －

30,200 31,600 4.6

－ 41,000 －
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

各務原（県） 5-1 那加本町３９番１ほか２筆

各務原（県） 7-1 蘇原興亜町５丁目６番

各務原（県） 10-1 上中屋町３丁目２９番１

各務原（県） 10-2 鵜沼古市場町１丁目１６２番２

可児（県） -1 可児市羽崎字中央ヶ根３８６番８１

可児（県） -2 今渡字中鳴子２１５５番

可児（県） -3 大森字田白２７９９番６５

可児（県） -4 今渡字大東１６１８番１４ほか１筆

可児（県） -5 土田字宿２０５３番２２ほか１筆

可児（県） -6 下恵土字清水１４９番

可児（県） -7 桜ヶ丘４丁目３６番

可児（県） -8 菅苅字馬場８４番１０

可児（県） -9 緑ヶ丘５丁目８０番１ほか１筆

可児（県） -10 愛岐ヶ丘３丁目７７番

可児（県） -11 下恵土字南林３４４０番４８１

可児（県） -12 塩河字三ト２２９３番３０１

可児（県） 5-1 今渡字後路田２８４番１ほか１筆

可児（県） 7-1 下恵土字東嶋３０６６番１

川島（県） -1 羽島郡川島町松倉町字河原屋敷１５２１番１ほか１筆

川島（県） -2 河田町字山神１０１２番２ほか１筆

川島（県） -3 笠田町字村中２４３番１ほか１筆

岐南（県） -1 羽島郡岐南町三宅字八幡９７０番１ほか２筆

岐南（県） -2 三宅字木瀬１６５番ほか１筆

岐南（県） 7-1 徳田字中道５８６番

笠松（県） 7-2 上印食字流２０９番

笠松（県） 7-3 野中字阿毛前６９４番

53,600 56,000 4.5

46,100 48,000 4.1

72,500 76,500 5.5

41,600 43,200 3.8

18,200 18,800 3.3

61,000 63,600 4.3

17,100 17,700 3.5

39,300 40,800 3.8

－ 90,000 －

－ 40,300 －

31,000 32,200 3.9

30,200 31,300 3.6

－ 38,500 －

38,900 41,700 7.2

41,000 43,800 6.8

38,600 40,500 4.9

－ 30,000 －

－ 40,000 －

29,400 30,700 4.4

43,000 44,700 4.0

30,200 31,400 4.0

30,200 31,600 4.6

－ 41,000 －

－ 39,000 －

－ 134,000 －

37,000 38,300 3.5
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

笠松（県） -1 羽島郡笠松町字友楽町２１番３

笠松（県） 5-1 字下本町２６番２

笠松（県） 7-1 田代字神明５８５番２

笠松（県） 7-2 無動寺字猿町３４０番

笠松（県） 7-3 北及字流１８４２番２

柳津（県） -1 羽島郡柳津町東塚２丁目５２番

柳津（県） -2 佐波字屋敷１０８６番２

柳津（県） 7-1 北塚３丁目５８番

海津（県） -1 海津郡海津町馬目字西方３９８番１

海津（県） -2 松木字村前８３８番

海津（県） -3 福江字中無垢里８９０番ほか１筆

海津（県） 5-1 高須町字上町７４０番６

海津（県） 9-1 立野字村南３０３番１

平田（県） -1 海津郡平田町蛇池字屋敷中８８番１

平田（県） -2 今尾字町内２９５１番

平田（県） -3 野寺字川田１２０２番

平田（県） 5-1 今尾字町内３０２７番

平田（県） 9-1 今尾字西区２０３７番ほか２筆

南濃（県） -1 海津郡南濃町津屋字西園２８３７番１３３

南濃（県） -2 奥条字北河原４８５番

南濃（県） -3 田鶴字小嶋４７４番６ほか２筆

南濃（県） 5-1 松山小字松山字古堤２４５番２ほか２筆

南濃（県） 9-1 津屋字河原添２８１２番１００ほか６筆

養老（県） -1 養老郡養老町下笠字東江下１３３５番４

養老（県） -2 高田字足原６９２番２

養老（県） -3 養老字千人墳１２１６番７

27,500 28,500 3.6

－ 30,000 －

9,500 9,800 3.2

－ 27,200 －

－ 27,300 －

38,000 39,300 3.4

－ 13,700 －

－ 18,300 －

－ 54,000 －

12,100 12,500 3.3

24,800 26,000 4.8

－ 18,000 －

－ 13,600 －

9,900 10,200 3.0

－ 12,100 －

31,300 32,200 2.9

30,000 31,200 4.0

－ 15,100 －

－ 39,200 －

－ 93,300 －

－ 60,200 －

