
　　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

令和2年 令和3年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    6.1    7.4 札幌厚別－６ 14.3 厚別区厚別中央３条６丁目５番４
札幌南－５ 0.0 南区藤野２条８丁目１８５番１０

仙台市    3.7    3.6 青葉－５ 8.8 青葉区中江１丁目３０１番２６
太白－５ △ 0.9 太白区八木山弥生町９番２４

宇都宮市    0.0    0.3 宇都宮－２４ 2.5 元今泉５丁目７番８
宇都宮－２８ △ 2.1 西の宮１丁目３２６８番５３

さいたま市    0.3 △ 0.1 さいたま岩槻－８ 2.6 岩槻区美園東２丁目３３番９
さいたま見沼－３ △ 1.0 見沼区大字御蔵字大ケ谷戸１３２５番６

川口市    2.2    1.2 川口－３７ 3.3 飯塚１丁目１２０番３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－１ 3.3 中央区登戸４丁目８４番２
若葉－１７ △ 2.7 若葉区中田町２３５７番６６

船橋市 △ 0.1    0.8 船橋－１１ 5.1 本町４丁目１５１９番１
船橋－３３ △ 1.4 松が丘２丁目７４６番５０

東京都区部    1.4    0.5 江東－６ 3.4 江東区有明一丁目１０６番３外
世田谷－２０ △ 2.0 世田谷区岡本三丁目４０８番４

八王子市 △ 0.6 △ 0.2 八王子－１９ 2.3 南大沢二丁目２０６番８
八王子－７２ △ 1.7 上恩方町１００３番３

横浜市 △ 0.4    0.6 西－５ 4.7 西区岡野２丁目８番２２
金沢－１３ △ 2.7 金沢区六浦南３丁目１３９５番５２

川崎市 △ 0.1    0.6 多摩－１ 3.0 多摩区登戸字甲耕地１４９番２
麻生－６ △ 1.8 麻生区高石６丁目４２６番１０

相模原市 △ 0.1    0.3 相模原緑－７ 4.5 緑区橋本１丁目３８１番２５
相模原緑－１４ △ 3.3 緑区牧野字大久和４１８７番

新潟市    0.0    0.1 中央－１４ 2.4 中央区京王１丁目１３６０番７
南－６ △ 2.2 南区味方字一号６８０番１外

静岡市 △ 1.8 △ 0.7 葵－７ 2.2 葵区西草深町１９番７
駿河－１６ △ 4.0 駿河区安居字汐入畑３２７番３外

浜松市 △ 1.2 △ 1.0 中－２１ 1.2 中区上島２丁目１１４９番１
南－１１ △ 5.5 南区西島町字横名６９６番７

名古屋市 △ 0.8    1.3 中－１ 13.2 中区錦１丁目３２４番１
昭和－４ △ 0.7 昭和区高峯町１３３番１７

京都市    0.1 △ 0.1 上京－２ 3.4 上京区中筋通石薬師下る新夷町３７７番１
京都北－７ △ 4.1 北区小野下ノ町７８番３

大阪市    0.3    0.2 港－２ 1.9 港区波除５丁目３番１０
東住吉－３ △ 1.4 東住吉区住道矢田５丁目４３番１

堺市    0.4    0.3 堺西－８ 2.0 西区鳳東町５丁４８７番３３１
堺南－２ △ 1.7 南区晴美台１丁７番３

神戸市    0.2    0.1 灘－４ 5.2 灘区泉通５丁目２番７
長田－２ △ 6.2 長田区高東町１丁目６６番２外

姫路市 △ 1.3 △ 1.2 姫路－４５ 0.8 北條字湯ノ坪４３２番１６
姫路－２３ △ 5.6 夢前町前之庄字椋ヶ本１１２２番５

岡山市    0.3 △ 0.1 北－６ 2.5 北区下中野７１０番１１３
南－８ △ 3.6 南区小串字和田３４５２番外

広島市    0.8    0.7 佐伯－１ 4.9 佐伯区五月が丘３丁目１８番１６
安芸－４ △ 3.1 安芸区船越６丁目１３６９番６

松山市 △ 0.8 △ 0.8 松山－３８ 2.7 持田町４丁目１６８番２
松山－４６ △ 4.1 中島大浦３０３９番２５

北九州市    0.0    0.4 北九州八幡西－２ 4.5 八幡西区光貞台２丁目１６番２
北九州門司－８ △ 2.8 門司区黒川東２丁目１２０９番１３

福岡市    3.5    4.4 福岡中央－３ 12.1 中央区六本松４丁目６１番
福岡西－１７ 0.0 西区大字小田字松尾下１２５３番４

熊本市    0.7    0.8 熊本中央－１６ 5.6 中央区新屋敷１丁目１０番１４外
熊本西－１ △ 1.5 西区中原町字境塘１０７６番３

鹿児島市 △ 0.3 △ 0.3 鹿児島－４０ 4.8 谷山中央１丁目４３１７番２
鹿児島－５８ △ 4.5 桜島白浜町９３５番１



　（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

令和2年 令和3年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市    6.6    4.2 札幌厚別５－１ 9.3 厚別区厚別中央２条５丁目３番８外
札幌南５－３ △ 1.1 南区定山渓温泉西３丁目１３番外

