
　　９.　東京都区部及び人口５０万以上の市の対前年平均変動率

（住宅地） （変動率：％）

都市名
　　　平均変動率

各都市の上段は変動率最上位の基準地
        下段は変動率最下位の基準地

平成28年 平成29年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    2.1    2.1 札幌中央－５    7.7 中央区宮ヶ丘２丁目４７４番８６
札幌北－９ △ 2.7 北区西茨戸２条１丁目１番３６９

仙台市    4.5    5.2 若林－８    11.3 若林区東八番丁１９７番２
仙台泉－１０    0.0 泉区住吉台西１丁目７番１０

宇都宮市 △ 0.2    0.0 宇都宮－６２    4.0 元今泉７丁目１７番４
宇都宮－５６ △ 1.6 上小倉町字西河原９４１番１

さいたま市    0.9    1.1 さいたま南－２    4.1 南区鹿手袋４丁目５３７番２
さいたま桜－５ △ 0.3 桜区大字塚本字東耕地１６番２

川口市    0.5    0.7 川口－３２    4.9 本町４丁目１４２番８外
川口－１    0.0 大字安行吉岡字天沼１３２４番８

千葉市    0.2    0.4 中央－１３    4.5 中央区春日２丁目１１番９
若葉－１ △ 4.0 若葉区大宮台４丁目３４６０番３１

船橋市    0.6    0.4 船橋－３１    2.9 前原西２丁目２６５番６
船橋－１０ △ 1.3 咲が丘２丁目６５０番４５

東京都区部    2.7    3.3 荒川－１    6.3 荒川区南千住八丁目２０番３９
練馬－２７    0.4 練馬区土支田三丁目１１６９番５

八王子市    0.2    0.2 八王子－５１    1.9 越野２６番１３
八王子－２３ △ 1.5 叶谷町８６７番３外

横浜市    0.9    0.9 中－６    6.6 中区山手町２４７番６
金沢－１４ △ 4.2 金沢区釜利谷東５丁目２７２８番

川崎市    0.9    1.1 多摩－１    5.7 多摩区登戸字甲耕地１４９番２
宮前－６ △ 1.2 宮前区五所塚２丁目８番３

相模原市    0.1    0.4 相模原緑－７    6.8 緑区橋本１丁目３８１番２５
相模原緑－５ △ 4.1 緑区寸沢嵐字関口３１３６番１４

新潟市 △ 0.4 △ 0.2 秋葉－９    5.2 秋葉区さつき野１丁目３４１番６９
西蒲－７ △ 2.8 西蒲区間瀬字新村４３６６番

静岡市 △ 0.4 △ 0.7 駿河－１２    1.6 駿河区池田字峰田坪１１７４番２４
清水－１６ △ 4.7 清水区蒲原神沢字本村１３０番１外

浜松市 △ 0.9 △ 0.9 中－１１    2.7 中区山手町４８９９番６外
南－１ △ 5.8 南区中田島町字浜新田１５３５番

名古屋市    1.4    1.4 中－１    6.5 中区錦１丁目３２４番１
港－１ △ 2.6 港区宝神５丁目２４０３番

京都市    0.6    1.0 上京－３    9.9 上京区室町通下立売上る勘解由小路町１５６番
山科－３ △ 3.9 山科区上花山坂尻５番５

大阪市    0.5    0.5 北－１    8.3 北区長柄中１丁目３番１５
東住吉－３ △ 1.3 東住吉区住道矢田５丁目４３番１

堺市    0.3    0.7 堺北－１    5.5 北区百舌鳥梅町１丁１７番６
堺堺－６ △ 1.4 堺区出島海岸通２丁１８３番外

神戸市    0.5    0.5 灘－４    7.1 灘区泉通５丁目２番７
長田－２ △ 4.1 長田区高東町１丁目６６番２外

姫路市 △ 2.2 △ 2.0 姫路－５５    1.5 新在家中の町３３５番６
姫路－２１ △ 10.3 家島町真浦字小川１２５９番２

岡山市 △ 0.1    0.2 中－１    5.1 中区門田屋敷１丁目１６７番２外
南－８ △ 2.5 南区小串字和田３４５２番外

広島市    1.3    1.3 東－１    9.6 東区牛田本町５丁目１４６０番１
安佐北－１ △ 3.2 安佐北区亀山６丁目４０６番２５

松山市 △ 1.8 △ 1.5 松山－３８    3.0 持田町４丁目１６８番２
松山－３５ △ 5.8 高浜町１丁目乙６０番３８７

北九州市 △ 0.4    0.0 北九州戸畑－３    3.4 戸畑区天神１丁目１２０番２
北九州八幡東－９ △ 3.9 八幡東区河内１丁目２６１０番１７

福岡市    2.9    3.3 福岡城南－１３    13.2 城南区鳥飼７丁目１番７
福岡西－１５ △ 1.1 西区大字千里字帰リ丁２０３番３

熊本市    0.1    0.8 熊本中央－８    3.6 中央区新大江２丁目５番４外
熊本南－１４ △ 1.8 南区富合町釈迦堂字下廻渕４２２番

鹿児島市 △ 1.5 △ 1.0 鹿児島－２    2.2 吉野町３３５５番２２６外
鹿児島－５９ △ 5.0 喜入瀬々串町３４７６番外



　（商業地） （変動率：％）

都　市　名
　　　平均変動率

各都市の上段は変動率最上位の基準地
        下段は変動率最下位の基準地

平成28年 平成29年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    7.3    8.7 札幌中央５－９    20.6 中央区南２条西５丁目２６番１７
札幌南５－３    0.0 南区定山渓温泉西３丁目１３番外

