
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 98回 東京都固定資産評価審議会 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 平 成 2 9 年 1 1 月 2 9 日 （ 水 曜 日 ）  

午前 10時から午前 11時 30分まで 

 

場所 東京都庁第一本庁舎 42階 特別会議室Ｄ 

 

 

 

 



１ 開会 

〔行政部長〕 

大変お待たせいたしました。ただいまから、第 98回東京都固定資産評価審議会を開催さ

せていただきます。本日は、御多用のところ、お集まりいただきまして、誠にありがとう

ございます。私は、本審議会の事務局長をおおせつかっております、東京都総務局行政部

長の野間でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。本来でございますと、議事

進行につきましては会長にお願い申し上げるところでございますが、本日の審議会は、委

員改選後初めての審議会でございますので、会長が空席となっております。会長選出まで

の間、議事の進行を私の方で務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

なお、本日の審議会でございますが、審議事項１「東京都固定資産評価審議会運営規則

の一部改正について」まで公開で行います。 

まず、開会に先立ちまして、本日の委員の出席状況につきまして、ご報告申し上げます。

ただいま、委員１２名のうち、８名の委員にご出席いただいており、定足数を満たしてお

ります。所用により遅れております石井委員が来られましたら９名のご出席となります。

つきましては、お手元の次第に従いまして、進めてまいりたいと存じます。まず始めに、

今回は委員改選後初めての開催となりますので、総務局長の多羅尾から、皆様にご挨拶を

申し上げます。多羅尾局長よろしくお願いいたします。 

 

２ 挨拶 

〔多羅尾（光）委員〕 

本日は、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

今回は、今年６月の委員改選により、新委員にご就任いただいてから初めての審議会と

なりますので、私の方から一言、ご挨拶申し上げます。 

本審議会は、市町村長が行う固定資産評価の適正、均衡を図るために、委員の皆様方の

ご意見を賜る場として、地方税法の規定に基づいて設置された知事の附属機関という性格

を有しております。平成 31年５月末日の任期まで、どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、昨今の景気は、緩やかな回復傾向にあると言われておりますが、一方で、市町村

の財政に目を向けますと、地方交付税などの一般財源の減少に伴い、財政構造が硬直化し

た状況が続いており、依然として大変厳しい状況にございます。こうした中、各市町村が、

少子高齢化や人口減少社会への対応、老朽化した公共施設等の更新整備、災害に強い都市

づくりの推進といった山積する行政課題に的確に対応し、住民の期待に応えていくために

は、安定的な財源の確保が何より大事でございます。とりわけ、市町村の安定した基幹税

である固定資産税の重要性は一層増しております。地価が上昇傾向にあり、固定資産税に

対する住民の関心が高まる中、固定資産評価への信頼を確保していくことは、極めて重要

なものと認識しております。 

東京都といたしましても、公平な課税の実現に向け、皆様方にお力添え頂きながら、よ

り一層努力してまいる所存でございます。 

委員の皆様には、今後とも、ご指導並びにご助言を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 



 

３ 委員紹介 

〔行政部長〕 

 どうもありがとうございました。 

次に、委員のご紹介をさせていただきたく存じます。お手元の「第９８回東京都固定資

産評価審議会資料」の最後のページをお開きください。名簿の順に従いまして、ご紹介さ

せていただきます。皆様、恐縮ではございますが、ご起立の上、一言ずつ頂戴できればと

思います。 

初めに、前東京熱供給株式会社代表取締役社長の菅原委員でございます。 

 

〔菅原委員〕 

 菅原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

〔行政部長〕 

次に、株式会社フロネシス執行役員不動産鑑定部長の杉浦委員でございます。 

 

〔杉浦委員〕 

 杉浦と申します。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔行政部長〕 

次に、有限会社タラオ・ヒイロ・アーキテクツ取締役の多羅尾委員でございます。 

 

〔多羅尾（直）委員〕 

 多羅尾と申します。私は建築設計事務所を主宰しておりまして、東京建築士会の推薦で

まいりました。よろしくお願いいたします。 

 

〔行政部長〕 

次に、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社不動産コンサルティング部専門部長の山﨑委員でご

ざいます。 

 

〔山﨑委員〕 

 山﨑でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔行政部長〕 

次に、東京都農業協同組合中央会会長の須藤委員でございますが、本日は所用のため、

欠席されております。 

次に、東京法務局 民事行政部長の伊藤委員でございますが、本日は所用のため、欠席

されております。 

 