－ 68,700 －

－ 72,200 －

－ 52,800 －

－ 63,900 －

－ 96,400 －
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

養老（県） 5-1 高田字町１１６番１

養老（県） 9-1 室原字新宮４７２番１

上石津（県） -1 養老郡上石津町大字一之瀬字押水２０９番ほか１筆

上石津（県） -2 大字三ツ里字馬瀬野６７７番１

上石津（県） -3 大字下山字湯谷３３０２番２

上石津（県） 5-1 大字上原字猿海道１３３０番１ほか２筆

上石津（県） 9-1 大字牧田字二又２９２５番１ほか１筆

垂井（県） -1 不破郡垂井町字戸海９５８番１４３

垂井（県） -2 府中字屋敷２２６３番２

垂井（県） -3 綾戸字荒越８９７番７６

垂井（県） -4 表佐字三番屋敷１５４６番１ほか１筆

垂井（県） 5-1 字梅之木原１７８９番１６

垂井（県） 7-1 表佐字一色７５４番１ほか２筆

垂井（県）10-1 栗原字大正１２６５番１１ほか１筆

関ヶ原（県） -1 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原字水船街道３４０３番２

関ヶ原（県） -2 大字松尾字下矢尻２６５番４

関ヶ原（県） -3 大字関ヶ原字池寺１７３２番２８

関ヶ原（県） 5-1 大字関ヶ原字宝有地６０６番２

関ヶ原（県） 7-1 大字関ヶ原字甲斐墓１９９４番１

神戸（県） -1 安八郡神戸町大字神戸字西浦１８３番２

神戸（県） 5-1 大字神戸字西浦１６８番５

神戸（県）10-1 大字末守字中島５７０番４

輪之内（県） -1 安八郡輪之内町大薮字沼４５９番２

輪之内（県） -2 里字一色６４７番１

輪之内（県） -3 中郷新田字道下２４３８番１

輪之内（県） 5-1 大薮字西ノ寺６６４番

12,600 13,100 4.0

24,900 25,700 3.2

13,500 14,100 4.4

－ 16,200 －

47,500 49,300 3.8

27,000 28,200 4.4

－ 36,000 －

－ 44,300 －

－ 16,000 －

59,500 61,300 3.0

31,400 32,800 4.5

－ 24,200 －

－ 54,500 －

14,300 14,700 2.8

－ 34,800 －

70,300 72,400 3.0

－ 33,500 －

－ 37,000 －

－ 13,500 －

－ 35,000 －

3,800 3,920 3.2

－ 11,000 －

6,800 7,000 2.9

3,550 3,660 3.1

66,000 68,000 3.0

－ 19,000 －
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

輪之内（県） 9-1 里字八町１１８７番２ほか４筆

安八（県） -1 安八郡安八町南今ヶ渕字中筋５１７番１

安八（県） -2 北今ヶ渕字宮西３２６番２

安八（県）10-1 牧字石土手３２５７番１

墨俣（県） -1 安八郡墨俣町大字二ツ木字村北４６番２８

墨俣（県） 5-1 大字墨俣字本町１３７番

揖斐川（県） -1 揖斐郡揖斐川町三輪字中野村１０７２番４ほか３筆

揖斐川（県） -2 脛永字門前１０９６番１

揖斐川（県） -3 島字野田１６７番２

揖斐川（県） 5-1 三輪字中町６４０番

揖斐川（県） 9-1 志津山字東島２９８番４

谷汲（県） -1 揖斐郡谷汲村名礼字丸山２４４番５７

谷汲（県） -2 大字長瀬字上野２５９８番１

谷汲（県） 5-1 大字徳積字西輪２７６番１ほか２筆

大野（県） -1 揖斐郡大野町大字寺内字村ノ内二２６０番３

大野（県） -2 大字大野字村内１０４６番３

大野（県） -3 大字五之里字中屋敷８３１番１

大野（県） 5-1 大字黒野字九番地７０８番１

大野（県） 9-1 大字瀬古小字瀬古字堰目４４８番１ほか１筆
（揖東２期地区第５工区１１番）

池田（県） -1 揖斐郡池田町沓井字北村５５５番１ほか１筆

池田（県） -2 本郷字寺東１４６５番２８

池田（県） -3 八幡字土佐街道１２７８番１

池田（県） 5-1 池野字街道中４７４番６

池田（県） 9-1 市橋字境目２１０番ほか５筆

春日（県） -1 揖斐郡春日村大字川合字村ノ内北平１５１５番

春日（県） -2 大字六合字上ヶ流１８８８番１

7,400 7,550 2.0

5,900 6,080 3.1

56,000 58,000 3.6

18,000 18,700 3.9

22,500 23,400 4.0

19,000 19,700 3.7

13,300 13,700 3.0

－ 19,000 －

17,000 17,700 4.1

