
　　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3年 令和4年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市 7.4 11.8 札幌清田－２ 19.0 清田区里塚緑ケ丘１１丁目１０２番２７２
札幌南－６ 0.0 南区定山渓温泉西１丁目２０番

仙台市 3.6 5.9 青葉－１３ 12.6 青葉区高野原３丁目３番２１
太白－５ 0.0 太白区八木山弥生町９番２４

宇都宮市 0.3 0.5 宇都宮－２４ 3.3 元今泉５丁目７番８
宇都宮－２８ △ 1.9 西の宮１丁目３２６８番５３

さいたま市 △ 0.1 2.2 さいたま浦和－２ 6.7 浦和区岸町３丁目１３１番１
さいたま桜－５ △ 0.7 桜区大字塚本字東耕地１６番２

川口市 1.2 2.4 川口－１２ 3.9 飯原町２３９番２
川口－１ 0.0 大字安行吉岡字天沼１３２４番８

千葉市 0.4 1.5 中央－２５ 3.9 中央区本町２丁目８番１６
稲毛－１４ △ 1.6 稲毛区山王町７２番９

船橋市 0.8 2.0 船橋－１１ 5.5 本町４丁目１５１９番１
船橋－９ 0.0 高野台４丁目６８６番１７２

東京都区部 0.5 2.2 中野－１１ 5.6 中野区新井二丁目４８番２７
世田谷－３４ 0.2 世田谷区千歳台二丁目８５４番６

八王子市 △ 0.2 0.5 八王子－４８ 2.4 大和田町四丁目１８２７番５
八王子－７２ △ 1.8 上恩方町１００３番３

横浜市 0.6 1.3 保土ケ谷－１０ 5.2 保土ケ谷区常盤台２９１番３８
戸塚－２ △ 0.7 戸塚区下倉田町字雪下１７５６番１３６

川崎市 0.6 1.3 川崎－７ 4.7 川崎区貝塚２丁目４番１８
麻生－１３ △ 0.9 麻生区片平字富士塚１６７３番１４

相模原市 0.3 1.1 相模原緑－２ 5.3 緑区西橋本２丁目６０１番１１
相模原緑－１４ △ 2.8 緑区牧野字大久和４１８７番

新潟市 0.1 0.4 中央－６ 4.0 中央区上所上２丁目５６６番７
南－１ △ 1.8 南区白根日の出町４５１番１２

静岡市 △ 0.7 △ 0.3 葵－７ 4.3 葵区西草深町１９番７
駿河－１６ △ 4.2 駿河区安居字汐入畑３２７番３外

浜松市 △ 1.0 △ 0.5 中－２１ 2.0 中区上島２丁目１１４９番１
南－１１ △ 5.0 南区西島町字横名６９６番７

名古屋市 1.3 3.1 中－１ 16.7 中区錦１丁目３２４番１
昭和－１ 0.0 昭和区南山町２３番１２外

京都市 △ 0.1 0.6 西京－９ 3.4 西京区川島梅園町３９番
左京－５ △ 3.7 左京区八瀬近衛町３５４番４

大阪市 0.2 1.1 港－２ 4.5 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 0.3 1.4 堺東－２ 4.1 東区北野田４７２番１６
堺南－２ △ 0.6 南区晴美台１丁７番３

神戸市 0.1 1.2 灘－４ 5.9 灘区泉通５丁目２番７
長田－２ △ 4.4 長田区高東町１丁目６６番２外

姫路市 △ 1.2 △ 0.9 姫路－８ 1.6 東延末１丁目８９番２
姫路－１０ △ 5.2 夢前町莇野字四辻３３２番４

岡山市 △ 0.1 0.6 北－６ 5.6 北区下中野７１０番１１３
南－８ △ 2.2 南区小串字和田３４５２番外

広島市 0.7 1.2 佐伯－１ 7.0 佐伯区五月が丘３丁目１８番１６
佐伯－２ △ 2.9 佐伯区杉並台１３番１２

松山市 △ 0.8 △ 0.6 松山－３８ 2.2 持田町４丁目１６８番２
松山－４６ △ 4.2 中島大浦３０３９番２５

北九州市 0.4 1.0 北九州小倉北－５ 11.1 小倉北区片野新町１丁目８０番１
北九州八幡東－９ △ 2.3 八幡東区河内１丁目２６１０番１７

福岡市 4.4 6.5 福岡中央－４ 12.9 中央区輝国２丁目２７９番６
福岡早良－２０ 0.4 早良区西入部２丁目１２６番１

熊本市 0.8 1.2 熊本北－１４ 5.9 北区鶴羽田町字垣ノ外１０４１番５７
熊本西－１ △ 1.5 西区中原町字境塘１０７６番３

鹿児島市 △ 0.3 0.0 鹿児島－１４ 3.1 上之園町３３番９
鹿児島－５８ △ 4.7 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3年 令和4年 基準地番号 変動率 所　在　・　地　番