〔行政部長〕 

次に、東京国税局 課税第一部長の江﨑委員でございます。 

 

〔江﨑委員〕 

 江﨑です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔行政部長〕 

次に、府中市長の高野委員でございます。 

 

〔高野委員〕 

高野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔行政部長〕 

次に、檜原村長の坂本委員でございますが、本日は所用のため、欠席されております。 

次に、東京都総務局長の多羅尾委員でございます。 

 

〔多羅尾（光）委員〕 

よろしくお願いいたします。 

 

〔行政部長〕 

次に、東京都主税局長の目黒委員でございます。 

 

〔目黒委員〕 

目黒でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 会長選出 

〔行政部長〕 

委員の方々のご紹介は、以上でございます。 

次に、会長選出でございます。本審議会条例第４条第２項の規定によりまして、「会長は、

委員の互選により定める」こととなっております。会長につきまして、ご意見、ご推薦等

がございましたら、頂戴いたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

〔山﨑委員〕 

私は、前の任期においても会長をされていた、菅原委員が適任かと思います。 

 

〔行政部長〕 

ただ今、山﨑委員より、菅原委員を会長に推薦する旨のご意見を頂戴いたしました。い

かがでございましょうか。 

 



（「異議なし」との声あり） 

 

〔行政部長〕 

ご異議がないようでございますので、菅原委員に会長にご就任いただくことをここで決

定させていただきたく存じます。それでは、菅原会長から、ご挨拶を頂戴いたしたいと存

じます。 

 

５ 会長挨拶 

〔会長〕 

ただいま、会長を仰せつかりました菅原でございます。引き続き、皆様のご協力をいた

だきまして、重責を果たして参りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

さて、本日の次第にございますように、平成 30年度は固定資産の評価替えの年に当たり

ます。先ほど総務局長からもお話がありましたが、最近の都内の地価動向を見ますと、景

気の緩やかな回復基調を背景に、一部の地域を除き、引き続き上昇傾向にあります。固定

資産の評価替えは３年に一度のため、３年間分の地価上昇が、平成 30年度の評価へ一度に

反映されることとなります。そういう意味で、価格の上昇に伴う税負担の増加に身構える

納税者からは、固定資産の評価に対して厳しい目が向けられるものと思われます。 

したがいまして、我々といたしましては、固定資産税制度に対する納税者の信頼にしっ

かりと応えていくために、固定資産評価の適正化・均衡化に努力してまいりたいと考えて

おります。そのために、本審議会の運営につきまして、皆様のご協力をいただきたく存じ

ますので、一つよろしくお願いいたします 

 

６ 会長代理選出 

〔行政部長〕 

ありがとうございました。続きまして、会長代理指名でございます。 

会長代理につきましては、本審議会条例第４条第４項の規定によりまして、「会長に事故

があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する」こととなってお

ります。恐縮でございますが、菅原会長から、どなたか会長代理にご指名いただきたいと

存じます。 

 

〔会長〕 

それでは、規定によりまして会長代理を指名させていただきます。 

私としましては、本日は欠席されておりますが、今回の改選で４期目に当たります須藤

委員にお願いをしたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

〔行政部長〕 

ありがとうございました。会長及び会長代理が決まりましたので、ここからは菅原会長

に議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 



７ 議題 

〔会長〕 

それでは、議事に入ります。 

初めに、報告事項として、「平成 30年度の固定資産評価替えについて」、事務局から説明

をお願いします。 

 