69,000 71,200 3.2

－ 25,900 －

25,600 26,700 4.3

－ 4,500 －

10,400 10,600 1.9

－ 12,500 －

6,800 7,000 2.9

18,200 18,800 3.3

69,600 71,400 2.6

25,400 26,300 3.5

－ 16,600 －

－ 42,400 －

43,900 45,200 3.0

20,400 21,200 3.9

11,200 11,500 2.7

－ 13,900 －

26,700 27,800 4.1
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

春日（県） 5-1 大字六合字多津志１２３８番１

久瀬（県） -1 揖斐郡久瀬村大字東津汲字市秡１２０７番１ほか１筆

久瀬（県） -2 大原乙原字河坂３４９番１

久瀬（県） 5-1 大字西津汲字東武良５９１番１

藤橋（県） -1 揖斐郡藤橋村大字西横山字南村８６１番

藤橋（県） 5-1 大字東横山字村内４９８番３

坂内（県） -1 揖斐郡坂内村大字坂本字中平３０３４番

坂内（県） -2 大字川上字村ノ内１４５９番１

坂内（県） 5-1 大字廣瀬字堂前３１１６番１

北方（県） -1 本巣郡北方町大字北方字加納道下４３５番１８

北方（県） -2 大字高屋字壱町田南ノ町１９８番７
（高屋南部４９－１ブロック５－３）

北方（県） 5-1 大字北方字〆之宮１６３番５

本巣（県） -1 本巣郡本巣町大字文殊字南当門道北５１７番７

本巣（県） -2 大字文殊字小馬場５７番２０７

本巣（県） -3 大字曽井中島字中川原１３２０番１

本巣（県） 5-1 大字曽井中島字東川原６３７番２

本巣（県） 9-1 大字曽井中島字中河原１４０５番

穂積（県） -1 本巣郡穂積町大字本田字南縄ノ尻１３１５番２

穂積（県） -2 大字穂積字野口９１０番１

穂積（県） -3 大字稲里字中通７３３番５

穂積（県） -4 大字只越字池田９８３番５

穂積（県） -5 大字別府字井場一ノ町１４５７番２

穂積（県） 5-1 大字別府字堤内四ノ町１１２５番３ほか２筆

穂積（県） 7-1 大字本田字江北４８２番１

穂積（県）10-1 大字宝江字村前１９９番

巣南（県） -1 本巣郡巣南町大字古橋字神田１１４７番６

15,900 16,200 1.9

38,100 39,500 3.7

105,000 108,000 2.9

－ 47,500 －

－ 71,800 －

40,000 41,800 4.5

37,600 39,100 4.0

－ 58,900 －

－ 27,000 －

－ 43,400 －

20,500 21,300 3.9

28,100 29,200 3.9

25,700 26,900 4.7

－ 30,000 －

61,000 64,000 4.9

－ 77,000 －

4,000 4,060 1.5

－ 79,000 －

3,650 3,700 1.4

2,000 2,020 1.0

2,900 2,940 1.4

3,650 3,710 1.6

5,050 5,230 3.6

7,300 7,540 3.3

8,400 8,530 1.5

－ 6,270 －

13



基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

巣南（県） -2 大字横屋字中吹５９８番１

巣南（県）10-1 大字古橋字西脇４８１番１

真正（県） -1 本巣郡真正町大字上真桑字糸貫川通２２５８番７１

真正（県） -2 大字政田字竹後８０１番１２

真正（県） -3 大字上真桑字本郷３２０番１

真正（県） 5-1 政田字北浦２４４０番

真正（県） 9-1 大字十四条字野中１２０番１ほか３筆

糸貫（県） -1 本巣郡糸貫町大字仏生寺字薬師４５番１

糸貫（県） -2 大字三橋字下内野９１０番１ほか２筆

糸貫（県）10-1 大字上保字仲之保５８２番

根尾（県） -1 本巣郡根尾村門脇字西畑５８番１

根尾（県） -2 高尾字菅野７５９番１ほか１筆

根尾（県） 5-1 樽見字新田２９番４ほか３筆

高富（県） -1 山県郡高富町大字梅原字西沖２７４６番４

高富（県） -2 大字東深瀬字針崎５５４番１

高富（県） -3 大字高富字井戸尻２４７５番３

高富（県） 5-1 大字高富字天王１４６２番ほか１筆

高富（県） 7-1 大字佐賀字北畑９０番１ほか６筆

伊自良（県） -1 山県郡伊自良村大字大森字屋敷３７０番

伊自良（県） -2 大字洞田字村南５４６番

伊自良（県） 5-1 大字藤倉字村中６５９番１

美山（県） -1 山県郡美山町谷合字加維１０４３番１

美山（県） -2 岩佐字小原寺裏２３５番２

美山（県） -3 笹賀１３５番１ほか３筆