仙台市    6.9    3.7 青葉５－１１ 12.9 青葉区五橋２丁目７３番
青葉５－３ △ 4.7 青葉区一番町４丁目９番４外

宇都宮市    0.2    0.2 宇都宮５－１５ 2.2 東宿郷４丁目２番１５外
宇都宮５－９ △ 0.7 江野町２番１１外

さいたま市    1.7 △ 0.1 さいたま大宮５－２ 0.4 大宮区東町２丁目１３６番４
さいたま浦和５－４ △ 1.0 浦和区高砂２丁目１５０番５外

川口市    2.1    0.3 川口５－２ 1.0 川口４丁目９６番６外
川口５－１ 0.0 栄町３丁目６６番３

千葉市    2.3    0.5 中央５－１３ 3.8 中央区富士見２丁目２番３
中央５－４ 0.0 中央区院内１丁目１２番８

船橋市    3.1    0.9 船橋５－８ 3.5 西船４丁目２８７番３
船橋５－５ 0.0 習志野台２丁目４９番１９

東京都区部    1.8 △ 0.3 大田５－１４ 3.3 大田区池上六丁目７３番１０外
新宿５－１ △10.1 新宿区歌舞伎町一丁目１８番１１外

八王子市 △ 1.0 △ 0.3 八王子５－３ 0.0 子安町四丁目９５番３
八王子５－９ △ 0.9 めじろ台四丁目１番３外

横浜市    0.9    1.8 西５－２ 9.1 西区高島２丁目２２番８
中５－８ △ 6.9 中区山下町１５４番６外

川崎市    1.1    1.4 川崎５－１ 3.2 川崎区駅前本町３番６外
幸５－１ 0.0 幸区南加瀬３丁目２２１８番７外

相模原市 △ 0.8    0.2 相模原緑５－１ 4.1 緑区橋本２丁目３４１番４
相模原緑５－４ △ 4.9 緑区与瀬字稲原４１１番２外

新潟市 △ 0.6    0.2 中央５－１２ 4.5 中央区弁天２丁目１７９０番６
中央５－１ △ 3.3 中央区西堀前通８番町１５２６番２

静岡市 △ 1.7 △ 0.3 葵５－６ 4.5 葵区鷹匠１丁目４番４
清水５－２ △ 3.8 清水区銀座２８９番

浜松市 △ 1.2 △ 1.0 東５－２ 1.6 東区和田町字中島７９３番２
北５－３ △ 3.6 北区三ヶ日町三ヶ日字汐田９１４番４５

名古屋市 △ 1.5    3.2 中５－１２ 11.5 中区錦２丁目１９０１番
緑５－４ △ 1.2 緑区ほら貝１丁目７８番２

京都市    1.4 △ 0.4 下京５－８ 5.1 下京区大宮通四条下る四条大宮町１９番ほか１筆
伏見５－１ △10.6 伏見区深草稲荷御前町８９番

大阪市    2.6 △ 2.0 都島５－１ 0.0 都島区東野田町５丁目２３７番３
中央５－３ △18.5 中央区宗右衛門町４６番１外

堺市    1.2    0.9 堺堺５－５ 5.0 堺区向陵中町２丁８６番
堺東５－１ △ 1.5 東区丈六１８５番３

神戸市    1.3 △ 1.1 灘５－１ 2.4 灘区友田町２丁目７番２３
中央５－２ △ 8.6 中央区北長狭通３丁目１番１８外

姫路市 △ 0.4 △ 0.8 姫路５－１ 0.0 白銀町４３番外
姫路５－６ △ 4.6 魚町３５番

岡山市    1.1    0.3 北５－２ 3.3 北区錦町６番１０１外
北５－１８ △ 1.7 北区御津金川字高溝下３００番１０外

広島市    2.8    1.7 東５－３ 6.3 東区二葉の里３丁目３番２
佐伯５－３ △ 2.8 佐伯区湯来町大字多田字湯来２５７５番２

松山市 △ 0.2 △ 0.5 松山５－１９ 0.9 宮田町１８６番４外３筆
松山５－２５ △ 3.1 中島大浦３０７５番１７

北九州市    0.3    0.9 北九州小倉北５－５ 6.0 小倉北区魚町１丁目９０番２外
北九州若松５－１ △ 2.0 若松区白山１丁目５番４外

福岡市    7.5    7.7 福岡博多５－８ 15.8 博多区綱場町１６３番２外
福岡博多５－６ △ 2.1 博多区中洲４丁目３３番１外

熊本市    2.1    0.6 熊本西５－３ 5.8 西区春日２丁目７１８番５
熊本中央５－２ △ 5.2 中央区安政町２番１４

鹿児島市    0.1 △ 0.2 鹿児島５－１２ 3.9 中央町２４番２５
鹿児島５－５ △ 5.9 山之口町８番４０


