
　　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30年 令和元年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    3.9    6.1 札幌中央－５    14.2 中央区宮ヶ丘２丁目４７４番８６
札幌南－９ △ 1.1 南区川沿１２条５丁目１８７６番１８３０

仙台市    5.7    6.0 青葉－２    12.9 青葉区上杉５丁目３７８番６外
太白－５    0.0 太白区八木山弥生町９番２４

宇都宮市    0.2    0.4 宇都宮－６２    3.7 元今泉７丁目１７番４
宇都宮－２８ △ 1.5 西の宮１丁目３２６８番５３

さいたま市    1.6    1.9 さいたま浦和－２    6.3 浦和区岸町３丁目１３１番１
さいたま岩槻－４ △ 0.4 岩槻区城南１丁目４５１番２外

川口市    1.4    3.9 川口－３４    9.1 並木元町５５番４
川口－２３    0.7 大字安行慈林字上村中７８８番３３

千葉市    0.7    0.8 稲毛－１１    4.5 稲毛区稲毛台町２５４番
若葉－１ △ 4.8 若葉区大宮台４丁目３４６０番３１

船橋市    0.7    1.2 船橋－１１    5.9 本町４丁目１５１９番１
船橋－１０ △ 1.3 咲が丘２丁目６５０番４５

東京都区部    4.3    4.6 豊島－７    10.9 豊島区高田一丁目３４３番５
世田谷－３７    0.7 世田谷区給田四丁目１７７番２

八王子市    0.2    0.3 八王子－５３    2.0 初沢町１２９３番１
八王子－７２ △ 1.7 上恩方町１００３番３

横浜市    1.1    1.1 中－６    6.8 中区山手町２４７番６
金沢－１４ △ 3.6 金沢区釜利谷東５丁目２７２８番

川崎市    1.7    1.7 多摩－１１    6.5 多摩区登戸字辛耕地３１２２番１
麻生－２ △ 1.1 麻生区王禅寺東５丁目１９７番２３

相模原市    0.7    1.0 相模原緑－７    8.5 緑区橋本１丁目３８１番２５
相模原緑－５ △ 3.3 緑区寸沢嵐字関口３１３６番１４

新潟市    0.4    0.6 中央－１    5.9 中央区水道町２丁目８０８番１７
南－６ △ 2.1 南区味方字一号６８０番１外

静岡市 △ 0.8 △ 0.8 葵－７    2.7 葵区西草深町１９番７
清水－２ △ 6.9 清水区三保字羽衣脇４１３９番２

浜松市 △ 0.6 △ 0.3 中－１１    3.1 中区山手町４８９９番６外
南－１１ △ 5.9 南区西島町字横名６９６番７

名古屋市    1.6    2.1 中－１    25.4 中区錦１丁目３２４番１
港－２ △ 0.9 港区秋葉１丁目１３０番１０７

京都市    2.0    2.0 上京－２    13.8 上京区中筋通石薬師下る新夷町３７７番１
京都北－７ △ 3.2 北区小野下ノ町７８番３

大阪市    0.6    1.0 福島－３    7.1 福島区鷺洲５丁目６番４１
東住吉－３ △ 1.4 東住吉区住道矢田５丁目４３番１

堺市    1.1    1.6 堺北－３    6.1 北区長曽根町１６３８番１０
堺南－２ △ 1.9 南区晴美台１丁７番３

神戸市    0.5    0.7 灘－３    8.3 灘区灘南通３丁目１７番３
長田－２ △ 6.7 長田区高東町１丁目６６番２外

姫路市 △ 1.7 △ 1.2 姫路－５７    2.5 東延末１丁目８９番２
姫路－１０ △ 6.3 夢前町莇野字四辻３３２番４

岡山市    0.4    0.6 北－６    5.4 北区下中野７１０番１１３
南－８ △ 3.3 南区小串字和田３４５２番外

広島市    2.0    2.2 中－４    13.1 中区白島中町８番３外
安佐北－７ △ 3.2 安佐北区白木町大字秋山字堀越２３１４番１

松山市 △ 0.8 △ 0.6 松山－３８    3.3 持田町４丁目１６８番２
松山－４６ △ 3.8 中島大浦３０３９番２５

北九州市    0.1    0.4 北九州八幡西－１８    3.9 八幡西区本城学研台１丁目７番１１７
北九州八幡東－９ △ 3.6 八幡東区河内１丁目２６１０番１７

福岡市    4.4    5.3 福岡東－１０    11.7 東区千早１丁目２７５２番２２７
福岡早良－２０ △ 0.4 早良区西入部２丁目１２６番１

熊本市    1.2    1.3 熊本中央－１５    6.5 中央区大江４丁目１３番１２
熊本西－１ △ 1.5 西区中原町字境塘１０７６番３

鹿児島市 △ 0.5    0.2 鹿児島－２    3.1 吉野町３３５５番２２６外
鹿児島－６１ △ 4.2 喜入生見町１３８１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30年 令和元年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    10.0    11.0 札幌中央５－５    21.7 中央区南２条西５丁目２６番１７
札幌西５－４    1.9 西区西野２条３丁目６５番５