仙台市    7.6    8.7 宮城野５－１    18.3 宮城野区榴岡１丁目２番１外
宮城野５－６    1.6 宮城野区中野３丁目２番１７外

宇都宮市 △ 0.1    0.3 宇都宮５－１５    1.6 東宿郷４丁目２番１５外
宇都宮５－２０ △ 0.5 下岡本町字釜井台４２６４番１

さいたま市    2.4    2.8 さいたま浦和５－５    6.5 浦和区仲町１丁目９７番１
さいたま北５－１    0.0 北区日進町２丁目７８９番３

川口市    1.4    0.5 川口５－２    1.8 川口４丁目９６番６外
川口５－３    0.0 西川口１丁目１６番１７

千葉市    1.2    1.9 中央５－３    4.5 中央区新町３番３
中央５－２    0.0 中央区村田町８１５番３

船橋市    2.0    3.0 船橋５－４    5.9 本町４丁目１２４１番７
船橋５－６    0.0 二和東６丁目１２４番６外

東京都区部    4.9    5.9 中央５－１４    21.8 中央区銀座六丁目４番１３外
練馬５－２    1.0 練馬区大泉学園町一丁目２２０７番２１外

八王子市    0.7    0.6 八王子５－１    2.6 明神町三丁目５４７番４
八王子５－５    0.0 元横山町三丁目３６１番２７

横浜市    2.5    2.7 西５－９    13.9 西区南幸１丁目３番１
磯子５－２    0.0 磯子区滝頭２丁目３６４番１２

川崎市    2.8    3.2 中原５－３    8.4 中原区新丸子東２丁目９０７番１４
幸５－２    0.6 幸区古市場１丁目２９番１２

相模原市    0.6    0.7 相模原緑５－１    12.9 緑区橋本２丁目３４１番４
相模原緑５－４ △ 2.3 緑区与瀬字稲原４１１番２外

新潟市 △ 0.6    0.0 中央５－１２    4.3 中央区弁天２丁目１７９０番６
北５－１ △ 2.4 北区松浜本町２丁目３２２８番６外

静岡市    1.0    0.9 葵５－６    5.4 葵区鷹匠１丁目４番４
駿河５－８ △ 3.0 駿河区下川原６丁目２６番３

浜松市    0.1    0.2 中５－６    4.9 中区中央２丁目１１０番１８
西５－１ △ 6.3 西区舞阪町舞阪字仲町１９７６番１

名古屋市    5.3    5.3 中村５－９    28.8 中村区名駅３丁目２６０５番
港５－４ △5.0 港区稲永５丁目８０４番

京都市    6.5    10.3 伏見５－１    29.6 伏見区深草稲荷御前町８９番
東山５－２    0.0 東山区今熊野椥ノ森町２４番８

大阪市    8.0    8.0 中央５－３    29.1 中央区宗右衛門町４６番１外
生野５－１ △1.5 生野区生野西４丁目７６番８

堺市    0.8    3.0 堺堺５－３    6.7 堺区大町西１丁７番外
堺西５－１ △ 0.7 西区浜寺石津町西３丁６７番１２

神戸市    3.6    4.2 中央５－１    15.6 中央区加納町４丁目１０番３２
東灘５－３    0.0 東灘区甲南町３丁目３４０番５外

姫路市 △ 0.4 △ 0.4 姫路５－１    4.2 白銀町４３番外
姫路５－９ △ 3.8 香寺町中屋字水ハシリ２３番４外

岡山市    1.1    1.8 北５－２    5.9 北区錦町６番１０１外
南５－２ △ 1.4 南区西紅陽台２丁目５８番５５０

広島市    3.9    3.8 東５－３    10.3 東区二葉の里３丁目３番２
安芸５－２ △ 2.7 安芸区阿戸町字長戸路２６０７番８

松山市 △ 1.0 △ 0.7 松山５－４    2.4 二番町３丁目７番１７
松山５－２５ △ 5.7 中島大浦３０７５番１７

北九州市 △ 0.4    0.7 北九州小倉北５－５    5.4 小倉北区魚町１丁目９０番２ほか３筆
北九州若松５－５ △ 3.1 若松区本町３丁目６４０番１

福岡市    7.3    9.6 福岡博多５－１０    23.3 博多区冷泉町２０６番
福岡東５－５ △ 0.2 東区西戸崎３丁目９２番１７７

熊本市    0.3    2.6 熊本中央５－１４    15.0 中央区下通１丁目３番３
熊本南５－５ △ 1.5 南区富合町古閑字四反田９５６番１外

鹿児島市 △ 0.6    0.3 鹿児島５－２２    2.3 与次郎１丁目２２９５番２８６外
鹿児島５－２５ △ 2.2 桜島横山町６０番３

　　　　　　　　　　            
（注）  平成28年変動率は、市町村合併前の旧市町村の平成28年調査の地点から再集計したもの。