美山（県） 5-1 谷合字北町１２３４番４

美山（県） 9-1 佐野字八代３１０番ほか３筆

17,600 18,100 2.8

－ 15,900 －

19,100 19,600 2.6

15,200 15,500 2.0

9,420 9,530 1.2

－ 14,800 －

7,740 7,850 1.4

3,900 3,950 1.3

60,000 62,200 3.7

29,700 30,800 3.7

－ 42,500 －

36,200 37,800 4.4

18,300 18,500 1.1

11,000 11,400 3.6

5,700 5,760 1.1

6,500 6,580 1.2

－ 40,700 －

－ 24,000 －

－ 21,500 －

－ 57,900 －

－ 28,000 －

－ 50,000 －

－ 63,000 －

19,900 20,500 3.0

－ 33,000 －

－ 30,000 －

14



基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

洞戸（県） -1 武儀郡洞戸村栗原字下村３９番１

洞戸（県） -2 菅谷字西洞４９０番１

洞戸（県） 5-1 通元寺字植之段２０４番２

板取（県） -1 武儀郡板取村字大道下タ１５７２番１

板取（県） -2 字天神３９０１番６

板取（県） 5-1 字海道河原６６４０番１

武芸川（県） -1 武儀郡武芸川町大字高野字本山６２９番２

武芸川（県） -2 大字小知野字冨士洞５９３番２

武芸川（県） -3 大字谷口字猪之洞１１８６番２

武芸川（県） 5-1 大字八幡字薮下３７７番１

武芸川（県） 9-1 大字高野字西枠ノ手５１４番３

武儀（県） -1 武儀郡武儀町下之保字神明前２８７０番３

武儀（県） -2 中之保字宮下モ５０７５番３

武儀（県） 5-1 中之保字岩井戸５６９９番１ほか２筆

武儀（県） 9-1 中之保字小宮西６３１５番１

上之保（県） -1 武儀郡上之保村字田ノ尻２３３３０番１ほか１番

上之保（県） -2 字下山本１３７５，１３７６－１番合併３

上之保（県） 5-1 字竹之腰１３７９７番１ほか１筆

八幡（県） -1 郡上郡八幡町小野８丁目９番１８

八幡（県） -2 中坪２丁目６番１

八幡（県） -3 稲成字ツトテ８３９番

八幡（県） 5-1 島谷字今町１１３５番

八幡（県） 7-1 五町字六本杉１２１番２

大和（県） -1 郡上郡大和村島字マツハ１１４１番２ほか１筆

大和（県） -2 剣字惣宮１６１１番１

大和（県） 5-1 剣字川添９６番５

－ 17,500 －

－ 28,500 －

31,700 32,800 3.5

4,560 4,700 3.1

23,300 24,000 3.0

－ 117,000 －

－ 34,500 －

－ 36,200 －

－ 8,500 －

－ 16,000 －

8,000 8,150 1.9

2,250 2,300 2.2

6,200 6,300 1.6

10,500 10,700 1.9

9,800 9,900 1.0

10,000 10,200 2.0

7,300 7,500 2.7

12,200 12,600 3.3

10,200 10,400 2.0

6,400 6,560 2.5

2,940 3,000 2.0

3,770 3,860 2.4

17,000 17,200 1.2

4,000 4,100 2.5

5,900 6,050 2.5

2,950 3,000 1.7

15



基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

白鳥（県） -1 郡上郡白鳥町白鳥字上町９０７番１の１ほか４筆

白鳥（県） -2 二日町字西腰１２９１番

白鳥（県） -3 中西字水ナシ２６５番１

白鳥（県） 5-1 白鳥字下町９９５番１ほか１筆

白鳥（県） 9-1 中津屋字九十九４２８番１

高鷲（県） -1 郡上郡高鷲村大字西洞字中上２５２５番５ほか２筆

高鷲（県） -2 大字鮎立字大洞１３５４番１ほか１筆

高鷲（県） 5-1 大字大鷲字芝野廻津６８６番４

美並（県） -1 郡上郡美並村大字白山字中切１７５３番５

美並（県） -2 大字山田字長畑１４３９番２６

美並（県） 5-1 大字白山字宮切７５１番５

明方（県） -1 郡上郡明方村二間手字林ノ下タ２１５番１

明方（県） -2 気良字上垣内８６６番

明方（県） 5-1 畑佐字下タ上ミ切３０９番５ほか４筆

和良（県） -1 郡上郡和良村大字宮代字中田ノ上９６８番

和良（県） -2 大字宮地字西木戸９８４番４

和良（県） 5-1 大字沢字堂ノ前１００３番２

坂祝（県） -1 加茂郡坂祝町酒倉字亀田１１２９番７ほか１筆