〔市町村課長〕 

それでは、お手元の「第 98 回東京都固定資産評価審議会資料」に基づきまして、「平成

30年度の固定資産評価替え」について、ご説明いたします。 

土地の評価替えについてでございますが、その説明に入ります前に、土地の評価方法に

ついてご説明させていただきます。資料の４ページをご覧ください。土地の評価につきま

しては、総務省が告示いたします固定資産評価基準に基づき、地目別に評価を行うことと

されております。４ページは宅地の評価の流れでございますが、フロー図の先頭にありま

すように、始めに市町村内の宅地を用途別に商業・住宅・工業地区等に区分し、さらに街

路の状況、公共施設等からの距離等を考慮し、状況の似通った地域に区分します。次に、

区分した状況類似地域の中から、その地域の標準的な街路を１本、主要な街路として選定

し、その街路に面した標準的な宅地を１つ、標準宅地として選定します。次に、各標準宅

地につきまして、適正な時価の評定を行います。この適正な時価の評定につきましては、

平成６年度評価替え以降、地価公示価格等の７割を目途に均衡化・適正化が図られている

ところであります。 

この適正な時価を基に、主要な街路とその他の街路の価格形成要因を考慮して、路線価

を付設しております。最後に、各路線に付設された路線価を基に、個々の宅地の接面状況、

形状等に応じて、画地補正率を適用して、各筆に評点数を付設し、評価額を算出しており

ます。なお、後程ご審議いただく内容は、ページ中ほどの網掛部分にございますとおり、

指定市以外の市町村の標準宅地のうち、最高価格地である基準宅地の価格についてでござ

います。また、来年の２月もしくは３月頃には、右下の網掛け部分にございますように、

指定市以外の市町村の提示平均価額をご審議いただくこととなります。 

それでは、土地の評価替えについてご説明させていただきます。資料をお戻りいただき

まして、２ページをご覧ください。「平成 30 年度固定資産の評価替えに関する留意事項に

ついて」の概要につきましては、平成 30年度評価替えに向けて予定されている改正事項と、

評価事務の遂行上、特に留意すべき事項について、昨年５月に総務省から示されたもので

ございます。まず（１）の基本的事項としまして、適正な評価の実施、そして評価の均衡

確保を推進することが示されております。そのうち、評価の均衡確保につきましては、都

道府県知事が基準地価格について調整を行う場合は、市町村間の価格の均衡を図ることと

されております。また、土砂災害特別警戒区域等の指定により、利用制限等が土地の価格

に影響を与える場合には、適正に補正を行うこととされております。次に（２）の宅地に

関する事項ですが、標準宅地の適正な時価の評定に当たっては、引き続き地価公示価格等

の７割を目途とすること、また、価格調査基準日、これは平成 29年１月１日ですが、これ

以降の地価動向によっては、その後の半年間の下落率を評価額に反映させることとなって



おります。以上が、「平成 30 年度固定資産の評価替えに関する留意事項について」の概要

でございます。 

続きまして、資料の３ページをご覧ください。「固定資産評価基準の一部を改正する告示」

の概要につきまして、ご説明いたします。固定資産評価基準の一部改正につきましては、

本年 9月 27日に開催された地方財政審議会 第 34回固定資産評価分科会において、具体的

内容が審議され、この内容により、今月 22日付けで、改正の告示があったところでござい

ます。まず、（１）の「地価下落地域における土地の評価額の修正について」でございます。

先程も申し上げましたが、地価下落地域における土地の評価額について、平成 29年１月１

日から７月１日までの半年間の変動率を評価額に反映させるための措置を講じることとさ

れております。なお、この改正を踏まえまして、後ほどご審議いただきます基準宅地の路

線価等については、当該措置による下落修正後の価格についてお示ししております。 

（２）の「砂防指定地の評価方法について」でございますが、砂防指定地のうち、山林

の評価につきましては、利用状況に制限があることから、２分の１を限度として、減価補

正をすることとなっております。ただし、実施が困難な団体については、別の評価方法に

よってもよい、という経過措置が設けられております。この経過措置については、平成２

９年度で期間終了となっておりましたが、今回、経過期間が延長されることとなったもの

でございます。なお、東京都におきましては、砂防指定地が存在する 14団体のうち、３団

体において減価補正を行わず経過措置を適用する地域が存在する見込みでございます。 

