
　　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25年 平成26年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    0.5    0.7 札幌中央－７    6.0 中央区北４条西２６丁目３７５番１７
札幌南－１３ △ 2.7 南区中ノ沢１８１２番９６３

仙台市    2.7    4.2 仙台泉－９    10.3 泉区寺岡１丁目１８番２６
若林－９    0.0 若林区今泉字小在家９番外

宇都宮市 △ 2.3 △ 1.2 宇都宮－２４    1.0 元今泉５丁目７番８
宇都宮－５４ △ 4.1 下小倉町字西河原４５４２番２１

さいたま市    0.3    1.1 さいたま南－２    4.1 南区鹿手袋４丁目５３７番２
さいたま岩槻－７ △ 0.3 岩槻区大字平林寺字東７９３番３外

川口市    0.2    0.1 川口－５    0.7 西青木２丁目８番１９
川口－１    0.0 大字安行吉岡字天沼１３２４番８

千葉市 △ 0.3    0.2 花見川－４    3.0 花見川区検見川町３丁目３１２番２
美浜－３ △ 2.9 美浜区稲毛海岸４丁目１番４９６

船橋市    1.1    1.5 船橋－３１    4.4 前原西２丁目２６５番６
船橋－９    0.0 高野台４丁目６８６番１７２

東京都区部    0.5    1.9 中央－２    10.8 中央区月島三丁目２５０３番
北－５    0.0 北区西が丘一丁目１２４番２

八王子市    0.0    0.4 八王子－４６    2.7 子安町一丁目５５２番９
八王子－７１ △ 0.9 高月町１２３７番５

横浜市    1.1    1.7 港南－６    4.5 港南区港南台４丁目１４番３
南－１    0.0 南区永田台７１４番９０外

川崎市    1.4    1.5 高津－１３    5.6 高津区諏訪１丁目３９１番４
多摩－２    0.0 多摩区菅馬場３丁目６番１５

相模原市    0.1    0.3 相模原緑－７    2.2 緑区橋本１丁目３８１番２５
相模原緑－１４ △ 1.3 緑区牧野字大久和４１８７番

新潟市 △ 1.1 △ 0.8 東－９    1.6 東区海老ケ瀬字新堀北１０８７番１０外
秋葉－１０ △ 3.8 秋葉区矢代田字三沢３８４０番５外

静岡市 △ 0.7 △ 0.4 駿河－４    3.6 駿河区馬淵３丁目３９６番２
清水－７ △ 6.9 清水区折戸４丁目５９８番１３

浜松市 △ 1.1 △ 0.8 中－１１    5.2 中区山手町４８９９番６外
南－１ △ 8.9 南区中田島町字浜新田１５３５番

名古屋市    1.8    2.4 東－３    7.2 東区橦木町３丁目４番
港－３ △ 0.9 港区川間町１丁目１６８番

京都市 △ 0.6    0.2 左京－１０    4.4 左京区下鴨夜光町８番４
山科－２ △ 3.3 山科区御陵封ジ山町２番６５

大阪市 △ 0.2    0.4 福島－４    4.7 福島区鷺洲５丁目６番４１
東住吉－３ △ 1.9 東住吉区住道矢田５丁目４３番１

堺市 △ 0.1    0.4 堺北－３    2.9 北区新金岡町４丁７番６８
堺中－６ △ 0.9 中区深井中町１８７４番３

東大阪市 △ 0.4 △ 0.3 東大阪－８    0.9 菱屋西３丁目３０７番２６外
東大阪－１４ △ 1.5 善根寺町１丁目５９２番４２

神戸市    0.2    1.0 灘－３    5.8 灘区灘南通３丁目１７番３
長田－７ △ 3.1 長田区西山町４丁目７番

姫路市 △ 2.2 △ 2.0 姫路－５５    3.3 新在家中の町３３５番６
姫路－２１ △ 9.1 家島町真浦字小川１２５９番２

岡山市 △ 1.1 △ 0.5 北－６    3.5 北区下中野７１０番１１３
東－５ △ 3.2 東区鉄３０８番５外

広島市 △ 1.7 △ 0.8 東－８    3.8 東区曙４丁目４５番１６
安芸－８ △ 7.8 安芸区阿戸町字旭浦１６０６番２２

松山市 △ 2.2 △ 2.0 松山－５    0.0 道後町２丁目７０７番３
松山－４７ △ 5.6 饒甲４０７番

北九州市 △ 1.6 △ 1.2 北九州八幡西－８    1.0 八幡西区星ケ丘３丁目１７番１１８
北九州八幡東－９ △ 4.3 八幡東区河内１丁目２６１０番１７

福岡市    0.7    1.8 福岡早良－１１    5.8 早良区南庄６丁目１１６番ほか１筆
福岡早良－２０ △ 2.0 早良区西入部２丁目１２６番１

熊本市 △ 0.2    0.4 熊本中央－８    3.5 中央区新大江２丁目５番４外
熊本西－８ △ 4.1 西区花園３丁目１００番３

鹿児島市 △ 2.2 △ 2.1 鹿児島－１３    0.0 武１丁目２２番５
鹿児島－６０ △ 6.5 喜入中名町２５９２番



　（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25年 平成26年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    1.4    1.0 札幌北５－２    4.3 北区北７条西２丁目６番
札幌南５－３ △ 3.1 南区定山渓温泉西３丁目１３番外