坂祝（県） -2 勝山字田ノ上３２１番１４

坂祝（県） -3 酒倉字池端３２８番５

坂祝（県） 5-1 取組字寺裏３６８番２

坂祝（県） 9-1 黒岩字伊原田７５２番２ほか３筆

富加（県） -1 加茂郡富加町大平賀字町屋１１３２番１の１の１ほか１筆

富加（県） -2 加治田字堀畑３５２７番１

富加（県） -3 羽生字三本杉１４４７番１２

富加（県） 5-1 羽生字舞辻１４６６番１３

－ 19,800 －

30,600 31,400 2.6

9,860 10,200 3.4

9,500 9,800 3.2

－ 26,700 －

10,700 11,100 3.7

－ 24,300 －

15,900 16,500 3.8

－ 15,000 －

13,500 14,000 3.7

－ 4,000 －

6,200 6,350 2.4

2,370 2,400 1.3

4,360 4,450 2.1

－ 13,600 －

4,960 5,060 2.0

10,000 10,300 3.0

－ 6,050 －

3,350 3,420 2.1

13,600 13,900 2.2

13,200 13,600 3.0

9,500 9,700 2.1

3,070 3,150 2.6

53,500 55,000 2.8

20,000 20,600 3.0

4,050 4,150 2.5
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

川辺（県） -1 加茂郡川辺町西栃井字椎木１１３５番４ほか１筆

川辺（県） -2 中川辺字中井道西１１６７番４

川辺（県） -3 中川辺字南竹之内１４９６番３

川辺（県） 5-1 中川辺字上中町４５番１

川辺（県） 9-1 下川辺字島畑３６６番２ほか４筆

七宗（県） -1 加茂郡七宗町上麻生字臨景２５８５番ほか１筆

七宗（県） -2 神渕字柵１１３５５番２ほか１筆

七宗（県） 5-1 上麻生字野々宮浦２４７０番１

七宗（県） 9-1 中麻生字梶ヶ下タ９７８番１ほか１筆

八百津（県） -1 加茂郡八百津町八百津字芦都３２９５番３

八百津（県） -2 和知字南桂９７８番２ほか１筆

八百津（県） -3 伊岐津志字吉原１０４７番４ほか１筆

八百津（県） 5-1 八百津字豊岡４１０３番２

八百津（県） 9-1 八百津字福山８４９５番１

白川町（県） -1 加茂郡白川町河岐字桜地１８７３番１

白川町（県） -2 黒川字樋田２１３番１

白川町（県） -3 上佐見字上田口３７５２番３ほか１筆

白川町（県） 5-1 河岐字中山５０２番５

白川町（県） 9-1 三川字名越１５３３番ほか６筆

東白川（県） -1 加茂郡東白川村越原字陰地１０２９番６

東白川（県） -2 五加字神矢渕９３８番１６ほか１筆

東白川（県） 5-1 神土字平５８７番１

御嵩（県） -1 可児郡御嵩町伏見字中北町裏１１３４番５ほか１筆

御嵩（県） -2 御嵩字萩田９３２番８

御嵩（県） -3 中字西田８１２番２０

御嵩（県） 5-1 中字北田２０８９番１ほか１筆

－ 34,500 －

－ 46,000 －

－ 24,000 －

－ 30,000 －

－ 4,500 －

14,200 14,500 2.1

－ 4,900 －

－ 4,500 －

－ 4,100 －

46,300 47,600 2.8

35,800 36,800 2.8

6,500 6,700 3.1

－ 40,500 －

11,300 11,700 3.5

－ 13,600 －

13,700 14,200 3.6

18,800 19,300 2.7

21,800 22,800 4.6

－ 5,300 －

20,100 20,600 2.5

10,500 10,800 2.9

－ 15,000 －

－ 28,800 －

－ 42,400 －

29,800 30,400 2.0

11,400 12,000 5.3

17



基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

御嵩（県） 9-1 顔戸字大門東１０６２番１ほか４筆

兼山（県） -1 可児郡兼山町字九郎七１１１４番９

兼山（県） -2 字中道１３０番１

兼山（県） 5-1 字本町７６６番１ほか１筆

笠原（県） -1 土岐郡笠原町字森下１６４７番３１４

笠原（県） -2 字上田面５３８番６

笠原（県） -3 字富士下３２５５番７

笠原（県） 5-1 字古御所２１０５番４

笠原（県） 9-1 字下原１２５４番２

坂下（県） -1 恵那郡坂下町坂下字島２３５４番１２

坂下（県） -2 坂下字和合１７９番２

坂下（県） 5-1 坂下字大沼７３０番１

坂下（県） 9-1 坂下字町平８７２番２ほか５筆

川上（県） -1 恵那郡川上村字上平１６２６番６