仙台市    9.9    10.5 宮城野５－２    17.2 宮城野区榴岡３丁目４番７
宮城野５－６    0.9 宮城野区中野３丁目２番１７外

宇都宮市    0.6    0.7 宇都宮５－１５    2.7 東宿郷４丁目２番１５外
宇都宮５－５    0.0 双葉２丁目４３８番３１

さいたま市    4.0    4.5 さいたま大宮５－３    10.0 大宮区桜木町２丁目４番９
さいたま岩槻５－１    0.0 岩槻区西町１丁目４５９５番１番外

川口市    2.2    4.5 川口５－１    9.5 栄町３丁目６６番３
川口５－５    2.0 東川口２丁目１番３２外

千葉市    2.4    3.6 中央５－１３    14.1 中央区富士見２丁目２番３
緑５－１    0.0 緑区誉田町２丁目２４番１０８外

船橋市    3.2    6.3 船橋５－４    18.1 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    7.2    8.4 台東５－１    34.5 台東区浅草一丁目１７番９
江戸川５－９    2.8 江戸川区篠崎町四丁目２５４番４７外

八王子市    0.8    0.9 八王子５－１    2.5 明神町三丁目５４７番４
八王子５－９    0.0 めじろ台四丁目１番３外

横浜市    3.3    3.8 神奈川５－８    25.3 神奈川区鶴屋町２丁目１６番６
磯子５－２    0.0 磯子区滝頭２丁目３６４番１２

川崎市    4.2    4.8 中原５－３    12.5 中原区新丸子東２丁目９０７番１４
幸５－２    1.2 幸区古市場１丁目２９番１２

相模原市    1.0    1.4 相模原緑５－１    13.3 緑区橋本２丁目３４１番４
相模原緑５－３ △ 2.4 緑区三ケ木字桜木３１２番１

新潟市    0.8    1.0 中央５－１２    5.2 中央区弁天２丁目１７９０番６
西蒲５－１ △ 1.9 西蒲区巻字中江甲２５２５番２外

静岡市    0.7    0.7 葵５－６    5.3 葵区鷹匠１丁目４番４
駿河５－８ △ 3.6 駿河区下川原６丁目２６番３

浜松市    0.9    1.5 中５－６    7.4 中区中央２丁目１１０番１８
西５－１ △ 3.9 西区舞阪町舞阪字仲町１９７６番１

名古屋市    6.5    7.5 中５－１４    27.3 中区富士見町５１２番
港５－４ △1.8 港区稲永５丁目８０４番

京都市    12.5    11.5 東山５－１    41.9 東山区四条通大和大路東入祇園町北側２７７番
右京５－２    1.2 右京区太秦帷子ケ辻町１１番４８

大阪市    8.4    13.1 中央５－３    45.2 中央区宗右衛門町４６番１外
旭５－２ △0.7 旭区森小路２丁目１７番４外

堺市    5.6    5.9 堺堺５－５    14.0 堺区向陵中町２丁８６番
堺堺５－６    0.0 堺区出島町２丁１６１番４３

神戸市    5.7    5.5 中央５－１１    19.1 中央区三宮町１丁目７番３５
東灘５－３    0.0 東灘区甲南町３丁目３４０番５外

姫路市    0.1    1.1 姫路５－１    10.7 白銀町４３番外
姫路５－３ △ 1.7 安富町安志字龍宮１１２７番４外

岡山市    1.9    2.1 北５－２    9.0 北区錦町６番１０１外
東５－３ △ 1.6 東区瀬戸町万富字大王寺３３２番６

広島市    4.8    5.7 中５－１    16.6 中区幟町１４番８外
安芸５－２ △ 2.9 安芸区阿戸町字長戸路２６０７番８

松山市    0.0    0.3 松山５－４    2.3 二番町３丁目７番１７
松山５－２５ △ 3.4 中島大浦３０７５番１７

北九州市    1.1    1.4 北九州小倉北５－５    10.3 小倉北区魚町１丁目９０番２ほか３筆
北九州若松５－４ △ 2.6 若松区中川町３７番４ほか１筆

福岡市    11.1    12.8 福岡中央５－４    25.2 中央区天神４丁目４１番ほか１筆
福岡西５－３    2.4 西区石丸４丁目２６３番１ほか２筆

熊本市    5.9    5.9 熊本中央５－１５    22.2 中央区新市街４番５
熊本南５－１ △ 1.2 南区砂原町字堂ノ前８３番２

鹿児島市    0.9    1.3 鹿児島５－１２    9.7 中央町２４番２５
鹿児島５－２５ △ 2.3 桜島横山町６０番３

　　　　　　　　　　            