仙台市    2.1    4.0 宮城野５－１    12.2 宮城野区榴岡１丁目２番１外
太白５－６    0.0 太白区八木山香澄町１番３８外

宇都宮市 △ 2.9 △ 1.5 宇都宮５－２１    0.6 下栗町２９３８番６
宇都宮５－９ △ 4.2 江野町２番１１外

さいたま市    0.5    2.2 さいたま大宮５－３    5.5 大宮区桜木町２丁目４番９
さいたま岩槻５－２ △ 0.3 岩槻区原町１４９２番１外

川口市    0.4 △ 0.1 川口５－１    0.0 栄町３丁目５３番６
川口５－５ △ 0.3 東川口２丁目１番３２外

千葉市 △ 0.3    0.3 稲毛５－３    1.6 稲毛区小仲台２丁目５番１７
中央５－１３ △ 1.3 中央区富士見２丁目２番１外

船橋市    1.5    1.6 船橋５－４    2.3 本町４丁目１２４１番７
船橋５－６    0.0 二和東６丁目１１９番１０外

東京都区部    0.8    3.2 中央５－１４    12.1 中央区銀座六丁目４番１３外
新宿５－１１    0.0 新宿区百人町一丁目１９３番５

八王子市 △ 0.4    0.4 八王子５－１    2.2 明神町三丁目５４７番４
八王子５－５    0.0 新町４３番５

横浜市    1.8    2.2 中５－８    7.3 中区山下町１５４番６外
戸塚５－４    0.0 戸塚区原宿４丁目２０６番８外

川崎市    2.9    3.1 中原５－３    13.3 中原区新丸子東２丁目９０７番１４
麻生５－１    0.3 麻生区上麻生５丁目９９７番１外

相模原市 △ 0.2    0.2 相模原緑５－１    2.9 緑区橋本２丁目３４１番４
相模原緑５－４ △ 1.9 緑区与瀬字稲原４１１番２外

新潟市 △ 1.7 △ 1.3 中央５－４    1.4 中央区花園１丁目３７番
江南５－１ △ 4.0 江南区亀田本町２丁目４９３番乙

静岡市 △ 0.3    0.7 駿河５－２    4.1 駿河区石田１丁目２０番１
清水５－１ △ 2.9 清水区万世町２丁目１２番

浜松市 △ 0.4 △ 0.5 中５－１３    3.5 中区新津町字下組６９５番外
西５－１ △ 7.0 西区舞阪町舞阪字仲町１９７６番１

名古屋市    1.7    3.1 中村５－１    10.6 中村区名駅４丁目６０２番外
北５－２ △0.8 北区西味鋺２丁目１４０番

京都市    0.8    2.1 中京５－８    7.7 中京区蛸薬師通東洞院東入泉正寺町３２２番
山科５－１ △ 1.4 山科区音羽前田町４５番１ほか２筆

大阪市    2.2    3.9 北５－１１    11.9 北区大淀南１丁目９番６
此花５－１ △3.2 此花区春日出北２丁目４番４

堺市 △ 0.8    0.3 堺堺５－５    5.3 堺区向陵中町２丁８６番
堺西５－１ △ 1.4 西区浜寺石津町西３丁６７番１２

東大阪市    0.0    0.0 東大阪５－１    0.0 小阪２丁目１４５番４
東大阪５－８ △ 0.4 菱屋西１丁目３８番１３３外

神戸市    0.1    1.5 東灘５－５    3.9 東灘区森南町１丁目４８０番
長田５－３ △ 1.0 長田区腕塚町７丁目４番２外

姫路市 △ 2.2 △ 1.7 姫路５－１７    1.6 忍町８８番外
姫路５－２４ △ 9.0 家島町真浦字片山２３４４番外

岡山市 △ 1.1    0.2 北５－２    6.2 北区錦町６番１０１外
北５－４ △ 2.6 北区表町２丁目２番１１３

広島市 △ 0.7    1.3 東５－２    10.1 東区若草町１０８５番
佐伯５－３ △ 2.9 佐伯区湯来町大字多田字湯来２５７５番２

松山市 △ 2.6 △ 1.9 松山５－４    0.0 二番町３丁目７番１７
松山５－２５ △ 5.5 中島大浦３０７５番１７

北九州市 △ 2.5 △ 1.8 北九州小倉北５－９    2.2 小倉北区大手町１３番４
北九州八幡西５－１ △ 4.3 八幡西区西神原町７番１２

福岡市    2.3    3.4 福岡早良５－３    10.2 早良区西新３丁目２１２番４２ほか１筆
福岡南５－３ △ 1.0 南区柏原１丁目６８４番７

熊本市 △ 1.2 △ 0.3 熊本中央５－１７    2.3 中央区大江１丁目１０番１８
熊本北５－２ △ 3.4 北区西梶尾町字壱町畑４７５番２

鹿児島市 △ 2.2 △ 1.7 鹿児島５－１２    0.0 中央町２４番２５
鹿児島５－９ △ 4.8 上谷口町１００７番３

　　　　　　　　　　            
（注）  平成25年変動率は、市町村合併前の旧市町村の平成25年調査の地点から再集計したもの。