川上（県） 5-1 字森平１６８番５

加子母（県） -1 恵那郡加子母村字諸田４３３８番３

加子母（県） -2 字上小郷西６２６４番

加子母（県） 5-1 字桜ノ木５４５６番５

付知（県） -1 恵那郡付知町字寺畑６８９４番２２

付知（県） -2 字池の尻１０８２４番３

付知（県） -3 字山本３８０３番２ほか１筆

付知（県） 5-1 字大新田６９５６番１

付知（県） 9-1 字藤山３９４２番ほか４筆

福岡（県） -1 恵那郡福岡町福岡字野中９５６番１

福岡（県） -2 下野字馬場６３１番５

福岡（県） -3 田瀬字上田瀬３９番１

－ 5,300 －

5,000 5,100 2.0

－ 10,800 －

5,700 5,850 2.6

7,200 7,400 2.8

－ 17,500 －

7,600 7,800 2.6

－ 6,300 －

3,000 3,050 1.7

6,200 6,350 2.4

4,100 4,200 2.4

5,700 5,850 2.6

12,200 12,600 3.3

3,800 3,900 2.6

10,800 11,200 3.7

－ 49,000 －

－ 24,000 －

7,600 7,800 2.6

10,300 10,500 1.9

46,200 47,100 1.9

－ 31,000 －

20,000 20,600 3.0

15,500 16,000 3.2

－ 24,000 －

11,600 11,900 2.6

－ 20,500 －
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

福岡（県） 5-1 福岡字森下７１５番４

福岡（県） 9-1 下野字大湫４３８番２２

蛭川（県） -1 恵那郡蛭川村字奥渡５３４７番５

蛭川（県） -2 字棚田１６８１番４

蛭川（県） 5-1 字下海渡２３３０番２０

岩村（県） -1 恵那郡岩村町飯羽間字川前２５７９番１ほか５筆

岩村（県） -2 字大根洞１７７４番１

岩村（県） 5-1 字本町２９８番ほか１筆

岩村（県） 9-1 字中溝１６２０番１ほか５筆

山岡（県） -1 恵那郡山岡町下手向字下神田１３４９番１ほか２筆

山岡（県） -2 馬場山田字唯刈１０４４番１

山岡（県） 5-1 上手向字升田７１番３ほか１筆

山岡（県） 9-1 原字道下通８７８番１ほか４筆

明智（県） -1 恵那郡明智町字本町１８９４番

明智（県） -2 字小畑１７６５番８

明智（県） -3 吉良見字秋田６９３番１

明智（県） 5-1 字徳平４４５番６

明智（県） 9-1 字大久手１００１番１８７

串原（県） -1 恵那郡串原町字南木根２８９２番

串原（県） 5-1 字川ヶ渡２３３７番１

上矢作（県） -1 恵那郡上矢作町字上広表２９７６番１

上矢作（県） -2 字辻見堂１６３６番１

上矢作（県） 5-1 字中島１８５５番２

上矢作（県） 9-1 下字宮本４４６番２

萩原（県） -1 益田郡萩原町上村字森下１７９０番４

萩原（県） -2 中呂字沼３４４番２ほか３筆

24,300 24,900 2.5

16,700 16,900 1.2

－ 5,100 －

－ 2,500 －

3,400 3,500 2.9

2,750 2,820 2.5

2,500 2,530 1.2

3,650 3,700 1.4

36,500 37,300 2.2

3,800 3,900 2.6

10,500 10,800 2.9

4,650 4,790 3.0

－ 8,000 －

12,500 12,800 2.4

－ 5,500 －

－ 12,100 －

－ 13,000 －

－ 4,600 －

－ 4,500 －

19,300 19,800 2.6

－ 9,500 －

6,540 6,750 3.2

－ 6,000 －

4,880 5,000 2.5

－ 17,300 －

3,000 3,050 1.7
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

萩原（県） -3 野上字石原１０５８番１ほか３筆

萩原（県） 5-1 萩原字町頭１３１０番２

萩原（県） 9-1 羽根字作島１７９７番１ほか１筆

小坂（県） -1 益田郡小坂町大字大島字塚中１７４６番1

小坂（県） -2 大字長瀬字味屋２１８番１

小坂（県） 5-1 大字小坂町字前田８４４番１ほか１筆

小坂（県） 9-1 大字坂下字野畑５６２番１ほか７筆

下呂（県） -1 益田郡下呂町森字森田６５３番１

下呂（県） -2 宮地字辻落４８０番２ほか１筆

下呂（県） -3 東上田字前橋１５４９番１ほか１筆

下呂（県） 5-1 湯之島字道上５４６番１ほか１筆

下呂（県） 7-1 小川字清水１２４９番ほか５筆