札幌市 4.2 7.8 札幌北５－２ 18.1 北区北７条西２丁目６番
札幌南５－３ 0.0 南区定山渓温泉西３丁目１３番外

仙台市 3.7 5.7 青葉５－１１ 13.0 青葉区五橋２丁目７３番
青葉５－３ △ 1.6 青葉区一番町４丁目９番４外

宇都宮市 0.2 0.4 宇都宮５－１５ 2.5 東宿郷４丁目２番１５外
宇都宮５－９ △ 0.4 江野町２番１１外

さいたま市 △ 0.1 2.7 さいたま大宮５－１ 5.3 大宮区宮町１丁目８６番１
さいたま岩槻５－２ 0.0 岩槻区原町１４９２番１外

川口市 0.3 1.8 川口５－３ 2.2 西川口１丁目１６番１７
川口５－１ 0.8 栄町３丁目６６番３

千葉市 0.5 3.0 中央５－１３ 6.3 中央区富士見２丁目２番３
若葉５－２ 0.6 若葉区千城台南１丁目１０番１４

船橋市 0.9 3.6 船橋５－７ 7.9 本町２丁目２３２５番１０
船橋５－６ 0.0 二和東６丁目１２４番６外

東京都区部 △ 0.3 2.2 足立５－４ 6.2 足立区千住三丁目７０番２
中央５－１５ △ 2.3 中央区銀座七丁目１０２番１９外

八王子市 △ 0.3 0.9 八王子５－１１ 1.9 中町１２番５
八王子５－１０ 0.0 横川町１６番３

横浜市 1.8 2.7 神奈川５－８ 9.7 神奈川区鶴屋町２丁目１６番６
中５－８ △ 1.1 中区山下町１５４番６外

川崎市 1.4 2.8 川崎５－５ 6.4 川崎区東田町９番６外
麻生５－１ 0.0 麻生区上麻生５丁目９９７番１外

相模原市 0.2 1.1 相模原緑５－１ 6.8 緑区橋本２丁目３４１番４
相模原緑５－４ △ 5.0 緑区与瀬字稲原４１１番２外

新潟市 0.2 0.9 中央５－１２ 5.9 中央区弁天２丁目１７９０番６
中央５－１ △ 2.3 中央区西堀前通８番町１５２６番２

静岡市 △ 0.3 0.2 葵５－６ 4.5 葵区鷹匠１丁目４番４
清水５－２ △ 3.9 清水区銀座２８９番

浜松市 △ 1.0 △ 0.1 東５－２ 2.3 東区和田町字中島７９３番２
天竜５－２ △ 3.6 天竜区佐久間町浦川２８４６番３２外

名古屋市 3.2 4.4 中村５－３ 12.3 中村区名駅南３丁目３０８番２
昭和５－４ 0.0 昭和区白金２丁目５０６番

京都市 △ 0.4 2.5 下京５－８ 12.9 下京区大宮通四条下る四条大宮町１９番ほか１筆
東山５－２ △ 1.3 東山区今熊野椥ノ森町２４番８

大阪市 △ 2.0 1.7 港５－１ 5.9 港区弁天４丁目１２番２７
中央５－１ △ 2.9 中央区難波３丁目１番１

堺市 0.9 2.9 堺堺５－５ 5.8 堺区向陵中町２丁８６番
堺西５－１ 0.7 西区浜寺石津町西３丁６７番１２

神戸市 △ 1.1 1.5 垂水５－２ 4.3 垂水区神田町１１１番４外
中央５－７ △ 1.1 中央区京町７９番

姫路市 △ 0.8 △ 0.4 姫路５－２０ 0.1 東山字神田２５１番１
姫路５－１６ △ 2.6 夢前町前之庄字下新田１１７３番１

岡山市 0.3 1.9 北５－２ 9.6 北区錦町６番１０１外
北５－１８ △ 1.4 北区御津金川字高溝下３００番１０外

広島市 1.7 3.2 南５－６ 7.9 南区京橋町１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 △ 0.5 △ 0.3 松山５－１８ 1.2 大街道２丁目４番１３
松山５－２５ △ 3.2 中島大浦３０７５番１７

北九州市 0.9 2.4 北九州小倉北５－８ 8.2 小倉北区紺屋町７９番外
北九州小倉南５－４ △ 1.1 小倉南区湯川１丁目４６９番１外

福岡市 7.7 9.6 福岡博多５－１３ 17.5 博多区博多駅東３丁目３１番
福岡中央５－３ 0.0 中央区天神２丁目８１番

熊本市 0.6 1.1 熊本中央５－３ 3.6 中央区呉服町２丁目３６番１外
熊本中央５－４ △ 3.0 中央区上通町１番１６

鹿児島市 △ 0.2 0.2 鹿児島５－１３ 3.1 荒田１丁目４１番１０
鹿児島５－２５ △ 4.4 桜島横山町６０番３