土地に関する固定資産評価基準の改正の内容につきましては、以上でございます。続き

まして、資料の５ページをご覧ください。資料には、左から総務省、東京都、市町村に区

分して、宅地の評価替えの概要を示してございます。先程ご説明いたしました、平成 30年

度固定資産の評価替えに関する留意事項を受けて、右側の市町村の欄に書いてございます

が、各市町村におきましては、平成 29年１月１日を価格調査基準日として、全標準宅地の

鑑定評価を行っております。その後、各市町村の評価の均衡を図るために、標準宅地の最

高価格地であります基準宅地について、指定市については総務省で、それ以外の市町村に

ついては、東京都土地評価協議会におきまして、価格バランス等の調整を行います。具体

的には、宅地の指定市については、東京都においては特別区でございますが、総務大臣に

よる所要の調整が行われ、去る 9 月 27 日に開催されました、地方財政審議会第 34 回固定

資産評価分科会において報告され、既に各指定市町村に対し通知してございます。指定市

以外については、今月に開催いたしました東京都土地評価協議会において、各市町村にお

ける基準宅地の平成 30年度路線価等の調整が図られたところでございます。 

続きまして、資料の６ページをご覧ください。農地・山林の評価替えの概要でございま

す。基本的には、宅地と同様のスケジュールとなっております。ただし、農地・山林の評

価につきましては、不動産鑑定士による鑑定評価を行っておりませんので、東京都土地評

価協議会において、価格バランス等の調整、また、地価下落に伴う半年間の下落修正も行

いません。指定市町村、これは、田は八王子市、畑は武蔵村山市、山林は奥多摩町でござ

いますが、これらの基準地価格についても、去る９月 27日に開催されました地方財政審議

会 第 34回固定資産評価分科会で報告されておりますので、本日は、指定市町村以外の田・

畑・山林の基準地価格について、宅地と併せてご審議をお願いいたします。そして、本日



の審議会において基準地価格をご了承いただきますと、この価格を基礎といたしまして、

各市町村において地目ごとに全ての土地を評価し、総評価見込額を算出いたします。その

後、来年２月、３月頃に本審議会を再度開催させていただき、最終的に土地の価格が決定

される流れとなっております。以上で、「平成 30 年度の固定資産評価替えについて」の説

明を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

〔会長〕 

ありがとうございました。ただいま事務局から説明のあった内容は、今回の審議事項で

はありませんが、ご意見やご質問がありましたら、発言をお願いします。 

他にご意見等がないようでしたら、次に審議事項として、「東京都固定資産評価審議会運

営規則の一部改正について」、事務局から説明をお願いします。 

 

〔行政部長〕 

それでは、１点目の審議事項でございます、「東京都固定資産評価審議会運営規則の一部

改正」につきまして、ご説明させていただきます。お手元の「第 98回東京都固定資産評価

審議会資料」の９ページをお開きいただきたいと存じます。ここに、本審議会運営規則の

新旧対照表がございます。資料の右側が現行の運営規則、左側が今回の改正案としてご審

議いただくものでございます。改正内容につきましては、第４条及び第７条の会議・議事

録等の公開に関する規定でございます。本審議会は従前まで原則非公開として会議を開催

してございましたが、開かれた都政を一層進める観点から、地方税法第 22条に抵触する事

項並びに東京都情報公開条例第７条各号に該当する事項を議事とする場合を除き、会議を

原則公開とするものです。地方税法第 22条に抵触する事項とは、地方税の調査又は徴収等

に関する事務に従事する者が、その事務に関して知り得た秘密に抵触する事項でございま

す。 

また、東京都情報公開条例第７条各号に該当する事項とは、個人情報等、公文書の開示

請求に係る非開示情報に該当する事項でございます。これらの非公開情報を議事とする場

合を除きまして、会議を原則公開するという趣旨で、本改正を行うものでございます。改

正の内容は以上でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

〔会長〕 

ありがとうございました。 

事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問がありましたら、発言をお願いします。

他にご意見等がないようでしたら、次の審議事項に移ります。それでは、「平成 30 年度の

宅地等の基準地価格等について」、事務局から説明をお願いします。 

 