金山（県） -1 益田郡金山町金山字平海道２７７９番１

金山（県） -2 菅田桐洞字萬場７２５番２

金山（県） -3 祖師野字六ツ子瀧６９８番１

金山（県） 5-1 金山字檜杓柄２０８１番１１

金山（県） 9-1 東沓部字野首３４９８番１９ほか１０筆

馬瀬（県） -1 益田郡馬瀬村大字惣島字栃尾垣内８２８番

馬瀬（県） 5-1 大字数河字数河垣内４３９番２

丹生川（県） -1 大野郡丹生川村大字町方字平田２３９番２

丹生川（県） -2 大字白井字ヲサ７９番１

丹生川（県） 5-1 大字町方字中田１３９８番１ほか１筆

清見（県） -1 大野郡清見村大字三日町字姥島１１８０番２０

清見（県） -2 大字牧ヶ洞字村垣内１６２６番

清見（県） 5-1 大字三日町字中切１２２６番

荘川（県） -1 大野郡荘川村大字新渕字前田５９８番１０ほか１筆

22,600 23,000 1.8

6,450 6,580 2.0

15,800 16,000 1.3

3,300 3,330 0.9

－ 3,800 －

－ 18,100 －

2,860 2,890 1.0

12,200 12,600 3.3

3,950 4,020 1.8

2,690 2,720 1.1

7,700 7,900 2.6

34,200 35,000 2.3

10,400 10,700 2.9

4,820 4,900 1.7

106,000 109,000 2.8

35,800 36,700 2.5

8,500 8,660 1.9

10,800 11,000 1.9

9,500 9,830 3.5

30,700 31,600 2.9

17,200 17,600 2.3

39,300 39,900 1.5

－ 10,600 －

23,400 24,100 3.0

－ 12,900 －

52,500 54,000 2.9
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

荘川（県） -2 大字一色字川原１６３番１

荘川（県） 5-1 大字牧戸字井ノ上９５番６

白川村（県） -1 大野郡白川村大字鳩谷字北長５４６番

白川村（県） -2 大字荻町字戸ヶ野１４１６番２

白川村（県） 5-1 大字平瀬字下川原３０３番２２

宮（県） -1 大野郡宮村字野添３２４２番３

宮（県） -2 字渡瀬２８１２番１ほか１筆

宮（県） 5-1 字野添３４８２番６ほか１筆

久々野（県） -1 大野郡久々野町大字無数河字江戸６８９番１ほか２筆

久々野（県） -2 大字小屋名字藤口１１８２番１ほか１筆

久々野（県） -3 大字無数河字桐山２４６２番

久々野（県） 5-1 大字久々野字峠１７８２番５ほか３筆

久々野（県） 9-1 大字久々野字南田２１４５番２ほか４筆

朝日（県） -1 大野郡朝日村大字甲字沖野６５０番１

朝日（県） -2 大字西洞字尾崎３９番２

朝日（県） 5-1 大字万石字ごうろう７７９番１

高根（県） -1 大野郡高根村大字中洞字野畑３０６番

高根（県） 5-1 大字上ヶ洞字井ノ口３７２番

古川（県） -1 吉城郡古川町栄２丁目５番１０
「栄２丁目５番１１号」

古川（県） -2 大字杉崎字細江１３０９番３
「杉崎１３０９番３号」

古川（県） -3 大字袈裟丸字寺の下１１０４番１ほか１筆

古川（県） 5-1 金森町１０番４０
「金森町１０番１９号」

古川（県） 9-1 宮城町１０６番ほか１筆
「宮城町１０５番」

国府（県） -1 吉城郡国府町広瀬町字塚腰２５１７番５

国府（県） -2 八日町字神尾戸３５３番

国府（県） -3 名張字国相１５９１番

11,000 11,200 1.8

－ 22,500 －

－ 31,000 －

25,000 25,700 2.8

11,600 11,900 2.6

130,000 133,000 2.3

－ 39,300 －

－ 23,400 －

2,050 2,080 1.5

4,020 4,080 1.5

3,150 3,200 1.6

6,900 7,000 1.4

10,000 10,200 2.0

4,100 4,170 1.7

5,350 5,460 2.1

31,000 31,600 1.9

11,500 11,800 2.6

4,130 4,210 1.9

－ 16,200 －

23,100 23,500 1.7

－ 8,000 －

20,000 20,400 2.0

4,900 5,000 2.0

1,600 1,630 1.9

2,140 2,180 1.9

8,250 8,430 2.2
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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示
前年価格
（円/㎡）