〔行政部長〕 

それでは、２点目の審議事項でございます、平成 30年度の宅地等の基準地価格等につき

まして、ご説明させていただきます。先ほど、土地の評価替えの概要につきまして、ご説



明いたしましたが、東京都の宅地、田、畑及び山林の指定市町村の基準地の価格につきま

しては、総務大臣による所要の調整が行われ、去る９月 27日に開催されました地方財政審

議会固定資産評価分科会において報告されておりまして、既に各指定市町村に対して通知

してございます。本日は、指定市町村以外の市町村の基準地価格につきまして、ご審議を

お願い申し上げる次第でございます。 

まず初めに、宅地についてでございます。本日ご審議いただきます事項について説明さ

せていただく前に、総務大臣より指定されております、各都道府県の県庁所在地である、

指定市の路線価について、ご説明いたします。資料の 17ページをご覧ください。こちらに

は、「宅地の指定市における基準宅地に係る路線価」を載せてございます。主にご覧いただ

きたい欄についてご説明いたしますと、まずＡ欄が、30基準年度に係ります平成 29年１月

１日現在における基準宅地の路線価でございます。Ｂ欄は、前基準年度に係ります平成 26

年１月１日現在の路線価でございます。その右隣に平成 26 年１月１日から平成 29 年１月

１日までの３年間の変動率を示しております。東京都は、特別区が宅地の指定市であり、

上から 13番目の欄にございます。中央区銀座５丁目中央通りが東京都の基準宅地でござい

まして、路線価としましては、１平方メートル当たり 3,520 万円となってございます。３

年間の変動率で 70.9％の増となっておりまして、全国で最も上昇した指定市となっており

ます。 

全国的に見ますと、３年間の変動率は全 47団体のうち、29団体が上昇、3団体が横ばい、

15 団体で下落となっております。平成 27 年度評価替えにおける、平成 23 年１月１日から

平成 26年１月１日までの３年間の変動率については、全 47団体のうち上昇は 13団体、横

ばい 2団体、下落 32団体となっておりましたので、前回評価替え時と比べますと、今回上

昇した団体数は 16団体増加していることとなります。 

次に、ご審議いただく、東京都における指定市以外の市町村の基準宅地の価格について、

ご説明させていただきます。資料の 12ページ、「基準宅地に係る路線価等（案）」をお示し

しておりますのでご覧ください。表の中ほど路線価等欄のＡ欄、平成 29年１月１日基準が、

地価下落修正前の基準宅地の平成 30年度の路線価でございます。その右のＢ欄は、平成 29

年１月１日から７月１日までの半年間の地価下落に対応した修正率を記載してございまし

て、その右のＣ欄に、Ａ欄に修正率を乗じた価格を、平成 29年７月１日修正として記載し

てございます。これは、先程の報告事項にてご説明いたしましたが、固定資産評価基準の

一部を改正する告示におきまして、地価下落地域における土地の評価額について、平成 29

年１月１日から７月１日までの半年間の変動率を評価額に反映させるための措置を講じる

こととされております。本日の審議会においては、この半年間の変動率を反映させた後の

路線価等につきまして、ご審議いただきたく存じます。Ｇ欄は１月１日基準、Ｉ欄は７月

１日基準の路線価について、それぞれそれ平成 27年度からの３年間の変動率を記載してご

ざいます。今回ご審議いただくＣ欄をご覧いただきますと、特別区を除く市町村の最高価

格地は、立川市曙町二丁目の立川駅北口ロータリーでございまして、修正後価格 4,739,000

円となっております。これは、立川駅周辺を中心として再開発が進んでおり、大規模商業

施設の進出等による商業集積が高まっていることが要因と考えられます。つづいて、武蔵

野市、八王子市の順となっており、最低価格地は、青ヶ島村となっております。 



次に、一番右のＩ欄をご覧いただきますと、変動率がプラスとなった団体は 28団体とな

っております。前回評価替え時では 20団体でしたので、変動率がプラスとなった団体数は

８団体増加しております。一方、変動率がマイナスとなった団体は６団体となっておりま

す。前回評価替え時では、15 団体でしたので、変動率がマイナスとなった団体は９団体減

少しております。次に、３年間の変動率の上昇が最も大きい団体は、武蔵野市で、プラス

22.6％となっております。吉祥寺駅を中心とした商業圏の人気が高く、強い需要を維持し

ていることが要因とみられます。吉祥寺駅周辺につきましては、繁華性や希少性が高く、

少ない供給に対して需要が旺盛であり、地価が上昇していると考えられます。反対に、下

落が最も大きい団体は、奥多摩町で、１月１日基準時ベースでマイナス 8.3%、修正後ベー

スで、マイナス 7.3％となってございます。これは、都心からの遠隔地であり、人口の過疎

化傾向と住民の高齢化等によります地域的な衰退が続いていることから、土地需要が低迷

しているためと考えられます。 

市部における変動率の単純平均は、表の下の市平均のＩ欄にありますように、修正後ベ

ースでプラス 8.0％、町村平均がマイナス 1.2％、特別区を含めた都平均がプラス 6.6％と

なっております。なお、国分寺市については、基準宅地が新規でありますため、比較すべ

き前基準年度の路線価を有しないことから、平均値の算定から除外しております。また、

Ｂ欄の、直近半年間における修正率を適用している団体は檜原村、奥多摩町の２団体で、

前回評価替え時は東久留米市、檜原村、奥多摩町の３団体でしたので、１団体減少してお

ります。各市町村の基準宅地の状況につきましては、資料の 13 ページから 16 ページに参

考資料を載せてございますので後ほどご参照ください。以上が、「基準宅地に係る路線価等

(案)」でございます。 

引き続き、田、畑及び山林について、ご説明いたします。これにつきましても、まず、

総務大臣より指定されております、各地目別の指定市町村の基準地価格について、ご説明

いたします。資料の 19 ページ、「田、畑及び山林の指定市町村における基準地価格」をご

覧ください。これらの価格につきましても、総務大臣による所要の調整が行われ、去る９

月 27日に開催されました地方財政審議会固定資産評価分科会において報告され、既に各指

定市町村に対し通知してございます。東京都の田・畑・山林のそれぞれの指定市町村の基

準地価格は、八王子市の基準田が 10 アール当たり 144,000 円、武蔵村山市の基準畑が

110,400円、奥多摩町の基準山林が 46,800円となっております。これを平成 27基準年度と

比較いたしますと、いずれの基準地も据置きの結果となっております。なお、全国の指定

市の基準地価格の結果でございますが、全体としては、据置きの団体がほとんどでござい

ます。東京近県の、埼玉県、千葉県、神奈川県においても同様に据置きとなっております。 

次にご審議いただく東京都における田・畑・山林の基準地価格につきまして、ご説明い

たします。資料の 18ページ、「田、畑及び山林の基準地価格(案)」をご覧ください。まず、

資料のうち、色付きでお示ししている部分が各地目別の指定市町村の基準地でございます。

星印が付されているものにつきましては、平成 30年度評価替えにおいて基準地の変更が行

われたものでございます。田、畑、山林ともに各指定市町村であります、八王子市、武蔵

村山市、奥多摩町いずれも据置きとなっておりますので、指定市町村との均衡を考慮し、

田、畑、山林につきまして、全団体について、据置きとなっております。以上、簡単では



ございますが、平成 30年度の市町村の田・畑・山林の基準地価格につきまして、ご説明さ

せていただきました。なお、22、23ページにつきましては、平成 29年東京都地価調査の資

料を添付しておりますので、ご参照いただければと思います。 

これで、｢平成 30年度の宅地等の基準地価格等について｣の説明を終わりにさせていただ

きます。この案について、本日ご了承が得られましたら、本日付けで、各市町村長あてに

通知するとともに、報道機関に公表させていただく段取りとなっております。よろしくお

願いします。 

 

〔会長〕 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問がありましたら、発言をお願

いします。 

 

〔委員〕 

12 ページの基準宅地の表の見方で、変更とマルがついているのは、基準宅地が変わった

という理解でよいですか。国分寺市が変更でかつ新規というのは、国分寺駅北口交通広場

とありますが、これは従前広場がなかったが、今回広場ができたので前とは比較できない

から新規、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

〔市町村課長〕 

国分寺市につきましては、国分寺駅前の北口で再開発がありまして新たな街路が完成い

たしまして、その街路に沿接する土地が最高価格地ということで選定したということです。 

 

〔委員〕 

わかりました。ありがとうございます。 

 

〔会長〕 

他に何かありますでしょうか。それではひとつお聞きします。圏央道が整備されており

まして、車でドライブしておりますと、物流施設がたくさんできていますが、それは基準

地価格に反映しているのでしょうか。 

 

〔市町村課長〕 

圏央道の沿線に関しましては、今回の基準地価格等には反映されておりません。 

 

〔会長〕 

わかりました。ありがとうございます。他にご意見等がないようでしたら、この辺でま

とめさせていただきます。それでは、「基準宅地に係る路線価等」及び「田・畑及び山林の

基準地価格」については、お手元の案のとおり、了承することとしてよろしいでしょうか。 

 



（「異議なし」との声あり） 

 

〔会長〕 

それでは、当審議会として了承することといたします。よって、各市町村長にこの内容

で通知していただくことにします。本日、予定しました議事は、以上ですが、他に、ご意

見やご質問がありましたら、発言をお願いします。 

それでは、特にないようですので、事務局へお返しします。どうもありがとうございま

した。 

 

８ 閉会 

〔行政部長〕 

どうも、ありがとうございました。 

さきほどご了承いただきました審議結果につきましては、早速、各市町村長に通知いた

します。また、本日いただきました貴重なご意見は、今後の固定資産評価に役立てて参り

たいと存じます。 

以上をもちまして、第 98回東京都固定資産評価審議会を終了させていただきます。 

次回の開催は、来年の２月もしくは３月頃を予定しております。 

本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。 