当年価格
（円/㎡）

対 前 年
変 動 率
（％）

国府（県） 5-1 広瀬町字中村９３８番１ほか２筆

国府（県） 9-1 三日町字腰前５２番１ほか１筆

河合（県） -1 吉城郡河合村大字角川字堂前３０４番２

河合（県） -2 大字稲越字川ばた１０６０番１

河合（県） 5-1 大字小無雁字森下１７０番１ほか２筆

宮川（県） -1 吉城郡宮川村大字杉原字家ノ廻り４５９番

宮川（県） -2 大字打保字長おさ１６７番１

宮川（県） 5-1 大字林字道下９番２ほか３筆

神岡（県） -1 吉城郡神岡町山田字川原２２２３番１

神岡（県） -2 江馬町１２番１３

神岡（県） -3 館野町１２番８

神岡（県） 5-1 船津字砂山１３０６番１

神岡（県） 9-1 大字釜崎字下垣内３７２番１ほか１筆

上宝（県） -1 吉城郡上宝村大字本郷字坪ノ内２６０２番

上宝（県） -2 大字栃尾字洞下３３９番１３ほか２筆

上宝（県） 5-1 大字平湯字湯下７２８番ほか２筆

－ 12,900 －

34,700 35,700 2.9

－ 8,000 －

－ 11,000 －

16,300 16,800 3.1

－ 78,000 －

5,070 5,200 2.6

－ 31,000 －

3,190 3,250 1.9

8,330 8,600 3.2

5,000 5,140 2.8

1,600 1,650 3.1

－ 10,000 －

2,290 2,350 2.6

－ 43,000 －

8,720 8,850 1.5

22



林地

基準地番号 基準地の所在及び地番
前年価格
（円/10a）

当年価格
（円/10a）

対 前 年
変 動 率
（％）

岐阜（林）-1 多治見市北小木町字宮下２４７番１

岐阜（林）-2 関市神野字道下２８５２番１

岐阜（林）-3 中津川市中津川字餅穴３８６１番２

岐阜（林）-4 美濃市大字片知字浦山３１６９番４８

岐阜（林）-5 瑞浪市釜戸町字細山３７０６番

岐阜（林）-6 恵那市長島町正家中野永田字鍋山１番３３

岐阜（林）-7 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字尾市洞３０４５番

岐阜（林）-8 土岐市曽木町字町屋２９２９番５

岐阜（林）-9 各務原市各務東町５丁目３２２番

岐阜（林）-10 不破郡垂井町大滝字東谷８２８番１

岐阜（林）-11 不破郡関ヶ原町大字今須字青谷口３６７８番１ほか１筆

岐阜（林）-12 揖斐郡春日村大字川合字尾押又東平４１００番２４ほか１筆

岐阜（林）-13 本巣郡本巣町木知原字長谷９２５番

岐阜（林）-14 本巣郡根尾村水鳥字釜谷６９７番２３ほか１筆

岐阜（林）-15 山県郡高富町大字大桑西雉洞１７６２番１

岐阜（林）-16 山県郡美山町大字神崎字大川平１７３０番ほか３筆

岐阜（林）-17 武儀郡武儀町中之保字板ヶ洞４７７番２

岐阜（林）-18 郡上郡八幡町初音字道勝２３６３番

岐阜（林）-19 郡上郡白鳥町阿多岐字洞垣内２３３２番２７２

岐阜（林）-20 郡上郡高鷲村大字西洞字松ノ木２３８６番２

岐阜（林）-21 郡上郡明方村大字気良字蕨野２０２６番１７４

岐阜（林）-22 加茂郡八百津町久田見字穴洞１０１番４

岐阜（林）-23 加茂郡白川町広野字白草日影６１９番

岐阜（林）-24 加茂郡東白川村越原字東洞２５２番１

岐阜（林）-25 可児郡御嵩町西洞字西向田５９２３番ほか１筆

岐阜（林）-26 恵那郡福岡町田瀬字下田瀬上２２４番

0.0

－ 1,100,000 －

0.0

190,000 190,000 0.0

0.0120,000

228,000 228,000 0.0

80,000 80,000

0.0

110,000 110,000 0.0

120,000

78,000 78,000

99,000 99,000

100,000 100,000 0.0

140,000 140,000 0.0

210,000 210,000 0.0

110,000 110,000 0.0

350,000 350,000 0.0

102,000 102,000 0.0

183,000 183,000 0.0

－ 96,000 －

－ 3,000,000 －

450,000 450,000 0.0

3,100,000 3,180,000 2.6

760,000 760,000 0.0

980,000 980,000 0.0

1,050,000 1,050,000 0.0

250,000 250,000 0.0

－ 350,000 －

1,230,000 1,230,000 0.0

260,000 260,000 0.0
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基準地番号 基準地の所在及び地番
前年価格
（円/10a）

当年価格
（円/10a）

対 前 年
変 動 率
（％）

岐阜（林）-27 恵那郡明智町横通字滝ノ口５５８番１

岐阜（林）-28 益田郡萩原町大ヶ洞字大張１３１４番１３４ほか１筆

岐阜（林）-29 益田郡下呂町森字大平４０３０番

岐阜（林）-30 益田郡金山町金山字奥湯谷１５１０番７５

岐阜（林）-31 大野郡丹生川村字大字爪田字六ロセ７６９番

岐阜（林）-32 大野郡清見村大字夏廐字小谷洞６６７番６

岐阜（林）-33 大野郡荘川村大字三尾河字カリコ谷５３７番１

岐阜（林）-34 大野郡久々野町大字無数河字切手４７７２番１

岐阜（林）-35 大野郡朝日村大字大広字大洞８５６番３

岐阜（林）-36 大野郡高根村大字日和田字大谷洞６番１３

岐阜（林）-37 吉城郡古川町大字信包字水ヶ谷２８８０番５

岐阜（林）-38 吉城郡国府町宮地字赤岩ス２１３５番

岐阜（林）-39 吉城郡神岡町大字小萱字坂山４６１番

岐阜（林）-40 吉城郡上宝村大字荒原字大栃ヶ洞７５７番

275,000 275,000 0.0

120,000 120,000 0.0

150,000 150,000 0.0

140,000 140,000 0.0

120,000 120,000 0.0

110,000 110,000 0.0

100,000 100,000 0.0

209,000 209,000 0.0

55,000 55,000 0.0

55,000 55,000 0.0

144,000 144,000 0.0

130,000 130,000 0.0

75,000 75,000 0.0

60,000 60,000 0.0

24


